
「SUPER 海戦略」補足マニュアル 

 

０．マニュアル訂正・追記 

 (1)戦略フェイズの「艦隊配備」：手札から艦隊に配備できる枚数は 誤：１枚 → 正：２枚 

 (2)プレイヤー数によるカード調整：泊地カードと外交カード「軍縮条約」はプレイヤー人数に応じて枚数を調整

します。 

  「泊地カード」：２人プレイ時＝５枚、２人プレイ時＝５枚、２人プレイ時＝５枚、２人プレイ時＝５枚 

  「軍縮条約」：２人プレイ時＝５枚、２人プレイ時＝４枚、２人プレイ時＝３枚、２人プレイ時＝２枚 

 

１．カード解説 

(1)状態カード：プレイヤーの艦隊が「寄港」中か「出航」中かを示します。「寄港」の艦隊は、艦隊フェイズをスキ

ップされます（戦闘できません）。「出航」の艦隊は、戦略フェイズで「配備」ができません（艦隊カードを増強

できません） 

(2)泊地カード：山札からドローしたとき、状態カードが「出航」なら即座にその泊地カードを占領します。「寄港」

の場合、その泊地は中立地帯となります。中立・または他のプレイヤーの泊地を占領するためには、艦隊に

「陸戦隊カード」を配備しなければなりません。 

(3)艦隊カード：艦隊を構成する軍艦です。カードには「耐久」「攻撃」「索敵」「属性」「効果（一部カード）」の能

力があります。 

 ①属性の解説： 

(a)艦砲射撃：大砲のアイコンです。潜水艦を除く艦艇カードと陸戦隊カードに「攻撃」が有効な属性です。 

(b)航空攻撃：飛行機のアイコンです。潜水艦を除く艦艇カードと陸戦隊カードに「攻撃」が有効な属性です。 

(c)魚雷攻撃：魚雷のアイコンです。潜水艦と陸戦隊カードには「攻撃」が無効な属性です。 

   (d)爆雷攻撃：爆雷（ドラム缶）のアイコンです。潜水艦カードにのみ「攻撃」が有効な属性です。 

   (e)上陸攻撃：ヘルメットのアイコンです。泊地を守備する陸戦隊カードにのみ「攻撃」が有効な属性です。 

  ※二つの属性を持つ艦隊カードは攻撃時に属性を選択します。各属性の攻撃力は同一です。 

 ②効果の属性 

(a)防空効果：飛行機に×印のアイコンです。 

この効果を持つ艦隊カードを含む艦隊への攻撃時、「航空攻撃」は全て無効となります。 

  (b)潜水効果：爆雷に×印のアイコンです。この効果を持つ艦隊カードには「爆雷攻撃」のみ有効です。 

  (c)艦載効果：艦艇のアイコンに×印です。艦隊に加わった陸戦隊カードは艦隊戦での攻撃対処となりませ

んが、艦隊カードが全て撃沈された際は捨て札となります。 

(4)陸戦隊カード：泊地を占領／防御するための陸戦部隊です。 

(5)外交カード：戦略フェイズで使用するカードです。 

 

 

３．ゲームの流れ（概要） 

～戦略フェイズ～ スタートプレイヤーから左回りに開始する 

 ①山札からカードを１枚ドローし、手札に加える 

 ②次のいずれかのアクションをひとつ実行する 

潜水艦への有効な攻撃は爆雷攻撃に
限られる。

爆雷攻撃：一部駆逐艦のみの属性。
潜水艦への攻撃にのみ有効。

上陸攻撃：揚陸艦のみの属性。
泊地を守備する陸戦隊カードへの攻撃
にのみ有効。

二つの属性を持つ艦隊カードは攻撃時に属性を
選択する。各属性の攻撃力は等しい。

艦隊に配備された陸戦隊カードは艦隊
戦での攻撃対象とはならないが、艦隊
が全滅した場合、捨て札となる。

この効果を持つカードが含まれる艦隊へ
の攻撃時、このカードの効果は全ての
艦隊カードに有効である。

属性・特殊効果の補足説明

艦砲射撃： 潜水艦を除く艦隊カードと、
泊地を守備する陸戦隊カードへの攻撃
に有効。

航空攻撃：潜水艦を除く艦隊カードと、
泊地を守備する陸戦隊カードへの攻撃
に有効。

魚雷攻撃：潜水艦を除く艦隊カードへの
攻撃に有効。陸戦隊には無効。



  (a)艦隊配備：艦隊カードまたは陸戦隊カードを２枚まで、艦隊に配備する。ただし、陸戦隊カードのみを艦

隊に配備することはできない。必ず一枚以上、艦隊カードが配備された状態で陸戦隊カード

を配備する。配備は「寄港」状態の時のみ行える。配備の際はカードを伏せて場に出します。 

(b)陸戦隊派遣：泊地カードに、陸戦隊を表向きで重ねて置く。泊地カード１枚に陸戦隊カード２枚まで。 

(c)陸戦隊撤収：泊地カードを守備する陸戦隊を手札に戻す。１手番に手札に戻せるのは１枚まで。 

(d)外交：外交カードを公開し、その指示に従う 

(e)出航：状態カードを「寄港」から「出航」に裏返す 

(f)パス：何もせず戦略フェイズを終了 

 ③手札が５枚を越えるとき、５枚になるよう手札を捨てる 

 

～艦隊フェイズ～ 最後に戦略フェイズを実行したプレイヤーから右回りに開始する 

 ※艦隊フェイズは状態カードが「出航」のプレイヤーのみ実行できる。次のアクションをひとつ実行する 

 ①無血占領：中立の場に置かれた泊地カードを占領する（要：陸戦隊カード） 

 ②泊地攻撃：他プレイヤーの泊地カードを攻撃する。攻撃されたプレイヤーは次の対応から一つを選ぶ 

  ②－１．攻撃されたプレイヤーの艦隊が「出航」状態ならば艦隊戦で迎撃できる 

  ②－２．防御を宣言すれば上陸戦を行う 

  ②－３．放棄を宣言すれば泊地カードの守備隊は手札に戻る 

   攻撃艦隊に陸戦隊カードが配備されていればその泊地は占領される。 

陸戦隊がなければ、その泊地は中立の場に移る。 

 ③艦隊戦：「出航」状態にある他プレイヤーの艦隊を攻撃する 

 ④偵察航行：「寄港」状態にある他プレイヤーの伏せられた艦隊カード１枚を表に出来る 

⑤帰港：状態カードを「出航」から「寄港」に裏返す。帰港したカードは全て伏せる 

 

～艦隊戦～ 

 ①開戦か逃亡の選択：攻撃されたプレイヤーの艦隊は逃亡を選択できる。 

逃亡した艦隊の状態カードは「寄港」となる。 

 ②会敵：開戦を選択した場合、双方のプレイヤーは伏せられた艦隊カードを全て表にする。 

 ③先攻・後攻の決定：両艦隊の「索敵」合計値を比較し大きい方が先攻。合計値が等しい場合、攻撃したプ

レイヤーの先攻となる。 

 ④攻撃：攻撃目標の艦隊カードを宣言し、先攻艦隊の「攻撃」合計値が、後攻艦隊カードの「耐久」を上回っ

た場合、そのカードは捨て札となる。合計値が等しい場合、そのカードは沈没しない。攻撃は１度に１

枚まで。その後、後攻艦隊が同様に攻撃を行う。 

 ⑤３ラウンド制：一回の艦隊戦は３ラウンド。③～④の手順を３回行った時点で終了。どちらかの艦隊カードが

全て沈没した場合も終了。 

※艦隊に、陸戦隊カードしか残らなかった場合も終了となり、陸戦隊カードも捨て札となります。 

 ⑥終了処理：泊地攻撃での迎撃戦の場合、戦闘終了後、攻撃側プレイヤーは「上陸戦」への移行か、戦闘

の終了かを選択できる。両艦隊とも状態カードは「出航」のまま。 

 

～上陸戦～ 

①艦影確認：攻撃側の伏せられた艦隊カードを全て表にする 

②艦砲射撃：攻撃側艦隊の「攻撃」合計値と守備側陸戦隊カードの「耐久」を比較する。守備隊が２枚の場

合、攻撃側が対象を選ぶ。 「攻撃」が「耐久」を上回った場合、陸戦隊カードは捨て札となる。

合計値が等しい場合、陸戦隊カードは生き残る。艦砲射撃は１手番に１回まで。 

③上陸判定：艦砲射撃後、泊地カードに守備隊がなくなった場合、攻撃側艦隊の陸戦隊カードが泊地を占

領し、占領した泊地に陸戦隊カードを置いた状態（守備隊）で泊地を獲得する。攻撃側の艦隊

に陸戦隊カードがない場合、泊地カードは中立の場に移る。守備隊カードが残っている場合、上

陸戦は失敗となる。上陸戦終了後、攻撃側艦隊の状態カードは「出航」のまま。 



戦闘演習（その１） 甲艦隊は乙艦隊に攻撃を宣言し、乙艦隊は応戦を選択した 

（伏せられた艦隊カードを公開する） 

甲艦隊：戦艦、重巡洋艦、艦隊潜水艦、哨戒潜水艦  乙艦隊：戦艦、正規空母、雷撃駆逐艦、哨戒潜水艦 

 

（ラウンド１） 

甲艦隊の索敵合計値 90 ／ 乙艦隊の索敵合計値 120→先攻 

乙艦隊の先攻：雷撃駆逐艦の爆雷攻撃[30]で、甲の艦隊潜水艦[10]を撃沈する 

甲艦隊の後攻：戦艦と重巡洋艦の艦砲射撃[70]と哨戒潜水艦の魚雷攻撃[10]で、乙の正規空母[60]を撃沈する 

 

（ラウンド２） 

甲艦隊の索敵合計値 70→同数の場合、甲が先攻 ／ 乙艦隊の索敵合計値 70 

甲艦隊の先攻：戦艦と重巡洋艦の艦砲射撃[70]と哨戒潜水艦の魚雷攻撃[10]で、雷撃駆逐艦[20]を撃沈する 

乙艦隊の後攻：爆雷攻撃の属性カードがなく、攻撃の合計[50]が甲の最低耐久[60]を上回らないため攻撃失敗 

 

（ラウンド３） 

甲艦隊の索敵合計値 70→先攻 ／ 乙艦隊の索敵合計値 50 

甲艦隊の先攻：爆雷攻撃の属性カードがなく、攻撃の合計[80]が乙の戦艦[90]の耐久を上回らないため攻撃失敗 

乙艦隊の後攻：爆雷攻撃の属性カードがなく、攻撃の合計[50]が甲の最低耐久[60]を上回らないため攻撃失敗 

 

（戦闘終了） 

甲艦隊（戦艦、重巡洋艦、哨戒潜水艦）はカードを表にしたまま「出航」状態で艦隊フェイズを終了する 

乙艦隊（戦艦、哨戒潜水艦）はカードを表にしたまま「出航」状態。手番がまだなら、艦隊フェイズを実行できる 

 



　ゲームの勝利条
件です。
勝利点は枚数に応
じて変わります。

１枚＝１点
２枚＝３点
３枚＝６点
４枚＝１０点
５枚＝勝利

(※)
プレイ人数に応じて
枚数を調整しま
す。

２人プレイ＝５枚
３人プレイ＝７枚
４人プレイ＝８枚
５人プレイ＝１０枚

１

トラック諸島

ポートモレスビー

１

１

１

南太平洋の戦略要衝です。

南太平洋の戦略要衝です。

南太平洋の戦略要衝です。

５

５

５

カード名称 －

海軍陸戦隊

海兵師団

耐久
　陸戦隊カードは泊地カードを占領・防衛するための陸上戦闘部隊です。
他プレイヤーの泊地を占領するためには艦隊に陸戦隊カードを配備する必要があります。
陸戦隊が守備する泊地を占領するためには、陸戦隊の耐久力を上回る艦隊攻撃力が
必要です。
効果：艦隊に配備された陸戦隊カードは、艦隊戦の攻撃対象とはなりません。

装甲海兵師団 ２００

１５０

１００

「SUPER海戦略」カード一覧表

自分を含む全ての各プレイヤーの各艦隊から、カードを使用したプレイヤーが任意に選んだカード１枚ずつを捨て札にし
ます。「出航」している艦隊と泊地を守備する陸戦隊カードはこのカード効果の対象となりません。
※２人プレイ時は５枚、３人プレイ時は４枚、４人プレイ時は３枚、５人プレイ時は２枚、使用する。

軍縮条約 ５(※)

外交
カード

太平洋の戦略要衝です。

泊地
カード
(※)

１

１

１

１

１

観艦式 ①場に出ている伏せられたカードを全て表にします。
②「寄港」している全ての艦隊カードから任意の１枚を手札に加えます（「出航」中艦隊は②の効果対象となりません）。 5

近代化改修 捨て札から任意の艦隊カード１枚を手札に加えます。外交カード、陸戦隊カードは効果の対象となりません。 ５

サイパン

地中海の戦略要衝です。

大西洋と地中海を結ぶ戦略要衝です。

大西洋とインド洋を結ぶ戦略要衝です。

寄港

解説 枚数

５

ディエゴスアレス

ジブラルタル

クレタ

出航

　艦隊が自国の港にいます。戦略フェイズで艦隊カードを「配備」することができます。状態が「寄港」のプレイ
ヤーは艦隊フェイズをスキップされます。戦略フェイズで「出航」すると状態カードは反転します。

　艦隊が外洋にいます。戦略フェイズの「配備」はできません。艦隊フェイズで行動を行うことができます。
艦隊フェイズで「帰港」すると状態カードは反転します。

１

インド洋と太平洋を結ぶマラッカ海峡を制する戦略要衝です。

南太平洋の戦略要衝です。

トリンコマリー

シンガポール

サモア

インド洋の戦略要衝です。

艦砲

陸戦隊
カード

カード名称

新型戦艦

戦艦

巡洋戦艦

艦隊
カード

カード種別

状態
カード

　艦隊の状況を
示すマーカー
カードです

防空駆逐艦

索敵駆逐艦

艦隊潜水艦

哨戒潜水艦

揚陸艦

雷撃駆逐艦

正規空母

軽空母

重巡洋艦

軽巡洋艦

防空巡洋艦

フィジー諸島

２０ ５０ ４０

４０

４０

１０ ４０

－

３

４

３

解説攻撃 耐久 索敵 属性

５０ １００ １０ 艦砲

４０ ９０ １０ 艦砲

魚雷 レーダーと高速力で高い索敵を備える艦隊の「目」となる小型艦です。

５０ 航空

５

３

３

４

５

５

５

５

３

３

４

１０ 魚雷

魚雷 長い航続力と隠密性能により艦隊の「目」となります。

泊地を守備する陸戦隊の攻撃時にのみ、高い攻撃を発揮します。

戦艦に次いで、バランスのいい性能を備える艦砲射撃主体の軍艦です。

艦隊戦に特化した艦です。魚雷攻撃は「陸戦隊」と「潜水艦」には無効です。

航空攻撃を無力化する「対空」の効果は、全艦隊に有効です。

艦隊戦と、対潜水艦戦に特化した小型艦です。

効果

最高の耐久と攻撃を誇りますが、索敵は高くありません。

３０ １０ ２０ 魚雷

艦砲

４０ ５０ 航空

３０ ６０ ２０ 艦砲

新型戦艦に次ぐ耐久と攻撃を有しますが、索敵は高くありません。

戦艦に比べ耐久が劣りますが、高速性能で索敵が向上しています。

多数の艦載機により、最高の索敵と攻撃を誇ります。

４０ ８０ ２０

潜水艦には爆雷攻撃のみ有効ですが、耐久は最低です。

５０ ６０

攻撃と耐久は正規空母に劣りますが、高い索敵を備えています。

４０

１０

防空巡洋艦とともに空からの攻撃から艦隊を守る小型艦です。

５０ ５０ ５ 上陸

対空

爆雷

対空

爆雷

潜水

潜水

３０ ２０ ２０ 魚雷

２０ ２０ ３０ 艦砲

１０ ２０ ４０
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