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***

ネプチューン作戦が開始された 1944 年 6 月 6 日の夜、何千人もの連合軍兵士がノルマンディー上陸の支援のため敵領

土に落下傘降下しました。空挺兵を好んでいたヒトラーが、彼の有名な大西洋の壁を造ったとき、彼は屋根を備えることを

忘れていました...

その重要な夜の間に、ドイツ軍の対空射撃により輸送機が破壊されたため、降下地点に達することが出来ず多くの落下傘

兵が降下地域から離れて散らばってしまいました。

あなたは、それらの兵士の中にいます。しかし、運が上がるにつれて風があなたを吹き飛ばし、あなたが最も必要とされる

場所に吹き飛ばしたのです! あなたが降下していたとき、あなたは恐ろしい光景を見ました: ドイツ軍は隠蔽されたバンカー

に 2 門の 24.0cm シフスカノン L/50 砲を設置していたのです。

それらの大砲はノルマンディー海岸に向かって発砲する筈です。あなた一人だけで、連合軍が殺戮されるのを止めること

ができるのです!

あなたの降下の間に、あなたは自分の必要な道具一式を全て含んでいた装備品の袋を紛失してしまいました。あなたに

残った唯一のものは、あなたの信頼できるコルト拳銃とあなたの工夫です。あなたが落下傘を折りたたむとき時計を見ま

す: それは 0700 です。上陸が始まっています。あなたの仲間が妨害される前にドイツの砲を破壊する時間があるでしょう

か? 必要なのは...爆発物だけです...
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基本ルール

ゲームのコンポーネント
イベントカード 10 枚

区域タイル 16 枚: “内部[inside]”8 枚と”外部[outside]”8 枚

トークン 1個(幾つかの選択シナリオではそれ以上)

マーカーとプレイヤーエイド(任意)

ルールサマリーカード(任意)

配置
1 - あなたの前に、降下地域タイルを置きます(ここがあなたの出発する区域です)。そして入口タイルを脇に置きます。次

に、全ての外部タイルを表を下にした 1 つの山にしてシャッフルしてください。全ての内部タイルを別にしてシャッフルしてく

ださい。

2 - 全てのイベントカードを一組にしてシャッフルし、表を下にして上から 2 枚のカードを捨て札します。

3 - 開始時間(0700、または午前 7 時)、開始時の武器(コルト 45、パワー 1)、開始時の体力(6、ゲームの間に 9 まで上昇し

ます)を記録してください。

4 - 降下地域にマーカーまたはトークンを置きます: これは、あなたが区域を移動するときに、あなた自身を表します。

基本的な概念
一般的なゲームの間、あなたは弾薬庫を見つけ(爆薬を取り出すために)、バンカーに入らなければなりません(バンカード

アを介して)。中に入ると、あなたの任務は砲操作室を見つけて、爆薬でそれを破壊します。その後は、バンカーから出るだ

けです!

勿論、あなたは敵の兵士(あなたを止めようとする者)と出会ったり、途中で幾つかのアイテムを手に取ることになります(あ

なたの危険な任務に役立つでしょう)。

外部のターン手順

あなたはバンカーに繋がる荒れた道に沿って移動しています。

1 - 位置している区域から、道路の方向を選択します(降下地域にいる場合は、前方、左または右を意味します)。何らかの

理由で移動しないと決めた場合でも、イベントカードを引く必要があります(5項参照)。

2 - 選択した方向が未知の区域に繋がる場合は、外部タイルを引いて配置します。新しいタイルの道路部分は、現在の区

域で選択した道路部分に繋げなければなりません(左に移動することを選択した場合、新しいタイルは道路の左側の部分

に繋げなければなりません)。繋がりは、あなたの現在の区域でのみ行う必要があります: これは、道路が他の隣接する区

域に繋がる場合と繋がらない場合があることを意味します(但し、そうであれば常に良い方法です)。

3 - マーカーまたはトークンを新しい区域に移動させます。一度に 1 枚のタイルしか移動できません。また、垂直または水

平に移動させなければなりません(対角ではありません)。

4 - あなたの区域に書かれている特別な指示を読んでください(もしあれば)。 これらの内の幾つかは、あなたが引こうとし

ているイベント(ハーフトラックや鉄条網など)に直接影響を及ぼしたり、その他にはイベントの後に効果を発揮するものがあ

ります(野戦病院、戦車、補給トラックまたは武器庫のような。司令室については、以下の区域を参照)。

5 – イベントカードを引きます(既に、この区域に行った場合や、移動しないことを決定した場合でも)。イベントカードが残っ

ていない場合は、以下の時間経過を参照してください。今度は、カードに書かれた外部のイベントを読んでください(これは

イベントの解決と呼ばれます):  

・イベントが、あなたがアイテムを目にした/見つけたという場合、あなたは次のイベントカードを引いて(望むなら)、そのカー

ドの右下を見て、あなたが見つけたアイテムを発見できます。あなたがカードを引くことを選択なかった場合、あなたはアイ

テムを手に入れません。あなたが見つけたアイテムをメモするのを忘れないでください(あなたのコルト拳銃に加えて、2 つ

を超えるアイテムを運ぶことはできません)。

・イベントであなたの体力を増減すると指示されたら、あなたの現在の体力を調整します(あなたが 0 に達したときに、あな

たは直ちに死亡します。そして、あなたの体力は 9 を超えることはありません)。

・イベントで敵(歩兵、親衛隊または降下兵)と出会った場合、以下の戦闘を参照してください。あなたは幾つかの敵(主に親
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衛隊)に特別なシンボルがあることに気付くでしょう(Gewehr 43の弾薬ポーチ画像): これは、これらの敵と戦った場合、ター

ン終了前に身体を調べてアイテムを取得できることを意味します。(あなたが見つけたアイテムを発見するために別のイベ

ントカードを引きます)。戦闘の回避(戦闘を参照)では、この方法でアイテムを取得する権利は与えられません。

6 - 追加のイベントを解決する必要がある場合(例えば、弾薬を武器庫から取得する場合)、手順 5 から再開します。

7 - ターン手順の終了。幾つかの区域効果(戦車や医務室に於いて)が発生します。あなたは別のターンを開始する前に、

あなたが望むなら休息することができます(以下の休息を参照)。

信号弾の発見
配置する外部のタイルがない場合、その最後のタイルに信号弾が忘れられて土の中に埋もれています。

この弾薬は、Model 42 信号銃で発射するように設計されていますが、熟練した兵士が単独で使用することもできます。そ

れはあなたの 2アイテムの制限(それは無償アイテムです)に数えられないほど小さいです。特殊作戦[Special Operatives]

(上級ルール参照)によっても拾うことができます。

既に信号銃を持っている場合、信号弾によりそれを 1回余分に使うことができます。或いは、あなたが望むときはいつでも、

それを単独で使うことができます: 引かれた内部のタイルを破棄(ゲームから取り除く)して、もう一枚引きます(実際には、こ

れによりあなたは 1 ターン増えることになります)。

何れの方法でも、1回使用した後は信号弾を廃棄してください。

これは外部での時間を補うもので、ゲームに勝つチャンスを与えます。

内部の移動
内部へ移動する唯一の方法はバンカードアです。一旦、バンカードアの区域に入ると、あなたは入り口を置くことができま

す。 両方のタイルの矢印を整列させてください(入り口はゲーム開始時に常に置かれています)。バンカードアから入り口

[Entrance]に行くには通常通りに移動しますが、あなたが外部から内部に移り変わっていることを覚えておいてください(そ

れに応じたイベントカードを読まなければなりません)。

内部ターンの手順
外部と同じようにターンを進めますが、道路を繋げる代わりにドアを繋げなければなりません。例えば、留置場には 2 つの

相対するドアがあり、砲操作室には 3つのドアがあります。

あなたが内部にいるときは、あなたが引くカードの内部イベントを必ず読んでください。

非常警報
砲操作室の砲を破壊すると、ドイツ軍は警報音を発し非常警報が宣言されます: 今から、あなたは非常警報[Red Alert]イ

ベントを解決します(あなたが内部か外部かに関わらず)。非常警報イベントは、外部イベントや内部イベントよりも寛容では

ありませんので注意してください!

時間経過
連合軍の艦隊がドイツ軍を拘束し、連合軍部隊が上陸を開始する 0700 にゲームは始まります。イベントカードを引く必要

がある場合、それが残っていないときは 1 時間が経過します(それをメモしてください)。カードを再シャッフルしてください

(セットアップ中に破棄された 2 枚のカードを含める)。表を下にして 2 枚のカードを破棄しプレイを続けます(最後のイベント

で別のカードを引く必要がある場合は、直ちに実行します)。1000 に達すると、あなたはゲームに敗北します。つまり、ゲー

ム毎にイベントカードを最大 3回シャッフルすることになります。

戦闘
Airborne in my Pocket では、3種類の敵を迎え撃ちます: 

・ 歩兵: ドイツ国防軍の正規兵(歩兵)。タフで信頼できますが、しばしば装備を欠いていました。(歩兵は真っ直ぐ向かって

きますが、内部イベント#4 では銃剣を使った巧妙な攻撃により、あなたに不意打ちを仕掛けてきます)。

・ 親衛隊: SSの一翼である武装親衛隊は、高い評価を得ていますが戦場での戦果には非常にムラがありました。しかし、

彼らは良い装備と優れた練度を持っています。(親衛隊を倒したときは、常にアイテムを引く可能性があります。)

・ 降下兵: 降下猟兵または落下傘軽歩兵は、空挺兵が陸軍の一部である米国や英国とは異なりドイツ空軍(空軍)の一部

でした。彼らは装備を余り多く持っていません。多くの場合、志願兵で構成されたこれらエリート部隊は若く、高度に訓練さ

れ、小規模な戦術で非常に効率的です。(降下兵は、しばしばあなたと対戦して戦闘を行います。あなたは戦闘を回避する

ことができません。)

ゲームに於いて全ての武器にはパワーレーティングがあります(あなたのコルト拳銃のパワーは 1 です)。武器の相対的な

パワーは阻止力、発射速度、精度、再装填時間、騒音、反動、弾薬入手の可能性、使い易さなどの変数に基づいています。
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ゲーム中に追加の武器を拾うと、現在のパワースコアが上がります(持ち歩いている武器によって異なります)。

イベントカードに敵ユニットに遭遇したと表示されている場合、2 つの選択肢があります: 

1 - 戦闘: 戦闘を解決するには、敵ユニットの合計から現在のあなたのパワースコアを引きます。あなたは、あなたが相対

している敵に応じて、武器あるいは武器の組み合わせにより最大のパワーにするかを選択できます。その差は、あなたが

敵を倒す際に失う体力ポイントです。あなたの体力の合計から、これらのポイントを差し引いてください(あなたの開始時の

体力は 6 ですが、最大値は 9 です)。

戦闘中では、一度に 1 つの武器しか使用できません(武器と組み合わせることができる手榴弾は除く)。

(#敵)マイナス(あなたの現在のパワー)=体力損失

2 - 戦闘回避: 戦いを回避するために、以前に探索した隣接するタイルへ行くことができます(通常の移動制限を用いて)。

あなたが戦闘回避をするとき、敵はあなたに幾らかの発砲するチャンスを持つでしょう: -1体力を失う。あなたが移動した

区域ではイベントカードを引かないでください。戦闘回避をすることは、非常警報に於いて降下地点に戻るときに非常に便

利です。

幾つかの遭遇は、あなたに戦闘回避を禁じていることを忘れないでください(降下兵を伴う)。また、鉄条網でイベントを解決

した場合では回避は許可されません。このようなケースを避ける唯一の方法は、煙幕手榴弾を使用することです(上級

ルール: 特殊作戦を参照)。

あなたが、ジャムとなった武器(イベントまたは上級ルールの武器のジャムルールを参照)を持っている場合、戦闘を解決す

る前にイベントの色番号を見ることができます。

注釈: あなたが戦闘回避をした場合、あなたが残した敵はその場には留まりません。後でその区域に戻った場合、いつも

のようにイベントカードを 1 枚引いてください(あなたが遭遇を引いた場合、敵がその位置に留まっているかのように扱って

ください。あなたが他を引くなら、敵は他の場所であなたを探しています)。

重要な注釈: 1回の戦闘で 4体力ポイント以上を失うことは決してありません。戦闘の結果として体力ポイントを得ることも

できません。

あなたの体力が 0 になると、あなたは死亡します。あなたが医務室に留まっていて戦闘後に体力が 0 になった場合、あな

たはターン終了時にその区域の+1体力ボーナスを受け取るのに十分長くは生存できません。

死亡した敵のアイテムを見つける際の注意: あなたは、ターンの最後までアイテムを探すために体を探る必要があります。

例えば、あなたは砲操作室にいて、2 つのイベント(通常のイベント+砲を妨害するための余分なイベント)を解決する必要が

あります。親衛隊を最初のイベントで倒すことができれば、これによりアイテムを引くオプションが与えられます。直ちにあな

たはアイテムを引くか、2番目のイベントを解決するまで待つかを選択できます(2番目のイベントにもアイテムが含まれて

いる場合、2 つのアイテムを連続して引けます)。

休息
ターン手順が終了して次のターンが始まる前に、少し休息を取って息を整え、力を取り戻し、守備隊の包帯で傷口を労わる

ことができます。これは休息と呼ばれ、最大 3つの体力ポイントを復元します。しかし、貴重な時間を失うことになります: 1

枚のイベントカードを破棄しなければなりません(解決せずに)。

ターンの間であれば、できるだけ頻繁に休息を取ることができます。望むなら最大 3枚のカードを一度に捨てることができ

ます(あなたが 1 であった場合、最大の体力状態になります)。従って、あなたはターンの間にそれを行う必要があるので、

ゲームを開始する前に休憩することはできません(最初に引いたカードを破棄することによって)。

注記されている場合を除き(一部のシナリオでは)、2 つのアクションの間に休止することはできません(イベントでの移動と

解決、通常のイベントと追加のイベントの解決など)。

区域
2 つの区域が同じスペースを占有することはできません。バンカーに進入した場合、新しい内部のタイルが外部のタイルと

重なってはいけません。これにより、道路やドアがブロックされることがあります。理論的には、バンカーの内部で行き止ま

りになる可能性があります(外部のタイルが道筋を塞いだり、バンカードアの向きが非常に適切でないため)。これが発生し

た場合、あなたは間違ったバンカーに入ったことになり、自動的にゲームを失います。

何らかの理由で区域の特別なテキストとイベントとの間に矛盾があった場合、最初にプレイしていたカード(またはタイル)が

優先されます。例えば、区域に回避できないと表示され(鉄条網のような)、イベントによって回避が強制された場合、その

区域の特別なテキストが優先されます。
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外部区域: 
降下地点[Drop Zone]: 

あなたの出発地になります。これは、あなたが今まさに着地した場所です。あなたが自身のパラシュートを折り畳んで隠し

た後、あなたは荒れた道を歩き始めます。あなたは目を皿の様にしていると、自身の銃が手元にありました...

弾薬庫[Ammo Dump] (爆薬を得るために追加のイベントを解決する): 

このタイルを置いたら、追加のイベントを解決して爆薬を奪取してください(このイベントは、あなたが”取得”する間に何が

起こるかを表しています)。このイベントを解決して爆薬(砲を破壊するために必要)を得るためには、まだ弾薬庫にいる必要

があります。この追加のイベント中に戦闘を回避する場合は、弾薬庫に戻りプロセスをもう一度やり直す必要があります。

鉄条網[Barbed Wire] (戦闘を回避できない): 

このタイルに位置している間にイベントを解決する場合は、戦闘をしなければなりません。これは隣接する区域には影響し

ないことに注意してください: 隣接するタイルから、戦闘を避けて鉄条網に入ることはできます。

バンカードア[Bunker Door]: 

これはバンカーに出入りする唯一の通り道です。バンカーに入るには、入口のタイルを横に置きます(両方の区域の矢印を

合わせます)。そのタイルをどのように配置するか注意してください: バンカードアの向きが、入口の 2 つのドアのために十

分なスペースを残していることを確認してください。そうしないと、間違ったバンカーに入る危険が...

野戦病院[Field Hospital] (ここでターンを終了すれば体力+1):  

医務室の同じく、ここで自身のターンを終えると(イベントを解決したり、隣接するタイルから戦闘を回避した後)、あなたは体

力が+1 になります。

ハーフトラック[Half-Track] (歩兵と親衛隊はここでは+2): 

この区域には、Sonderkraftfahrzeug 251(SdKfz 251)装甲兵員輸送車があります。このタイルでイベントを解決する場合、イ

ベントに歩兵や親衛隊が記載されていると示された数字に+2追加します。

戦車[Panzer] (ここでターンを終了すると体力-1): 

この区域には、道路の真ん中に Panzerkampfwagen IV(Panzer IV)Ausf Hがあります。75mm 砲と 2丁の MG34 機関銃を備

えたこの戦車は、どんな時にも発砲してきます。

補給トラック[Supply Truck] (アイテムのために追加のカードを引くことができる): 

この区域には 1943 Opel Blitz Kfz.305 3 トントラック(ドイツ国防軍の馬車)があります。倉庫とよく似ていますが、ここで自身

のターンを終了すれば(イベントを解決したり、隣接するタイルから戦闘を回避した後)、あなたは次のイベントカードを引き

(あなたが望むなら)、そのカードの右下を見てあなたが目にしたアイテムを見つけることができます。あなたがカードを引く

ことを選択しなかった場合、あなたはアイテムを手に入れられません。あなたが見つけたアイテムをメモするのを忘れない

でください(あなたは 2 つを超えて運ぶことはできません。あなたのコルト拳銃に加えてください)。補給トラックのアイテムは

ゲームあたり 1回しか見つけられません。

内部区域: 
武器庫[Armory] (パンツァーファウストのために追加のイベントを解決することができる): 

倉庫や補給トラックとは異なり、ここで自身のターンを終了すると(イベントを解決したり、隣接するタイルから戦闘を回避し

た後)、あなたは別のイベントカードを解決して(あなたが望むなら)、パンツァーファウスト(全ての敵は 1回の戦闘で消滅し

ます。1回の使用のみ)を自動的に取得することができます。武器庫では、ゲームあたり 1回だけパンツァーファウストを見

つけることができます。

司令室[Command Room] (移動せずに隣接する区域を 1 つ置くことができます): 

あなたが、この位置でターンを開始するとき、移動することなく 1 つのタイルを司令室に繋げることができます(タイルを 1 枚

引き、それを見て司令室のドアの何れかに繋げます)。引いた区域に移動するか、更に新しいものを置いて移動するかの

選択肢があります(または既に調べた区域に戻ることもできます)。あなたは、移動後にのみイベントを解決することを忘れ

ないでください。タイルが司令室の隣に置かれると、司令室はこの特別な能力を失い通常の区域になります。

入口[Entrance]: 

この区域は脇に置かなければなりません(他の内部のタイルとシャッフルされません)。バンカードアがプレイされたら、バン
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カードアから内部に移動する唯一の方法は入口を隣に配置することです(両方の区域の矢印を合わせます)。

砲操作室[Gun Control] (砲を破壊するため追加のイベントを解決する): 

この区域で自身のターンを終了したら、追加のイベントを解決して爆薬(弾薬庫から取得する)を置き砲を破壊します。その

イベントは、あなたが砲に爆薬を設置している間に何が起こるかを表します。あなたは、自身の任務を果たすために、この

イベントを解決した後でも、まだ砲操作室にいる必要があります。この追加イベント中に戦闘を回避した場合は、砲操作室

に戻ってこのプロセスをもう一度やり直す必要があります。

医務室[Infirmary] (ここでターンを終えた場合は体力+1): 

野戦病院と同じように、このタイルで自身のターンを終えると(イベントを解決したり、隣接するタイルから戦闘を回避した後)、

あなたは体力を+1得ます。

留置場および通信室[Prison Cells & Radio Room]: 

これらの 2 つの区域に特別なルールはありませんが、上級ルール(第二の目標を参照)とシナリオを使用する際には、多く

の場合で重要になります。

倉庫[Storage] (アイテムのために追加のカードを引くことができる): 

補給トラックとよく似ていますが、ここで自身のターンを終了すると(イベントを解決したり、隣接するタイルから戦闘を回避し

た後)、あなたは次のイベントカードを引き(あなたが望むなら)、そのカードの右下を見て あなたが目にしたアイテムを見つ

けてください。あなたがカードを引くことを選択した場合、あなたはアイテムを手に入れられません。あなたが見つけたアイ

テムをメモするのを忘れないでください(あなたのコルト拳銃に加えて、2 つを超えるアイテムを運ぶことはできません)。倉

庫では、ゲームあたり 1回だけアイテムを見つけることができます。

アイテム
あなたは、自身の信頼できるコルト拳銃 1丁でゲームを開始しますが、ゲーム中に 2 つの追加アイテムを運ぶことができ

ます。 あなたは、各アイテムの複製を 1 つしか持ち運ぶことができません(あなたが手榴弾を持っていて、別の手榴弾を見

つけた場合、その手榴弾を手に入れることはできません。残念)。火炎放射器の場合、2 つ目の火炎放射器を見つけると、

あなたが選んだ 1 つを維持するオプションが与えられます(使用したものか、新しいものか)。このルールは、限られた使用

数を持つ他のアイテム(シナリオにあるパンツアーシュレックなど)にも適用されます。

3つ目のアイテムを見つけた場合は、1 つを捨ててそれを拾わなければなりません。あなたが同じ区域にいれば、捨てたア

イテムは未だそこに残っていますが、あなたが出てしまうと無くなります(敵の兵士が拾う)。

例えば、火炎放射器と MP40 を持っていてガソリンを見つけたら、MP40 を捨ててガソリンを拾い、火炎放射器にガソリンを

用いて(2回より多くの用途を与えて)からガソリンを捨てて、もう一度あなたの MP40 を拾います。

あなたが 1 つのアイテムしか運べない場合でも(銃剣を装備した歩兵によって負傷した後 - 下記のイベントを参照)、同じ部

屋にいる限り、2 つのアイテムを組み合わせることができます(あなたは火炎放射器を運ぶことができます。そこでガソリン

を見つけます。火炎放射器にガソリンを使用して移動してください)。

幾つかのアイテムは無償アイテムとみなされます: それらはあなたの 2アイテム制限にカウントされません(基本ゲームに

於ける無償アイテムはコルト拳銃、信号弾、爆薬です)。

コルト拳銃と爆薬は、失われたり落としたりすることはないことに注意することも重要です。上級ルールとシナリオでは、開

始時の武器は全て無償アイテムとみなされます。

アイテムは、2 つの例外を除いていつでも使用できます: ブロンズスター勲章と医療キットは、イベントカードを引く前に、ま

たはそれを解決した後で使用しなければなりません。つまり、戦闘中に医療キットを使用することはできません(体力が 0 に

なるのを防ぐため)。

また、戦闘時には 1 つの武器しか使用できないことを覚えておいてください(手榴弾とシナリオで見つけた全てのそのバリ

エーションを除きます。他の武器と組み合わせることができます)。

武器
コルト M1911 .45 拳銃 (パワー 1): 

全ての米軍要員のための標準的なサイドアームです。これはあなたの最初の武器です: あなたの側に常にあり、あなたの

2アイテムの制限にはカウントされません(それは無償アイテムです)。それを失う唯一の方法は、銃剣を備えた歩兵により

両腕を奪われることです(下記のイベントを参照)。

FmW35火炎放射器 (パワー 2外部、5 内部): 

厄介な Flammenwerfer 35 は、塹壕や建物を掃討するために使用される一人用の火炎放射器です。それは外部で戦う際
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に使用が制限されていますが、バンカー内では壊滅的なことになります! FmW35 は、2回の使用に十分な燃料しかありま

せん。幾らかのガソリンを見つけたら、別に 2回の使用が追加されます。

あなたは、空の火炎放射器を運ぶことが許されています(後でガソリンを見つける場合に備えて)。2 つ目の火炎放射器を

見つけると、古い火炎放射器を新しいものと交換することができます。2 つ目のものを使用して、古いものを 2回使用する

ことはできません(火炎放射器が、2回を超える使用を持つ唯一の方法は、ガソリンと組み合わせる場合です)。

Gewehr 43 (G43)スコープ付き半自動ライフル (パワー 3外部、2 内部):

Karabiner 43 (K43)とも呼ばれ、このガス圧作動式火器は 1943年に初めて導入されました。外部の区域では、マウントされ

たスコープ(狙撃兵のお気に入り)により遠距離の相手をターゲットにします。近距離では完全に失われる利点です(内部の

区域では)。

手榴弾 (Model 24 Stielhandgranate) (1 戦闘あたりパワー+3): 

連合軍の兵士から”ポテトマッシャー”と呼ばれているこの手榴弾は、あなたの 1 戦闘あたり現在のパワーに+3追加します

(あなたがパワー 3の MP40 を使用する場合、例えば手榴弾により 1 戦闘あたり合計 6 のパワーを与えます)。あなたが他

の武器を持っていない場合、手榴弾は合計 3のパワー(0+3)を与えます。1回使用した後は廃棄してください。

Kar98k (Karabiner 98 Kurz)ライフル (パワー 2): 

ドイツ国防軍(三軍)の標準的なライフル。1923年に Mauser によって作られた Karabiner 98b ライフルをベースにしています。

このライフルは Karabiner 98b(Gewehr 98 の変型)よりも短いので、Karabiner 98 Kurzという名称が付けられました

(“Carbine 98 Short”)。その前型と同じように、ライフルはその信頼性、正確さ、および金属製照準器により 500メートルま

での有効射程で知られています。

MP34サブマシンガン (パワー 2, 対降下兵パワー 3): 

1929 年に設計され、”サブマシンガンのロールスロイス”と見なされるこの例外的によく作られた武器は、最高の素材で製

造され、特に近距離で効果的です。それは 1930 年代にオーストリア警察によって使用されました。

MP40サブマシンガン (パワー 3): 

MP34 の代わりになる Maschinenpistole 40 は、比較的遅い射撃頻度の完全自動武器であり、単発発射を可能にします。こ

れは、主にパラシュート兵、小隊の指揮官、武装親衛隊のエリート部隊によって使用されます。この武器は、ウェポンマス

ターの Hugo Schmeisser(MP40 の弾倉にしか特許を有していない)が設計したと誤って思い込んだ連合軍か

ら”Schmeisser”と呼ばれています。

パンツァーファウスト 30: 

この強力で使い捨ての対戦車兵器(Panzerfaust = “戦車鉄拳”)は、シンプルな装填チューブと高爆発弾頭で構成されてい

ます。発射されると 1回の戦闘で全ての敵を消滅させます。1回使用した後は廃棄してください。

その他のアイテム
ブロンズスター勲章: 

この陸軍勲章は、勇気と行いの功績ために授与されます。このアイテムを引いたときは、全ての表に向けて捨て札された

イベントカードを見て、これらのカードの何れかに示されている 1 つのアイテムを選択します。後で使用するために勲章を

保持することは許されています(例えば、捨て札されたカードのより良い選択を待っている場合)。1回使用した後は廃棄し

てください。

爆薬: 

通常、爆薬は弾薬庫にあります(幾つかのシナリオでは他の区域にあるかもしれません)。それは、あなたの任務の成功に

不可欠であるため、常に無償アイテムです(2アイテム制限にはカウントされません)。そして、失われたり落とすことはあり

ません。

これらの爆薬は実際の戦争で両陣営により使用されていた TNT 爆薬です。トリニトロトルエン(TNT)は、1863年にドイツの

化学者 Joseph Wilbrand によって最初に調合された化合物です。元々は黄色染料として使われていました。爆薬としての

可能性は、主に爆発させるのが難しいため、数年間は評価されていませんでした。1902 年にはドイツ軍が砲兵用砲弾の

充填材として TNT を採用し、1907 年には英国で採用されました。ダイナマイトのような他の爆薬より強力ではありませんが、

TNT は非常に扱い易く便利です。それは水に吸収も溶解もしないので、濡れた環境で効果的に使用することができます。

更に、他の高性能爆薬と比較して比較的安定なものでした。
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信号弾: 

この 26.5mm Leuchtpatrone(照明弾薬)は Model 42 信号銃で発射できるよう設計されていますが、巧みな兵士が単独で使

用することができます。このアイテムは非常に小さいので、2アイテムの制限にはカウントされません(それは無償アイテム

です)。

既に信号銃を持っている場合、信号弾はそれを 1回余分に使えます。

信号弾を単独で使用したい場合は、引いた内部のタイルを捨て札し(ゲームから取り除く)、もう 1 枚を引きます。このように

使用する場合、弾薬は外部のタイルでは機能しません(外部で作用させるには、信号銃によって空中に発射する必要があ

ります)。

何れの方法でも、1回使用した後は信号弾を廃棄してください。

信号銃 (Model 42): 

このドイツの Leuchtpistole 42(または 1943年に導入された LP-42)は、偵察に非常に役立ちます(あなたが空中で発射す

れば、あなたを導くために一時的に十分な光を作り出します)。従って、それを使って引いたばかりのタイルを捨て札し(ゲー

ムから取り除く)、代わりに別のタイルを引くことができます。これは時間とトラブルを節約します。このように捨て札されたタ

イルは、このゲーム中に再び配置することはできません。

信号銃のもう一つの用途はガソリンと組み合わせて、1 つの戦闘で全ての敵を破壊する爆発を作り出すことです(あなたが

ちょうどパンツァーファウストを使用したかのように)。

何れにしても、1回使用した後に信号銃を捨て札します(信号銃に 1回余分な使用を与える信号弾がある場合を除く)。

重要な注釈: それは”銃”ですが、このアイテムは武器としてカウントされません。

ガソリン: 

このゼリー状の物質は、燃料として完全な 3つの方法で使用することができます: 

- 火炎放射器を満たすことができます; 

- それは、あなたが 1体力を失うことなく戦闘を回避するのに役立つ火事を起こすために使用することができます; 

- それは信号銃と組み合わせて、1回の戦闘で全ての敵を消滅させる爆発を起こすことができます(パンツァーファウストを

使ったように)。

あなたが何をしても、1度使用するとガソリンを捨て札します。

医療キット: 

この Rotes Kreuz(ドイツ赤十字)の箱には、最大 3の体力を回復するのに十分な薬と包帯が含まれています。1回使用した

後は捨て札してください。

重要なノート: 

このアイテムは、イベントを解決する前または解決した後にのみ使用できます(解決の途中ではありません)。但し、2 つの

イベントの間で医療キットを使用することができます(追加のイベントを解決する必要がある場合)。

イベント
イベントカードには多くの情報があります。

まず、右上隅に色付きの円で数字が表示されています。これはイベントの番号で、特定の事柄(特殊作戦のような)を決定

するために上級ルールで使用されます。上級ルールでは、色はまた多くの影響を決定することができます。爆発による怪

我から武器のジャム、火砲の効果的な打撃まで。

次に、3つの”メイン”イベントセクションがあります: 各セクションには見出しとテキストがあります。見出しは、あなたの区域

(外部の区域にいるときは外部のイベントを、内部に移動したときは内部のイベントを読んでください)、あるいは条件(あな

たが内部か外部かに関わらず、非常警報が宣言されたら非常警報のイベントを読む必要があります)によって決まります。

右下隅にはアイテムの説明があります。あなたが見つけたアイテムを決めるためにイベントカードを引く必要があるときは、

ここがあなたが見る箇所です。

最後に、一番下には区域の名前を持っています。あなたが上級ルールをプレイしているときに便利になるでしょう。(二番目

の目標を決定する、どの地点が連合軍艦隊によって砲撃されているかを確認する、あなたが地雷原を歩いたら、など)。

殆どのイベントは説明の必要はありません。以下のものは少し説明が必要なものです: 

あなたは Kar98k ライフルあるいは手榴弾を見つける: 

あなたがそれらを拾っていない場合、これらのアイテムはあなたが別の区域に出発するまで、あなたがこれらを見つけた

区域に留まることを忘れないでください。例えば、既に手榴弾を持っているため拾うことができない状態で手榴弾を見つけ

た場合(非常警報イベント#10 の間に)、同じターンの同じ区域で追加のイベントを解決し、その手榴弾をそのプロセスで使

用すると、戦闘後にあなたが以前見つけた手榴弾を拾うことができます。 クリア!: -)
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アイテムを見つける/見つけます: 

これらのアイテムを引かないことを選択した場合、後でその決定に戻ることはできません。

イベント＃4 (内部): 

あなたは銃剣を持つ 3人の歩兵によって攻撃されます。あなたがこの戦闘中に体力を失った場合、あなたは腕を負傷し 1

アイテムしか運べなくなります(永久に): 

この戦闘を回避すれば腕を負傷することはありません。

2 つのアイテムを持っていて、腕を負傷した場合は直ちに 1 つのアイテムを捨てなければなりません。

同じゲーム中に両方の腕を負傷した場合、アイテムを使用することはできません(開始時の武器も含む)。しかし、あなたは

まだ爆薬と、第二の目標に必要な特別なアイテムを保持しています。両方の腕を負傷しても、爆発物を使用してゲームに

勝つことはできますが、それは正常に行えません。

イベント＃5 (内部): 

あなたは降下の際に物音をたててしまいました! もう 1 枚のカードを解決してください: 

自身のターンを完了させるためには、もう 1 枚のカードを解決しなければなりません。これがゲームの最後のカードで、別

のイベントを解決できない場合、あなたは敗北します。

解決する必要がある 2番目のイベントは即座に発生します(これら 2 つのイベントの間に休息することはできません)。そし

て、”追加”のイベントとしてカウントされません(それは最初のイベントの一部とみなされます)。

ともかくも、このカードはあなたが 1 時間に引く最後のカードとなることが多いです。次のイベントを解決するためにデッキを

再シャッフルする必要があります。

イベント＃5 (非常警報): 

武器のジャム! あなたの次の戦闘で、最も強力な武器が動作しません(別のものを使用してください)。武器は戦闘後に修

理されます: 

ジャムが告げられたら、次に敵に遭遇したときに、その遭遇のための武器のパワーを比較してください(例えば、MP34 は降

下兵との遭遇ではパワー 3ですが、他の敵に対してはパワー 2 です)。パンツァーファウストは最も強力な武器とみなされ、

手榴弾はパワー 3としてカウントされます。同じ威力の武器が 1 つ以上ある場合は、影響を受ける武器を選択してください。

次の戦闘を回避するとカウントされません - あなたは立ち上がって、ジャムを取り除くために戦う必要があります。あなた

が戦闘を回避する場合、そのジャムはあなたの次の戦闘に影響を与えます。1 つの武器しか持たない場合(例えば、あな

たの開始時のコルト拳銃)、これはあなたが次の戦闘を回避しない場合、パワー 0 を持つことを意味します。

あなたが最初のものを解決する前に、何らかの理由で別の武器ジャムイベントを引いたなら、もう 1 つは無視してください。

イベント＃8 (非常警報): 

走っている間に、あなたはアイテムを失いました(但し、あなたの開始時の武器ではない): 

開始時の武器(基本ルールでのコルト拳銃)、爆薬、および第二の目標での特別アイテムは、このイベントの結果として失

われることはありません(これらには HDMサイレンサー拳銃と StG45アサルトライフルが含まれます)。しかし、このようにし

て信号弾を失う可能性があります。特に”失われない”と言われる全てのアイテムは、このイベントの影響を受けません。

ゲームの勝利と敗北
あなたは、次の場合にゲームに敗北します: 

- あなたが戦闘で死亡する

- イベント、区域、または他のゲーム効果によって体力が 0 になる

- あなたが 1000(午前 10 時)に達する。

あなたは、次の場合にゲームに勝利します: 

- あなたは砲を破壊した後も生き残り、バンカーから脱出できた。

あなたはバンカードアの上で、自身のターンを終了させる必要があります(そこに移動するか、そこで戦闘を回避する結果

として)。

注釈と秘訣
多くのアイテムが魅力的に見えるかもしれませんが、通常ゲームを完了するのが難しくなります(各アイテムは 1 枚のカー

ドを引き出しますが、カードは限られています)。1 ゲームにつき 1 または 2アイテムに制限してみてください。

武器庫または補給トラックを引くと、信号銃は最大 2 枚のカードを温存できます。それについて考えてください!

パンツァーファウストは楽しいことができます。

特に非常警報では戦闘を回避することを忘れないでください。これは、多くのグランドをカバーする素晴らしい方法です(以

前に探索された区域を移動する場合、2 枚のカードで 4 タイルを移動する可能性があります)。

贈り物を持っているナチスに気をつけてください。
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***

ここでは Airborne in my Pocket の基本ルールをカバーしています。よく理解したら、上級ルールを使用することをお勧めし

ます。選択ルール、シナリオ、キャンペーンルールは多くの捻りと驚きを追加します。様々なエキスパンションも同様です

(Geronimo!、Curahee!、Kilroy Was Here!そして Mayday!のように)。

訳者注: 以下のものは未訳です。

- ADVANCED RULES: 上級ルール

- OPTIONAL RULES: 選択ルール

- ADVANCED ITEMS: 上級アイテム

- CAMPAIGN BOOK: キャンペーン、シナリオ

- Expansions: エキスパッション

・Geronimo

・Kilroy Was Here

・Currahee

・FUBAR

・Hooah

・Fire in the Hole

・Mayday

・Tally Ho
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外部タイル (8 枚: 基本ルール)

内部タイル (8 枚: 基本ルール)
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効果の説明

区域の名称



イベントカード (10 枚: 基本ルール)

番号 1 2 3

外部イベント 歩兵 4 人が撃ってきた! 遠方から射撃音が聞こえた Kar98k ライフルを見つける

内部イベント ドイツ兵の話し声を聞いた 降下兵 4 人が後方から襲ってきた! 

回避不可

武装親衛隊 5 人が撃ってきた!

非常警報イベント 降下兵 6 人が攻撃してきた! 

回避不可

あなたは破片を受けてしまった

(体力-1)

降下兵 5 人が銃を握り締めて待っていた!

アイテム ガソリン MP34サブマシンガン FmW35火炎放射器

区域 補給トラック 通信室 倉庫

番号 4 5 6

外部イベント Dレーションを食べる

(体力+1)

砲弾が近くで爆発した

(体力-1)

降下兵 3人が待伏せていた! 

回避不可。

内部イベント 銃剣を持つ歩兵 3人の攻撃! 

戦闘で体力が減ったら腕を負傷して

運べるアイテムが 1減る(永久に)。

降下の際に躓き物音をたててしまった! 

カードをもう一枚解決する

有毒な煙を吸ってしまう。

(体力-1)

非常警報イベント 歩兵 6 人が陣地から撃ってきた! 武器のジャム! 

次の戦闘に間、最も強い武器は機能し

ない(別のものを使う)。武器は戦闘後に

修理される。

武装親衛隊 4 人が奇襲をかけてきた!

アイテム GEWHER43半自動ライフル MP40サブマシンガン パンツアーファウスト 30

区域 留置場 ハーフトラック 武器庫

番号 7 8 9

外部イベント 歩兵 3人がバイクで道を塞ぐ! 連合軍の飛行機が上空を飛行する 武装親衛隊 4 人があなたに叫ぶ!

内部イベント 箱の中からアイテムを見つける 降下兵 4 人が立ちはだかる! 歩兵 4 人に対面する!

非常警報イベント 歩兵 4 人があなたに飛び掛る! 走っている間にアイテムを落とした

(開始時アイテムは除く)

武装親衛隊 6 人が阻止する!

アイテム ブロンズスター勲章 医療キット Model24手榴弾

区域 鉄条網 医務室 戦車
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番号

内部イベント

外部イベント

非常警報イベント

アイテム

弾薬ポーチ画像



番号 10

外部イベント 停めてあるバイクでアイテムを発見

内部イベント 暖かい食べ物を見つける

(体力+1)

非常警報イベント 死んだ兵士から手榴弾を見つける。

アイテム Model41 信号銃

区域 野戦病院

プレイヤーエイド (基本ルール)
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記録カード

アイテムカード 基本ルールサマリーカード

体力

時間

状況



タイル配置の例
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悪い配置の例

(出口が外部タイルにブロックされる )

良い配置の例


