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歴史的な背景 

このゲームは、1942 年のロシアの厳冬期に、重要都市スターリング

ラードをめぐって行われた凄惨な戦いを描いています。自国から遠く

離れていたドイツ軍が冬を超すためには、都市を確保しなければなり

ませんでした。そこから遠く離れたドイツとソ連の首都で、ヒトラー

とスターリンは、スターリングラードが戦争の成果として不可欠なだ

けでなく、いかなる代償を払っても勝ち取らねばならない国家優位性

の象徴でもあると判断しました。 

スターリングラードを占領するために両軍が戦っている一方で、ソ連

は天王星作戦を準備していました。ソ連軍は部隊の集結が完了すると

直ちに作戦を発動しスターリングラードのドイツ軍部隊を包囲し彼ら

の運命を閉じました。 

 

勝利条件 

あなたの手番ターンの終了時点で 5 つのロケーションカード全てを支

配していればあなたの勝利です。 

 

コンポーネント 

このゲームには以下のコンポーネントが含まれています。 

 

ロケーションカード 
ロケーションカードはスターリ

ングラード市内の激しい戦いが

行われた場所を表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特記 
いくつかのロケーションカードには特記が

記載されています。この指示は標準ルール

に優先します。 

 

訳注：左のインストラクションン：このロ

ケーションを支配していれば、カード引き

ステップに、追加で 1 枚のカードを引くことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

瓦礫チャート 
瓦礫チャートはあなたがこのロケーション

を支配した時に、補給ステップであなたが

受け取る補給物資の数を示しています。ロ

ケーションカードに瓦礫カウンターが載せ

られるとロケーションがあなたの部隊に供

給できる補給物資の個数が減少します。 

 

破壊されたロケーション 
ロケーションが破壊されたらカードを裏返

して破壊されたロケーション面

（DESTROYED）にし、全ての瓦礫カウ

ンターを取り除きます。これ以降このカー

ドに瓦礫カウンターを置きません。 

例：プレイヤーが 10個目の瓦礫カウンタ

ーを置いたら「ママイの丘」カードを裏返

して破壊面にします。 

 

破壊されたロケーションは補給物資を供給しません。しかし、そのロ

ケーションの支配は依然として勝利条件や追加のカード引きの条件と

して数えます。いくつかのロケーションはまた破壊された時の特記事

項を持っています。 

 

部隊カード 
部隊カードはこのゲームにおけるあなた

の戦闘部隊を表しています。 

 

基本情報 
各部隊カードは戦闘力と初期補給物資数

を持っています。 

 

部隊カードは戦闘でその戦闘力と等しい

損害を与えることが出来ます。 

 

部隊カードをゲームに最初に登場させる

時、部隊カードの初期補給物資数に等しい補給物資カウンターをカー

ドの上に置きます。 

 

特記 
一部の部隊カードには特記が記載されています。 

 

攻撃時に戦闘力に+1（または+2）する：部隊カードが、あなたが生

起する戦闘に参加する時、その戦闘値にボーナスを加えます。 

 

退却時に損害を追加で 1（または 2）無効にする：あなたが部隊を支

配エリアから周辺エリアへ撤退させる時、カードに記載された数と同

じだけの損害を追加で無効にします。 

 

補給物資を使用することなく移動出来る：部隊は補給物資を使用する

ことなく移動アクションを実行出来ます。 

 

どの攻撃でも最初の 1（あるいは 2）損害を無効に出来る：部隊は各

戦闘、あるいはアクションカードによる攻撃で受けた損害のうち記載

された数と同じ損害を無効に出来ます。 
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コスト 
カードの右上に書かれた数字がその部隊の購入コストです。部隊カー

ドを購入するためには、購入コストと同じ枚数のあなたの手元にある

アクションカードを捨てなければなりません。 

 

アクションカード 
アクションカードはあなたの攻撃を

強化したり、損害を軽減したり、そ

の他の有用な効果を得るために使用

します。アクションカードは使う時

まで相手に内容を見せないでくださ

い。 

 

効果 
全てのアクションカードは固有の効

果を持っています。カードで特に指

定されていなければ、あなたは自分

の手番のアクション・ステップの間

でだけアクションカードを使用することが出来ます。 

 

例：あなたは「急降下爆撃」カードを自身のターンにだけ使用するこ

とが出来ます。 

 

例：あなたの部隊が２つ以上の瓦礫のあるロケーションにいるなら、

あなたは自軍部隊が損害を受けた時ならいつでも「瓦礫」アクション

カードを使うことが出来ます。 

 

例：あなたはどちらのプレイヤーターンでも「大攻勢」アクションカ

ードを使用できます。手番プレイヤーのターンが終わるまでの間、あ

なたの各部隊は戦闘力が +1 増加します。 

 

戦闘力 
アクションカードはカードの右上に戦闘力を持って

います。この数字は戦闘で相手部隊に与える損害を

増加させるか、あるいは戦闘で相手があなたの部隊

に与える損害を軽減します。 

 

あなたは攻撃中にカードの戦闘力を得るために手持ちのアクションカ

ードを使用することが出来ます。戦闘力が正の値なら、あなたの部隊

が敵部隊により大きな損害を与えるために使用します。負の値なら、

敵の部隊があなたの部隊に与える損害を軽減するために使用します。

戦闘力は -3から +3 までです。 

 

例：あなたは戦闘力 +2 を持ったアクションカードを使用しました。

あなたはこの戦闘解決時に追加で 2 損害を相手部隊に与えることが出

来ます。 

 

例：あなたは戦闘力 -1 を持ったアクションカードを使用しました。

敵部隊は戦闘解決時にあなたの部隊に与える損害を -1 しなければな

りません。 

 

 

 

 

天王星作戦（オペラツィア・ウラン） 
あなたがソ連軍プレイヤーなら、あ

なたのアクションカードデッキには

6 枚の天王星作戦アクションカード

が含まれています。 

 

カードテキスト欄の一番上の行に記

載された赤文字の情報は、あなたが

このカードを使用する時のコストを

指定しています。 

 

その下の中段に記載された黒文字の

情報は、このカードが使用されている間ドイツ軍プレイヤーが被る不

利な点についてと、あなたが得る有利な点の詳細が記載されていま

す。 

 

このカードはドイツ軍プレイヤーがカード下段に赤文字で記載された

コストを支払うまで残ります。ドイツ軍プレイヤーはこのコストを次

以降のターンに支払うことも出来ます。ドイツ軍プレイヤーがこのコ

ストを支払ったらカードは取り除きます。 

 

一度に 2 枚以上の天王星作戦カードが置かれる場合もあり得ます。 

 

瓦礫カウンター 
各ロケーションカードが受けたダメージの量を記録す

るために瓦礫カウンターを使用します。 

 

 

 

補給物資カウンター 
各部隊カードが持っている補給物資の量を記録するた

めに補給物資カウンターを使用します。 

 

 

 

セットアップ 

どちらのプレイヤーがソ連軍（ハンマーと鎌）を指揮し、どちらのプ

レイヤーがドイツ軍（鉄十字）を指揮するのかを決めます。 

 

ロケーションカード 
ゲームには 10枚のロケーションカードが含まれています。ランダム

に 5 枚を選びます。残りの 5 枚はゲーム中に使うことはないため脇

に除けておきます。選択した 5枚をあなたと相手の真ん中に表を上に

して一列に並べます。 
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各ロケーションにはソ連軍支配エリア、ソ連軍周辺エリア、ドイツ軍

支配エリア、ドイツ軍周辺エリアがあります。ソ連軍部隊は常にソ連

側エリアに、ドイツ軍部隊は常にドイツ側エリアにあるようにしま

す。 

 

 

初期配置部隊 
部隊カードをソ連軍部隊カード

の山とドイツ軍部隊カードの山

に分け、自分が指揮する部隊の

山を取ります。 

 

 

 

もしあなたがソ連軍プレイヤ

ーなら最初に配置します。ま

ず、部隊カードを購入コスト

の合計で 11 になるように選びます。部

隊の購入コストはカードの右上に印刷さ

れています。 

 

購入した部隊カードを任意のロケーショ

ンのソ連軍支配エリアかソ連軍周辺エリ

アに表を上にして配置します。各ソ連軍

支配エリアとソ連軍周辺エリアには最大

で 3 つまでの部隊を配置できます。 

 

 

ゲーム開始時のアクションカード 

例：ソ連軍プレイヤーは 11コスト分の部隊を選択して配置しまし

た。 

 

残りのソ連軍部隊カードは後で部隊を購入するための部隊カードデッ

キとするためにシャッフルしてから表が見えないようにして横に置い

ておきます。一番上の部隊カードを表に向けます。 

 

各ソ連軍部隊カードの上に初期補給物資カウンターを置きます。 

 

もしあなたがドイツ軍プレイヤーな

ら、ソ連軍部隊の配置を見た後で、購

入コストの合計が 9 になるように部隊

カードを選びます。 

 

購入した部隊カードを任意のロケーシ

ョンのドイツ軍周辺エリアに表を上に

して配置します。各ドイツ軍周辺エリ

アには最大で 3 つまでの部隊を配置で

きます。セットアップ中あなたは部隊

を支配エリアに配置することが出来ま

せん。たとえそのロケーションのソ連軍支配エリアにソ連軍部隊が配

置されていなかったとしても支配エリアに配置出来ません。 

 

残りのドイツ軍部隊カードは後で部隊を購入するための部隊カードデ

ッキとするためにシャッフルしてから表が見えないようにして横に置

いておきます。一番上の部隊カードを表に向けます。 

 

各ドイツ軍部隊カードの上に初期補給物資カウンターを置きます。 

 

 

例：あなたとソ連軍プレイヤーは部隊とそれら部隊の初期補給物資を

集めて配置を完了しました。 

  



5 

 

アクションカード 
アクションカードをソ連軍アクシ

ョンカードデッキとドイツ軍アク

ションカードデッキに分けます。 

 

ソ連軍アクションカードをカード

デッキとするためにシャッフルし

てから表が見えないようにしてソ連軍プレイヤーのそばに置きます。

ドイツ軍もドイツ軍アクションカードを同様にします。 

 

もしあなたがソ連軍ならソ連軍デッキから 10 枚のアクションカード

を引いてきて手元に保持します。 

 

もしあなたがドイツ軍プレイヤーならドイツ軍デッキから 5 枚のアク

ションカードを引いてきて手元に保持します。 

 

ドイツ軍プレイヤーが最初のターンを開始します。 

 

あなたのターンの時あなたが手番プレイヤーです。あなたがターンを

終えると相手プレイヤーのターンになり相手プレイヤーが手番プレイ

ヤーとなります。どちらかのプレイヤーが勝者になるまで交互にター

ンを繰り返します。アクションカードデッキを使い切ったら、手札を

集めてシャッフルして新しいアクションカードデッキにしてプレイを

続けます。 

 

ロケーションの支配 

あなたがあるロケーションの自軍支配エリアに自軍部隊を置いていて、

相手が敵軍支配エリアに敵軍部隊を置いていないなら、あなたがその

ロケーションを支配します。 

もし両プレイヤーがそのロケーションの支配エリアに部隊を置いてい

るなら、そのロケーションは支配されていません。同様に誰もそのロケ

ーションの支配エリアに部隊を置いていないなら、そのロケーション

は支配されていません。 

 

例：バリケード工場と中央停車場は誰にも支配されていません。グムラ

ク飛行場はソ連軍が支配しています。 

 

プレイの手順 

手番プレイヤーのターン実行手順は以下の通りです。 

１－補給ステップ 

２－アクション・ステップ 

３－カード引きステップ 

 

あなたは自分の手番の時だけこの手順を実行出来ます。 

 

１－補給ステップ 
あなたが支配している各ロケーションが

生成する補給物資をそのロケーションの

支配エリアか周辺エリアにいる自軍部隊

に分配します。各ロケーションカードに

はカードに載せられている瓦礫カウンタ

ーの数に応じた補給物資の生成能力が記

載されています。 

例：あなたは図で示すロケーションを支配しています。そのロケーショ

ンカードには 1 個の瓦礫カウンターが載せられています。従って、そ

のロケーションカードは 2 個の補給物資を生成します。あなたは 2個

の補給物資カウンターをそのロケーションの支配エリアか周辺エリア

にいる自軍部隊に置くことが出来ます。 

 

周辺エリア 

そのロケーションを支配していない場合でも、そのロ

ケーションの周辺エリアに自軍部隊がいれば 1 個の

補給物資を得ることが出来ます。 

 

 

２－アクション・ステップ 
アクションには様々なタイプがあります。あなたは任意の順番でこれ

らのアクションを実行出来ます。また１回以上のアクションを実行す

ることが出来ます。各アクションは、まずアクションを宣言して、補給

物資を使用して、それからアクションを解決します。それから次のアク

ションを実行出来ます。 

 

使用出来る補給物資がある限り、あなたの手番ターンとしてアクショ

ンを実行し続けることが出来ます。 

 

アクションの無効化 
あなたがアクションを宣言した後、相手プレイヤーがそれを無効化し

た場合、あなたはそのアクションのコストを支払う必要はありません。 

 

例：あなたは部隊の１つを移動させるために移動アクションを宣言し、

１個の補給物資を使用しました。相手プレイヤーはあなたのアクショ

ンを無効にするために狙撃兵アクションを使用しました。使用した補

給物資を元の部隊カードの上に戻します。 

 

例：あなたは敵部隊に弾幕射撃アクションを使用しました。相手プレイ

ヤーはあなたの弾幕射撃を無効化するために戦場の霧アクションカー

ドを使用しました。弾幕射撃を受けるはずだったロケーションカード

に瓦礫マーカーを載せず、敵部隊も攻撃されません。 
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例：あなたは部隊を移動させました。相手プレイヤーは偵察カードを使

用しました。その結果アクションカードデッキから狙撃兵カードを引

きました。相手プレイヤーは狙撃兵カードを使用しあなたの移動アク

ションを無効化しました。 

 

アクションカードのアクションを実行する 
あなたが手番プレイヤーの時、あなたはその効果を得るために手持ち

のアクションカードを使用出来ます。カードに特に指示がなければ、あ

なたがアクションカードを使用できる唯一のタイミングです。 

 

いくつかのカードには敵の補給物資を除去する効果があります。もし

敵のアクションカードに補給物資が置かれていなければ、除去する必

要はありません。 

 

 

アクションカードの指示が「瓦礫を増やす」の時、影響を受けるロケー

ションカードの上に指定個数の瓦礫カウンターを置きます。 

 

例：あなたはあるロケーションの支配エリアにいる敵部

隊に弾幕射撃アクションを使用しました。当該ロケーシ

ョンカードは既に１個の瓦礫カウンターが乗っていま

す。あなたは弾幕射撃により瓦礫カウンターを１個追加

します。その結果、当該ロケーションカードには２個の瓦礫カウンター

が載せられていることになります。相手プレイヤーは防御として瓦礫

カードを使用出来ます。 

 

移動アクション 
あなたは３種類のタイプの移動アクションを実行出来ます。 

 

１－周辺への移動 

１個の自軍部隊を任意のエリアから周辺エリアへ移動させます。 

 

 

２－前進 

あるロケーションの周辺エリアにいる１個の自軍部隊を同じロケーシ

ョンの支配エリアに移動させます。そのロケーションをだれが支配し

ているかは問題ではありません。 

 

 

３－支配ロケーションへの移動 

１個の自軍部隊を任意の周辺エリアまたは任意の支配エリアから支配

エリアへ移動させます。移動先のロケーションはあなたの支配下か非

支配ロケーションでなければなりません（訳注：敵支配ロケーションへ

は直接移動出来ません） 

 

あなたは自軍部隊を１個移動させるたびに１個の補給物資を使用しな

ければなりません。部隊が補給物資を使用しなければならないにもか

かわらず補給物資を持っていなければ、その部隊は移動出来ません（訳

注：補給物資の使用なしに移動できる部隊があります。例：独 16Pz） 

 

既に 3 個の部隊がいる周辺エリアあるいは支配エリアに部隊を移動さ

せることは出来ません。 

 

例：あなたは 1 個の自軍部隊をある周辺エリアから別のロケーション

の支配エリアに移動させようと考えました。敵はそのロケーションの

支配エリアに部隊を置いておりそのロケーションを支配しています。

あなたは 1 個の補給物資を使用して部隊に周辺への移動アクションを

実行させ、周辺エリアから敵が支配しているロケーションの周辺エリ

アに移動させなければなりません。続いて、もう 1 個補給物資を使用

して部隊に前進アクションを実行させ、そのロケーションの支配エリ

アに移動させます。 

 

今やこのロケーションは非支配ロケーションになりました。 

 

これであなたは 1 個の補給物資を使用するだけで、別の部隊に支配ロ



7 

 

ケーションへの移動アクションを実行させ、任意のエリアからこの支

配エリアに移動させることが出来ます。 

 

攻撃アクション 
一つのロケーションで攻撃を宣言します。攻撃を宣言するためにはあ

なたと相手プレイヤーはそのロケーションの支配エリアに部隊を置い

ていなければなりません。 

 

攻撃に参加する部隊 1 個につき補給物資カウンター1個を使います。 

 

防御側プレイヤーは戦闘に参加するために補給物資を使用しません。 

 

例：あなたは 2 個の部隊をロケーションの支配エリアに移動させまし

た。これによりあなたは各部隊につき 1 個の補給物資を使いました。

相手プレイヤーは支配エリアに 1 個の部隊を置いています。それから

あなたは支配エリアにいる部隊を１個使って攻撃を宣言しました。あ

なたは攻撃を実行するためにもう 1 個の補給物資を使いました。 

 

再補給アクション 
手札の中からこのカードを使うことであなたの部隊

に合計 2 個の補給物資を供給することが出来ます。 

 

 

 

部隊購入アクション 
あなたは部隊購入アクションであなたの部隊カード

デッキの一番上にある部隊カードを購入することが

出来ます。 

 

部隊の購入コストに等しい枚数のアクションカードを手札から捨て、

部隊をあなたの部隊カードデッキから任意のロケーションの周辺エリ

アへ移動させます。あなたは部隊をカードデッキから引いてきてカー

ドデッキの次のカードを表にする前に部隊の購入を宣言し配置しなけ

ればなりません。 

 

例：あなたのカードデッキの一番上に 1 コストの部隊カードがありま

す。あなたは部隊の購入コストで 2 コスト（アクションカード２枚分）

に相当する「増援」カードを使いました。あなたはデッキの一番上にあ

るカードを購入するために 1 コストを使い、配置しました。それから

カードデッキの一番上にあるカードを表にしました。そのカードは 2

コストのカードでした。あなたは増援カードの 2 コスト目を捨てるか、

あるいは次の部隊カードの購入を完了するためにもう 1 枚カードを捨

てるかしなければなりません。 

 

もしあなたがそのロケーションの支配エリアを支配しているか、支配

エリアが非支配状態であれば、あなたは部隊をそのロケーションの支

配エリアに配置できます。 

 

あなたは既に部隊が 3 部隊いる支配エリアや周辺エリアに部隊を配置

することは出来ません。 

 

部隊カードの上に初期補給物資カウンターを置きます。 

 

３－カード引きステップ 
あなたのアクションカードデッキから 5 枚のアクションカードを引き

ます。あなたが支配しているロケーション 1 個につき追加で 1 枚のア

クションカードを引くことが出来ます。 

 

例：あなたは 3 個のロケーションを支配しています。従ってあなたは

8 枚のアクションカードをデッキから引くことが出来ます。 

 

あなたが手元に保持できるアクションカードの数に制限はありません。

もしアクションカードデッキを使い切ったら切り札をシャッフルして

から新しいアクションカードデッキにします。 

 

攻撃の解決 

瓦礫カウンター 
あなたが攻撃を宣言したらそのロケーションカードの

上に瓦礫カウンターを 1個載せます。 

 

例：あなたと相手プレイヤーはそのロケーションの支配

エリアに部隊を置いています。あなたはそのロケーションで 1 個以上

の部隊を使って攻撃を宣言しました。そのロケーションカードの上に

瓦礫カウンターを 1 個置いてください。 

 

戦闘 
まず攻撃側から始めます。あなたは戦闘力を増やすために手札から 1

枚のアクションカードを使うことが出来ます。それから防御側も戦闘

力を増すために彼の手札から 1 枚のアクションカードを使うことが出

来ます。これを両方のプレイヤーが戦闘力増加のために新たなアクシ

ョンカードを使うのを連続してパスするまで続けます（一方がパスし

て続いてもう一方もパスすると言うことです）。 

 

もしカードの戦闘力が +1､+2､+3 だったら、あなたが相手に与える損

害がその数分だけ増加します。 

 

もしカードの戦闘力が -1､-2, -3 だったら、相手があなたに与える損

害をその数分だけ減少させます。 

 

両方のプレイヤーがカードを使うのを止めたら、両方のプレイヤーは

各々のアクションカードデッキの一番上にあるカードを表にして、通

常どおりその戦闘力を適用します。 

 

両方のプレイヤーは戦闘に参加させた部隊の戦闘力を合計して、その

値をアクションカードの戦闘力で修正します。各プレイヤーの合計値

が相手に与える損害です。損害を受けたプレイヤーは自身の部隊に損

害を割り振ります。 

 

例：あなたは攻撃します。あなたの部隊カードは戦闘力 5 を持ってい

ます。防御側の部隊カードは戦闘力 3 です。 

 

あなたは +2 戦闘力を持ったアクションカードで戦闘力の補正を始め

ます。カードに実際に書いてある内容は無視します。相手プレイヤーは

戦闘力 -1 のカードを使いました。あなたの戦闘力は今 6 です（5+2-

1=6）。 
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さらにあなたは -2、相手は -3のカードを使いました。あなたの今の

戦闘力は 3で相手の戦闘力は 1です。その次にあなたはアクションカ

ードを使いませんでしたが、相手は +1 を使いました。あなたの今の戦

闘力は 3 で相手の戦闘力は 2 です。あなたは再びアクションカードを

使いませんでしたが、相手は -1を使いました。あなたの今の戦闘力は

2 で相手の戦闘力も 2 です。そこであなたは +3 を使いましたが相手

はアクションカードを使いませんでした。あなたの今の戦闘力は 5 で

相手の戦闘力は 2 です。その後あなたはアクションカードを使いませ

んでした。2 人が続いてアクションカードを使わなかったためこれ以

上戦闘力の補正を続けることは出来ません。 

 

あなた方は各々のアクションカードデッキの一番上にあるカードを表

にしました。あなたは +1 戦闘力を、相手は +2 戦闘力を得ました。あ

なたは相手に6の損害を与え、相手はあなたに4の損害を与えました。 

 

損害の適用 
あなたは戦闘に参加した部隊にだけ損害を割り当てることが出来ます。 

 

補給物資を使うことで損害の適用を相殺することが出来ます。1 個の

補給物資を使うことで 1損害を吸収することが出来ます。 

 

部隊を支配エリアから周辺エリアに撤退させることで 2 損害を吸収す

ることが出来ます。もし周辺エリアに 3 個の部隊がいる場合、部隊は

撤退出来ません。 

 

もし部隊が損害を吸収することが出来なければ、部隊は全滅します。 

 

防御側プレイヤーが先に損害を適用します。 

 

例：あなたは相手に 6 損害を与えました。相手プレイヤーは戦闘に 2

個の部隊を参加させていました。相手は合計 3 個の補給物資を使い 3

損害を吸収しました。さらに相手は 1 個の部隊を周辺エリアに撤退さ

せることで 2 損害を吸収しました。それから最後の損害を吸収するた

めに撤退させた部隊を全滅させました。 

 

攻撃側プレイヤーの番です。あなたは防御側プレイヤーによって受け

た損害を適用します。 

 

同じ戦闘で、彼は 4損害を受けました。あなたは戦闘に 3 個の部隊を

参加させました。あなたは全ての補給物資を残すことに決めて、4損害

を吸収するために 2 個の部隊を周辺エリアに撤退させました。 

 

「急降下爆撃」のようなアクションカードによって生じた戦闘ではア

クションカードによる戦闘力の補正は行えません。 

 

例：あなたは「急降下爆撃」カードを使いました。あなたはそのロケー

ションカードの上に 2 個の瓦礫カウンターを置き、そのロケーション

の敵支配エリアにいる敵部隊を選択しました。戦闘力補正のためにア

クションカードを使用することやアクションカードデッキの一番上に

あるカードを表にすることはしません。敵は 4 損害を受けました。 

 

あなたの部隊の１つが全滅した時、裏返して部隊カー

ドデッキの一番下に入れます。 

 

あなたが部隊を購入する時、それらが戦闘で全滅した

ものであっても、以前に全滅した部隊でも再購入によって再度利用可

能になります。通常通り購入して下さい。 

 

 

英雄的な働き 
あなたの部隊は英雄メダルを得る

ことが出来ます。英雄メダルを得

るためには次の条件を満たさなけ

ればなりません。 

 

－その戦闘で全ての敵部隊を全滅させる。 

－戦闘の終わりにあなたがそのロケーションを支配する。 

もし条件を満たせば、英雄メダルカウンターを 1 個支配エリアにいる

1 個の部隊の上に置きます。 

 

部隊には 2個以上の英雄メダルを置くことが出来ます。 

 

部隊に置かれた英雄メダルカウンター1 個に付き、その部隊は戦闘力

が +1 増加し、そして支配エリアから周辺エリアへの撤退時に追加で

1 損害を吸収出来ます。 

 

例：あなたはあるロケーションの支配エリアに 2 個の部隊を置いてい

ます。相手プレイヤーは 2 個の部隊を移動させ攻撃を宣言しました。

戦闘の解決後、あなたは 1 個の部隊を撤退させましたが、1 個の部隊

はまだ支配エリアに残っています。相手の 2 個の部隊は全滅しました。

支配エリアにいるあなたの部隊の上に英雄メダルを 1 個置きます。 

 

 

ゲーム・クレジット 

Designer Dan Verssen 

Developer Kevin Verssen 

Cover Art Christian Quinot 

Card Art Val Nunez 

Rulebook Edits Hans Korting 

Playtesting Nika Dare, Chris Richardson, 

Holly Verssen, and Kira Verssen 
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サンプルゲーム 

セットアップ 
私はこのサンプルゲームでドイツ軍を受け持ち、相手はソ連軍を受け

持つことにしました。 

 

私はロケーションカードをシャッフルしてから 5 枚引きました。グム

ラク飛行場、穀物サイロ、ジェルジンスキー・トラクター工場、埠頭、

パブロフの家です。 

 

ソ連軍は 11 コスト分の部隊を選びました。169 狙撃兵師団をグムラ

ク飛行場の支配エリアに 2 個の補給物資をつけて配置し、248 狙撃兵

師団を穀物サイロの支配エリアに 1 個の補給物資をつけて配置し、6

親衛師団を穀物サイロの周辺エリアに補給物資をつけないで配置し、

15 親衛師団をバブロフの家の支配エリアに 3 個の補給物資をつけて

配置し、84 戦車師団と 90戦車師団をジェルジンスキー・トラクター

工場の支配エリアに各 2個つけて配置しました。 

 

私は彼が初期配置部隊を配置するのを見てから、9 コスト分の部隊を

選びました。私は 16 装甲師団をグムラク飛行場の周辺エリアに 4 個

の補給物資をつけて配置し、384 歩兵師団と 14装甲師団を穀物サイ

ロの周辺エリアに 4 個の補給物資をつけて配置し、100 猟兵師団を埠

頭の周辺エリアに 1 個の補給物資をつけて配置しました。 

 

さて、彼は 10 枚のアクションカードを引いて手札を作り、私は 5 枚

のアクションカードを引いて自分の手札を作りました。これでゲーム

を開始する準備が整いました。 

 

ドイツ軍 1 ターン目 
私が持っている 5 枚のカードを見ると、私が最初のターンに取れる、

ある戦略的可能性が見えてきます。まず、私は周辺エリアにいる私の部

隊に 1 個ずつ補給物資カウンターを配ります。私は再補給アクション

で追加の補給物資を得られるようにするため 16 装甲師団をグムラク

飛行場の支配エリアに移動させたいと思います。普通なら１部隊を移

動させるのに補給物資を 1 個使うところですが、16 装甲師団はどの

場所にも補給物資の消費なしで移動出来るのです。だから私は 16 装

甲師団をグムラク飛行場の支配エリアに移動させます。 

 

私と相手はともにグムラク飛行場の支配エリアに部隊を置いています

が、これによってグムラク飛行場は非支配状態になるのです。これの意

味するところは、誰もそのロケーション固有の能力を利用することが

出来ず、誰もそのロケーションが生産する補給物資を手番の始めに受

け取れず、勝利条件である 5 つのロケーションの支配の 1つとしてカ

ウント出来ないと言うことです。私がこのロケーションの支配エリア

に部隊を移動させた理由はまさにこの点なのであり、決して直ちに戦

闘アクションを起こそうとしたわけではないのです。 

 

私はさらなる優勢を得たいと思い、169 狙撃兵師団の 2 個の補給物資

を奪うために物資集積所の襲撃アクションカードを使いました。そし

て奪った補給物資を 16 装甲師団に与えました。私は任意の敵部隊か

ら 2 個の補給物資を奪い、それを 1 個の自軍部隊に与えることが出来

たのでした。 

 

今や自信を持って戦闘アクションを起こすことが出来ます。私は攻撃

のために 16 装甲師団が持っている補給物資を 1 個使い、ロケーショ

ンカードの上に 1 個の瓦礫カウンターを置きました。私の部隊の戦闘

力は 5 で相手部隊は 1 です、これは楽勝です！ しかし、彼が 10 枚

のカードを持っているのを見ると怯みます。私の心配は当たりました。

彼は 6 親衛師団を戦闘に投入するために予備部隊アクションカードを

使いました。攻撃アクションが宣言されたら、その攻撃を誰が起こした

のかは問題ではありません、彼は予備部隊アクションカードを使うこ

とが出来ます。今や、私の 5対 1の優勢は彼のアクションで 5対 2 に

目減りしてしまいました。それでも私には非常に重要で有利な点があ

るのです。私は相手の攻撃を吸収するための 6 個の補給物資を持って

いるのです。一方で彼に出来るのは受けた 2 損害ごとに 1部隊を撤退

させることだけです。それでも尚彼は戦闘力の増強に使える多くのカ

ードを持っています。 

 

私が仕掛けた攻撃なので、相手に先立って火力強化のためにアクショ

ンカードを使う選択肢を持っています。私は部隊の火力は十分だと感

じたのでパスしました。続いて彼が選択する番です。私は彼の目がギラ

リと光るのを見ました。彼は火力 +3 のカードを使って来たのです！

なんと 5 対 5 です。私は自分のカードを見渡し、彼が私の部隊に与え

る損害を減らすことが出来る火力 -2 のカードを使いました。これで

5 対 3 です。また彼の番です。彼も -2 のカードを使ってきました。

そのため 3対 3 です。私は何か手を打たなければなりません、さもな

いとこの攻撃は無に帰します。私は強力な +3 カードを持ち出して比

率を 6 対 3にしました！それにしても、残りの手札が 2枚しかない状

況はいつでも、とりわけ私の攻撃にとってはリスキーです。ですが、私

はこの戦闘に勝ちたいのです。彼は -1 のカードを使いました。私はパ

スします。彼は別の -1のカードを使いました。私は自分のアクション

カードを取っておきたかったのでパスします。その結果比率は 4 対 3

となりました。これは良い比率ではありませんが私にできる精一杯の

成果です。私はパスしました。そして、ありがとう！彼も同じようにパ

スしたのです。私の 2 枚のカードは彼の 5 枚のカードに比べると見劣

りしますが、私には増援コストを考えればかなり強力な部隊がありま

す。私と相手の双方がパスした後、追加の火力を得るためにそれぞれの

アクションカードデッキの一番上にあるカードをめくります。私は +2

を得て、彼は -1 を得ました。全てやりつくした後の攻撃比率は 5 対

3 となりました。 

 

私が攻撃側なので、私が与えた 5損害を先に適用します。彼は 6 親衛

師団を撤退させ 2 損害を吸収し、169 狙撃兵師団も撤退させて 2 損

害を吸収させました。さて、彼にはまだ適用すべき 1 損害が残ってい

るため、難しい決断、つまり誰かを全滅させなければなりません。彼は

最善の選択として 169 狙撃兵師団を全滅させました。彼が全滅した部

隊を部隊カードデッキの一番下に戻す前に、彼が与えた 3 損害を適用

します。 

 

戦略的に考えれば、16装甲師団は補給物資なしで移動出来るので2損

害を吸収するために撤退させることにしました。さらに 1 個の補給物

資カウンターを使いもう 1 損害を吸収しました。彼は勝利アクション

カードを叩きつけました、私には、それが大した勝利には思えませんけ

れど。しかし、彼は彼のアクションカードデッキから 3 枚のカードを

引き手札を 7 枚にしました。さて、私は 16 装甲師団をグムラク飛行

場の支配エリアに戻しました。16 装甲師団には補給物資なしで移動出

来る特殊能力があるのです。私が得た結果として、私はグムラク飛行場
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を支配し、敵の安い部隊を撃破して、他の部隊が周辺エリアにいます。

もし私がもう 1 損害を与えていれば彼の部隊は全滅していました。 

 

自分の手札がわずか2枚に対して相手が7枚持っている状況で攻撃す

るのはリスキーです。しかし私はロケーションにより良い足掛かりが

必要だと感じました。私は穀物サイロにいる 248 狙撃兵師団に急降下

爆撃アクションカードを使いました。私は穀物サイロカードの上に瓦

礫カウンターを 2個置き、彼に 4 損害を与えました。彼のおかれた状

況を観察すると、その部隊は撤退時に追加で 1 損害を吸収出来、それ

に加えて 1 個の補給物資を持っています。つまり彼は部隊を救えるの

です。彼は私の予想通りの行動をしました。つまり部隊を撤退させ、補

給物資を 1 個失ったのです。もし彼の部隊がこの特殊能力を持ってい

なかったら部隊は全滅していました。 

 

さて、穀物サイロは非支配状態です。ですから私は 1 個の補給物資を

使って 384歩兵師団を穀物サイロの支配エリアに移動させました。私

が部隊を前進させた時、相手は狙撃兵アクションカードを使って応戦

しました。その結果、部隊は補給物資を持ったまま周辺エリアに戻され

ました。狙撃兵カードが載せられたので 384歩兵師団は私のターンが

終わるまで再び移動することが出来なくなってしまいました。私は 1

個の補給物資を使って 14 装甲師団を穀物サイロの支配エリアに移動

させました。眺めると 384歩兵師団と 100猟兵師団は周辺エリアに

います。私は最後のカード、新たな補給物資アクションカードを使い、

両部隊に補給物資カウンターを 2個ずつ配りました。100猟兵師団は

補給物資を使わずに移動出来ます。ですから私は 100 猟兵師団を補給

物資の消費なしで埠頭の支配エリアに移動させました。 

 

支配ロケーションをさしたる困難もなく保持出来る自信を得て、私は

自分のターンを終わらせることにします。私は 5 枚のアクションカー

ドを引き、さらに 3 ロケーションを支配していることにより追加で 3

枚のアクションカードを引きます。私が追加の 3枚を引こうとした時、

彼はプロパガンダ戦争アクションカードを使いました。これの意味す

るところはつまり私は追加の 3 枚を引けなくなったと言うことです。

私は 5 枚を引いただけでした。それから彼は 384 歩兵師団の上に置

いた狙撃兵アクションカードの効果が切れたためカードを捨てました。

今私と相手の手元にあるアクションカードは 5 枚ずつとなりました。 

 

 

ソ連軍 1 ターン目 
彼は彼が支配しているロケーションの支配エリアにいる部隊の分と周

辺エリアにいる部隊の分の補給物資カウンターを受け取りました。彼

は 2 個の補給物資を 15 親衛師団に、1 個を 6 親衛師団に、1 個を

248 狙撃兵師団に配りました。彼にはジェルジンスキー・トラクター

工場にいる 84 戦車師団と 90 戦車師団に合計 2 個の補給物資を配る

選択肢があります。両方の部隊に 1 個ずつ、あるいはどちらかの部隊

に 2 個か？彼は手堅い選択をしました、両方の部隊に 1 個ずつ配った

のです。 

 

彼は自分の手札を見て、2 増援ポイントを得るために増援部隊アクシ

ョンカードを使いました。しかし彼はジェルジンスキー・トラクター工

場を支配しており、そのロケーションの能力として増援部隊アクショ

ンカードに 1 増援ポイントを追加する能力を持っているため実際に受

け取ったのは 3 増援ポイントでした。彼は 2 増援ポイントを使って

126狙撃兵師団カードを持ってきて埠頭の周辺エリアに配置して4個

の補給物資を割り当てました。そして部隊カードデッキから次の部隊

カードをめくりました。ありがたいことに彼がめくったカードのコス

トは 3 でした。彼は後 1 増援ポイントしか持っていません。彼は残り

の増援ポイントを捨てるか 3 増援ポイントを得るために別の増援部隊

アクションカードを使うか、あるいは 2 枚のアクションカードを使う

ことが出来ます。彼は残りの増援ポイントを捨てることにしました。 

 

彼は偵察アクションカードを使いました。アクションカードデッキを

めくり 1 枚のカードを掴みそのカードを使いました。ハイモラル・ア

クションカードです。補給物資の消費なしに 4 部隊を移動させること

が出来ます。まず、彼の最初のフリー移動アクションとして 126狙撃

兵師団を埠頭の支配エリアへ移動させました。それから 2 回目のフリ

ー移動アクションとして 248 狙撃兵師団を埠頭の支配エリアへ移動

させました、埠頭が非支配状態だからです。そして 3 回目のフリー移

動アクションとして 6 親衛師団も埠頭の支配エリアへ移動させました。

彼は 4 回目のフリー移動は使わないことにしました。 

 

彼は私の 100 猟兵師団を攻撃するため埠頭の支配エリアにいる彼の

3 部隊から 1 個ずつ補給物資を使いました。彼は埠頭に瓦礫カウンタ

ーを 1 個置きました。彼が私に与える 8 損害に対して私が彼に与える

のは 1 損害だけです。彼はこの戦闘で双方が火力の補正を行えないよ

うにするために下水道戦アクションカードを使いました。ですから火

力補正の最後にアクションカードを 1 枚めくることも出来ません。私

は私が彼に与える損害を撤退によって吸収させないようにするため戦

車アクションカードを使いました。火力の補正なし、最後のアクション

カードめくりもなしですから彼の部隊は私の部隊を圧倒しています。

私は撤退で 2 損害を吸収し、さらに 4 個の補給物資を消費することで

４損害を吸収しましたが、7 番目の損害で私の部隊は全滅しました。私

が与えた１損害は 126 狙撃兵師団から 1 個の補給物資を捨てること

で吸収しました。 

 

ロケーションカードの敵部隊を全て撃滅したので、彼は戦闘に参加し

てまだ支配エリアに留まっている任意の部隊のために英雄的な働きメ

ダルを 1個獲得しました。彼はメダルを 126狙撃兵師団の上に置き、

火力を 1 つ増加させ、かつ撤退により吸収出来る損害を 1つ増やしま

した。 

 

彼は天王星作戦カードを使いました。これは形勢を一変させるかも知

れません。このカードを使うことによるコストとして、彼は自分の部隊

の 1 つを全滅させなければなりませんが、これ以降私は部隊を増援と

してゲームに登場させるために追加で 1 コストを払わなければならな

くなりました。彼は 6 親衛師団を全滅させてから損害回復アクション

カードを使いました。彼にはちょうど今全滅した部隊があるのでそれ

を回復させるために損害回復アクションカードを使ったのでした。彼

は 248 狙撃兵師団に 1 個の補給物資カウンターを置き、15親衛師団

に 2 個目の補給物資を置き、126 狙撃兵師団に 3 個目の補給物資を

置きました。これで彼のターンが終わるので彼は 8 枚のアクションカ

ードを引きました。5 枚は通常通り引ける枚数で、3 枚はロケーショ

ンを支配していることによるボーナスです。 

 

ドイツ軍 2 ターン目 
手番が私に戻ってきました。残念ながら、私には十分な数の部隊があり

ません。しかし、私が持っている部隊は本当に強力です。 
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最初に、私は自分の部隊に補給物資を配りました。16装甲師団に1個、

14 装甲師団に 2 個、384 歩兵師団に 1 個です。そして、私は 3 枚

のアクションカードを引くために「死に物狂い」カードを使いました。

3 枚のうち 1 枚は「空輸補給」カードでした。私は「空輸補給」カー

ドを使い、追加で 5 個の補給物資カウンターを得たのです！私はその

うちの 4 個を 14 装甲師団に、残りの 1 個を 16装甲師団に配りまし

た。それから私はこのターンに自軍が行う全ての戦闘で +1 戦闘力を

得るために「大攻勢」カードを使いました。 

 

それから私は 14 装甲師団を穀物サイロから埠頭の支配エリアに補給

物資の消費無しで移動させるために「攻撃！」カードを使いました（「攻

撃！」カードは補給物資の消費なしで移動または戦闘を行えます）。私

は攻撃による瓦礫カウンターを埠頭ロケーションカードの上に置きま

した。 

 

私は火力７対５の戦いを仕掛けましたが、私はこの戦闘を有利にする

カードを持っているのです。私は 1 個の部隊の火力を 2 倍にする「重

火器」カードを使いました。私は「大攻勢」カードを使っているため 14

装甲師団の火力 7は今 8になっています。ですから私は彼に 16損害

を与えるのに対して彼は 5 損害を与えるにすぎません。彼はこれほど

の火力を阻止することは出来ないと知っています。だから彼が望むこ

とは出来るだけ多くのダメージを私の部隊に与えることだけです。私

は火力の補正のためにカードを使わないことに決めました、彼は +3の

カードを使いました。私はまたパスで、彼は +2 のカードを使いまし

た、これで彼の火力は 10 です！私は彼にもっと大きなダメージを与

えることが出来るはずですが、カードの引きが悪ければ私は最良の部

隊を失いかねません。私たちは続けてパスし、最後に火力補正のカード

を引いて私は +1、彼は -2 を引きました。さて、私はもう彼の部隊を

撃破しているので、ここで私が +1 しようが、彼が -2 しようがこの

戦闘の結果が変わることはありません。私は彼の部隊を両方とも撃破

し、自身のダメージを吸収することにします。私は 2 枚の「瓦礫」カ

ードを使いました。各々のカードが 2 損害を吸収してくれるので合計

で 4 損害の吸収です。後はたったの 6 損害です。私は持っている 6個

の補給物資カウンター全てを捨てることにしました。この攻撃は私の

補給物資の山に深刻なダメージを与えましたが、それに見合うものが

得られました。 

 

私は 384 歩兵師団を穀物サイロの支配エリアに移動させるために補

給物資カウンターを使用しました。 

 

それから、私は 16 装甲師団をジェルジンスキー・トラクター工場に

フリーで移動します。 私は攻撃を開始するために補給物資を使い、瓦

礫カウンターを置きました。 私の火力 5に対して彼の火力は4です。

私はもうそれ以上のカードを持っていないのでパスしますが、彼は +2

のカードを使いました。 しかし、私の部隊は、私がターンの初めの頃

に使った「大攻勢」カードによって+1 戦闘力を得ます。 その後、火力

補正のカードをそれぞれ引き合い、カードは +2 と -2 で互いに打ち

消し合います。 彼と私はそれぞれ 6 損害を受けました。彼は 2 損害

を吸収するために彼の 90 戦車師団を退去させ、3 個の補給物資を使

用します。 6つ目の損害を吸収するために、彼は自分の 84戦車師団

から 1 個の補給物資を除去して、部隊を支配エリアに留めました。 私

は２損害を吸収するために私の 16 装甲師団を後退させ、残りの 4損

害を補給物資で吸収します。 私は攻撃のために 16 装甲師団を再投入

させたいと思っています。 

私は 16 装甲師団をグムラク飛行場の支配エリアへフリーで移動しま

した。 

 

そして、私は自分のターンを終え、通常の補充として 5 枚のカードと

私が支配しているロケーションによる追加の 3 枚のカードを得ます。 

 

彼が支配しているパブロフの家は問題です。とりわけ、彼の部隊を再建

するために必要な補給物資を生産していることが問題です。私は「急降

下爆撃」カードと「重火器」カードでそこから彼を追い出す必要があり

ます。 

 

これで私のターンは終わりですが、ゲームは続きます。 

 

 




