
エリア1 

3～6人用/10歳以上/人数×10分 

どいつもこいつもカネカネカネ… 
この街では人もモノも、カネで動く。カネさえあれば、どんなこ
とでも許される。カネがなければ？……知らないねぇ。 

これは、そんな街に住む人々の物語。 
あるものは自由を手にするために。 
あるものは己の力を示すために。 
あるものはただただ好奇心のために。 
またあるものは自分が生きるために。 
理由は様々だが、この街から出て行こうと考えた。 

そのために必要なものは……この街だもの、やっぱりカネだ！ 
街を出るための資金を集めながら、街の出口を目指そうぜ！ 

ゲームの目的 
このゲームでは、資金を集め、その資金を使って街を進みま
す。最終的に街の出口に到達した時、最も資金を多く持って
いた人が勝者となり、街から脱出して自由を手にすることが
できます。また、街の出口に到達するのが最も遅かった人は、
どれだけ資金を持っていようと敗者となります。 

各プレイヤーは自分の手番で、初めに収入を得て、次に3種
類の移動方法の中から1つを選んで行います。一歩ずつ進む
ときは資金は必要ありませんが、一度にたくさんのマスを進
むためには、多くの資金が必要になります。 

各キャラクターの特性を活かし、街の人々を雇って協力を仰
ぎ、様々なイベントも活用して、カネを稼いで勝利をつかみ
取りましょう！ 

1 

ゲームの内容物 
・メインボード（1枚） 

資金トラック 

2 

・キャラクターボード（9種類） 

街の出口 
（ゴール） 

路地裏 
(スタート) 

役所 

キャラ名 

基本移動 
(A~Cの3種) 

移動に必要な 
資金 (コスト) 

移動するマス数 

移動の 
追加効果 

収入の初期値と
最大値 

初期収入を 
示すアイコン 

キャラクター
の特殊能力 

手番を決める
ための数字 

開始時の資金 

プレイヤーが移動する「マス」と所持金を表す「資金トラック」がある。 
マスは4つのエリアと、路地裏、役所、街の出口があり、各エリアは2つ
のルートがある。 

エリア3 
+エリア4 

エリア2 
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ゲームの内容物（つづき） 

・イベントカード（30枚、裏面緑） 

・役所カード（裏面黄色8枚: 1つ目の役所に配置） 

イベントカードには「イベント」と「即時イベント」がある 

ゲームの内容物（つづき） 

・目標カード（8枚、裏面青） 

（裏面赤8枚 : 2つ目の役所に配置） 

移動を強化する「協力者」、追加の能力を得る「追加能力」、「役所イ
ベント」である強盗行為カードがある 

協力者カードには、それぞれ強化する移動に対応
して「移動A~C」が書かれている 

移動の 
追加効果 

得られる 
追加能力 

移動のコストと 
移動数 

下段に書かれた目標を達成すると、目標達成時の効果を得ることができ
る。目標を達成して達成時の効果を得る代わりに、上段に書かれたイベ
ントを発生させるカードとして使用することもできる。目標達成時の効
果を得る場合、上段のイベントを発生させることはできない。 

・プレイヤーコマ（2個×6色） 

目標 

目標達成時に 
得られる効果 

・収入チップ（18個） 

・カウンターキューブ（10個） 

・ルール説明書（1部、この冊子） 

このゲームで使用されるアイコンは以下の2種類です。 

   …数字分の「資金」      …数字分の「マス」 

カードの獲得コスト 
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1. ゲームの準備 
キャラクターの選択 
各プレイヤーは、好きな方法でキャラクターを決定します。 
それぞれのキャラクターは、「初期資金」、「初期収入」、
「手番優先度」、「特殊能力」が異なります。特殊能力によっ
て、基本移動が通常と異なっているキャラクターもいます。 
※ 特殊能力の詳細については、p16~18を確認してください。 

「政治家」、「闇医者」、「マッドサイエンティスト」を選ん
だプレイヤーは、特殊能力の使用可能回数分のカウンター
キューブを受け取ります。 
※ 最初のプレイでは、「裏社会の女」と「貧民街の子供」を除いた7キャ

ラクターから選ぶことをおすすめしています。 

プレイヤーコマの初期配置 
各プレイヤーはプレイヤーコマを1色選びます。2個のプレイ
ヤーコマのうち、1個はスタートとなる路地裏に、もう1個は
メインボード外周の資金トラック上の、自分のキャラクターの
初期資金と同じマスに置きます。 

目標カードを配る 
各プレイヤーに目標カードをランダムに1枚ずつ配ります。 
このカードは、自分だけが見ることができ、ゲーム中にイベン
トカードとして上段の効果を得るか、下段の目標を達成して効
果を得るか、どちらか一方のみを選ぶことができます。 

イベントカードの準備 
イベントカードすべてをよくシャッフルし、裏向きの山札とし
てメインボードのそばに置きます。 

役所の準備 
2か所ある役所に、収入チップを以下の枚数置きます。この枚
数は、ゲーム中で使用する可能性のある最大の枚数です。 

3人: 4枚、4人: 6枚、5人: 7枚、6人: 9枚 

役所の近くに役所カードを置きます。1つ目の役所には裏面が
黄色のカード、2つ目の役所には裏面が赤のカードを置きます。
それぞれの役所にはどちらも、「強盗行為」カード以外からプ
レイヤー人数＋1枚のカードをランダムに置き、さらに「強盗
行為」カードを1枚置きます。 

ルールの概要 
このゲームでは、最下位にならずに「街の出口」にたどり着き、
かつできるだけ多くの資金を集めることを目指します。 

ここではルールの概要を示します。各項目の詳細は、かっこ内に
示した各ページに記載しています。 

1. ゲームの準備（p5~6） 
•各プレイヤーは自分が担当するキャラクターを決める。 
•プレイヤーコマを、スタートと資金トラックに置く。 
•各プレイヤーに目標カードを1枚ずつ配る。 
•各役所に、収入チップを人数×1.5個置く（端数切り捨て） 
•各役所のそばに、役所カードを所定の枚数並べる。 

2. 手番の流れ（p7~11） 
a.収入を得る。 
b.手札にイベントカードを持っていれば1枚使用できる。 
c. 3種類の移動方法から1つを選び実行する。 
※イベントマスに止まった場合、イベントカードを得る。 
※目標カードに書かれた目標を達成し、その効果を得る場合
は、即座に目標カードを公開し、公開し効果を得る。 

3. イベントカードについて（p12） 
•イベントカードは、得た瞬間か、以降の手番で使用する。 
•ただし、即時イベントはカードを得た瞬間に必ず使用する。 
※ 手札には上限があり、上限を超えて得ることはできない。 

4. 役所でできること（2つから選択）（p13-14） 
•収入を増加させ、協力者または追加能力カードを獲得する。 
•強盗行為。 

5. 街の出口で起きること（p14） 
•その時出口に到達していないプレイヤーから資金  を奪う。 
•以降の手番では、収入を得て、イベントカードを1枚得る。 

6. ゲームの終了（p15） 
一人を除いた全員が街の出口に到達したらその時点で終了。 
街の出口に到達した中で、資金が最も多いプレイヤーの勝利。 

7. 複雑な処理、キャラクターの能力等の補足（p15~20） 
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2. 手番の流れ 
a. 収入を得る 
手番の最初に、各プレイヤーは収入を得ます。ゲーム開始時は
キャラクターボードに記載されている初期収入が得られますが、
役所の到達以降、収入を強化していれば、初期値と獲得した収
入チップの合計値の収入が得られます。 

初期は初期収入分の収入 
 ⇒資金  を得る 

役所到達後は収入チップで収入が増加 
 ⇒資金  を得る 

b. イベントカードの使用 
手札にイベントカードがあれば、このタイミングで1枚使用す
ることができます。目標カードをイベント効果で使用する場合
も、このタイミングで使用します。 

手札のイベントカード＋目標カードの枚数上限（多くのキャラ
クターでは3枚）に注意してください。 

1. ゲームの準備（つづき） 

準備完了時点の図（5人プレイの場合） 

ゲームの開始 
「手番優先度」が最も小さなキャラクターの担当となったプレ
イヤーがスタートプレイヤーとなり、ゲームを開始します。 

以降は、スタートプレイヤーから時計回りに手番を進めますが、
お好みで手番優先度の順でプレイすることにしても構いません。
（たまたま手番優先度が反時計回りに順に並んだ場合など） 
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手番の流れ（つづき） 

c. 移動の実行（つづき） 
路地裏、役所、街の出口以外のすべてのマスには、エリアと位
置を表す数字が描いてあります。また、一部のマスには
「Event」と書かれており、このマスで移動を終えるとイベン
トカードを1枚引くことができます。さらに、一部のEventマ
スには「    」と描かれており、このマスでイベントカードを
引くためには資金を  支払う必要があります。資金を支払わ
ずに、イベントカードを引かないことを選んでも構いません。 

2. 手番の流れ（つづき） 

c. 移動の実行 
キャラクターボードに記載された移動A、移動B、移動Cのうち、
いずれか一つを選んで実行します。 

どの移動を行うか決めたら、「支払」の欄に書かれた分資金を
減らし、「移動」の欄に書かれたマス数分、自分のキャラク
ターコマをルートに沿って進めます。 

路地裏および役所から移動を始める時、各プレイヤーは好きな
ルートを選ぶことができますが、それ以外の場所で別のルート
に移ったり、進んできた道を戻ったりすることはできません。 

路地裏/役所から出る時、 
好きなルートを選べる 

途中でルートを変えた
り、戻ったりすること
はできない 

マスの例: 「Event」と描かれたマスに止まると、
イベントカードを引くことができる。 

このアイコンのあるマスでイベント
カードを引くとき、資金を支払う 

1つ目の数字はエリアを表す。 
エリアの数字が大きい方が前。 

2つ目の数字は「エリア内の位置」を表す。 
数字が大きい方が前。 
同じ数字のマスが複数ある場合もある。 

移動では、役所および街の出口に到達する場合を除き、「移
動」に描かれたマス数を必ず移動します。「移動」に書かれた
マス数より少なく移動することはできません。イベントカード
による移動でも同様です。 

また、一部の移動については、移動後に追加で効果が得られる
ものがあります。この効果は移動後すぐに得られます。 

基本移動や協力者カードによる移
動の一部には追加効果がある。 

ゲーム開始時は、キャラクターボードに記載されている基本移
動の中から1つを選ぶことになりますが、役所の到達以降、協
力者カードを獲得していれば、代わりにその協力者のカードに
書かれた移動を行うことになります。 

※協力者カードを獲得している場合、その種類の移動について
基本移動を行うことはできなくなります。 

図のように、移動Bを強化する協力者を獲得した場合、基本移動Bを行うこと
はできず、基本移動A、移動Bの運転手、基本移動Cから一つを選ぶ。 
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3. イベントカードについて 
イベントカードは主にマスに「Event」と書かれたマスに止まっ
たときに引くことができます。イベントカードには大きく分けて
「イベント」と「即時イベント」があります。 

イベントカード 
通常のイベントカードを引いた場合、その場で直ちに使用して
効果を得てもよいですし、使用せずに手札に加えても構いませ
ん。手札に加えた場合は、その後の自分の手番中に使用できま
す（8ページを参照）。引いたその場で使用した場合も、その
後の手番で使用した場合も、使用したイベントカードは、特別
な指示がない限り捨て札として一カ所にまとめておきます。 

即時イベントカード 
一部のイベントカードには、左上に「即時イベント」と書かれ
ています。このカードを引いた場合、手札に加えることはでき
ず、必ずその場で使用しなければなりません。使用したイベン
トカードは、特別な指示がない限り捨て札として一カ所にまと
めておきます。 

2. 手番の流れ（つづき） 

手番の流れのまとめ 
以上をまとめると、各プレイヤーの手番は次のようになります。 

収入を得る 

移動 

移動の追加効果の発生 
（移動方法による） 

イベント、役所、街の出口 
の効果の処理 

イベントカードの使用(任意) 

移動方法の決定 
コスト支払い 

※ イベントカードでの移動によってイベントマス、
役所、街の出口に到達した場合、それらのマスの
処理もこのタイミングで行う。 

イベントカードには、手札に加えることができる通
常のイベントカードと、即座に使用しなければなら
ない即時イベントカードがある。 

手札枚数の上限とイベントカードの獲得 
各プレイヤーの手札は、ゲーム開始時に配られる目標カードと
合わせて、基本的に3枚が上限です（政治家、パリピは例外）。
手札を上限枚数持っているとき、イベントマスに止まってもイ
ベントカードを引くことはできません。なお、このマスがイベ
ントカードの獲得に資金が必要なマスの場合、資金を支払う必
要はありません。 
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4. 役所でできること（つづき） 

街の出口はプレイヤーが目指す最終地点（ゴール）です。街の出
口に到達した後は、イベントカードや各種能力等によって移動さ
せられることはありません。また、キャラクターの能力も、街の
出口に到達した手番が終わった後は、一部を除き使用できなくな
ります（街の出口でも有効な能力は、p16~18を参照）。 

街の出口に到達した時点での処理 
その時点で街の出口に到達していないプレイヤー全員から、資
金  を奪います（言い変えると、お祝い金をいただきます）。 

以降の手番について 
街の出口に到達した後、ゲームが終わるまでに手番が回ってき
た場合は、①収入を得る、②手札のイベントカードを使用する
（任意）、③イベントカードを1枚引く、の3つを行います。 

4. 役所でできること 
ルート上に2カ所ある役所では、キャラクターの収入を増やした
り、能力を強化したり追加したりすることができます。また、強
盗行為によって即座に資金を得ることもできます。 

役所には移動するマス数が余っていても止まることができます。
これはイベントカードによる移動でも同様です。なお、役所には
必ず止まる必要はありません。 

役所に止まった時は、以下のa、bから一つを選びます。 

a. 収入の増加とカードの獲得 
資金を支払い、収入を増加させることと、強盗行為以外の役所
カード1枚を獲得することができます。 

収入の増加 
資金  を支払うことで収入を+1、資金  を支払うことで
収入を+2することができます。収入を増加させた分だけ、役
所に置いてある収入チップを取り、キャラクターボードの収入
欄に置きます。収入の最大値を超えて増やすことはできません。 

但し、+2できるのは、役所に到達するのが遅かった半数のみ
です（端数切捨て: 3人プレイの時1人、5人プレイの時2人）。 

5. 街の出口でできること 

役所カードの獲得 
役所カードの右上の資金を支払うことで、役所カードを1枚獲
得できます。役所カードには「協力者」と「追加能力」があり、
獲得した協力者カードは対応する移動（A~C）の上に重ねて置
き、追加能力カードはキャラクターボードの脇に並べて置きま
す。同じ移動を強化する協力者カードを複数獲得することも可
能ですが、先に獲得したカードの上に後から獲得したカードを
置くため、先に獲得したカードは使用できなくなります。 

b. 強盗行為 
強盗行為カードが残っていれば、このカードを獲得し、即座に
資金を得ることができます。強盗行為を選ぶことができるのも
各役所につき１人だけです。 

資金を支払い、収入チップを役所
からとって、収入欄に置く。 

役所カードの獲得（つづき） 

資金を支払い、役所カードを受け取る。協力者カードは対応する移動枠の上に、
追加能力カードはキャラクターボードの脇に置く 

収入の最大値に注意 
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7. いろいろな補足 6. ゲームの終了 
1人を除く全プレイヤーが街の出口に到達した時、現在手番を
行っているプレイヤーの手番が終了した時点でゲームが終わりま
す。この時点で、最も資金を多く持っているプレイヤーが勝者と
なります。資金が同じプレイヤーが複数人いる場合、その中で街
の出口に到達するのが最も早かったプレイヤーが勝者です。街の
出口に到達できなかったプレイヤーは、どれだけ多くの資金を
持っていても勝利することはできません。 

なお、複数人が移動するイベントカードの効果により、まれに全
プレイヤーが街の出口に到達する場合がありますが、この時は、
全プレイヤーの中で最も資金が多いプレイヤーが勝者です。 

キャラクターの補足 

特殊能力: 権力と強欲 
補足1: (1)の能力は使用しないことを選んでも

よい。また、自分が使用したイベント
による望まない移動は無効化できない。 

補足2: (2)の能力で複数枚のカードを獲得する
場合、合計分の資金が必要となる。 

補足3: (3)の能力は街の出口でも有効である。 

自分の支配者としての力をより広い世界で発揮するために、街を出ようと考え
た政治家。政治家であっても、むしろ政治家だからこそ、この街のルールに
従って、堂々とカネのチカラで街を出る。 

特殊能力: 怪しいおくすり 
補足1: 役所や路地裏から移動させる時、どち

らのルートを選ぶかは移動させられる
プレイヤーが決めることができる。 

補足2: 役所の1マス手前にいるキャラクターを
(1) の能力で前進させる時、移動させ
られるプレイヤーは役所に止まること
ができる。 

特殊能力: 強制執刀 
補足1: 移動させるプレイヤーと、移動させら

れるプレイヤーがそれぞれ別の他プレ
イヤーの場合のみ使用できる。 

補足2: 複数のプレイヤーが同時に移動する場
合、その内の1プレイヤーの移動のみ
を無効化できる。 

補足3: 対象が十分な資金を有していない場合、
そのプレイヤーの資金全てを奪う。 

「きっと見たことのないような面白いものが外の世界にはあふれている！」と
信じて街を出ようとする科学者。科学者としての腕は確かなようだが、なにぶ
ん自分の（割とひねくれた）興味を優先しすぎるので「マッド」と呼ばれる。 

腕は確かだが、過去にはカネを積まれたことで人に言えないような様々な仕事
を請け負ってきた医者。そんな過去を悔いて、新たな場所で人生をやり直すた
めに街を出ようと決意する。 

7. いろいろな補足 
複雑な処理 

a. 他プレイヤーの手番で役所や街の出口に到達 
イベントカードの効果などにより、他プレイヤーの手番中に役
所や街の出口に到達することがあります。この場合は、他プレ
イヤーの手番中でも、そのイベントカード等の処理が完了した
時点で、役所、街の出口の処理を行います。手番が移るわけで
はありませんので注意してください。 

b. 複数プレイヤーが同時に役所や街の出口に到達 
イベントカードの効果などにより、複数のプレイヤーが同時に
役所や街の出口に到達することがあります。この場合は、その
イベントカード等の処理が完了したら、全員が役所、街の出口
の処理を行います。役所については、手番プレイヤーから時計
回りの順で先着順に処理しますが、街の出口では同着として処
理します（役所では収入の強化、街の出口では未到達のプレイ
ヤーから資金を奪うことについて、効果が変わります）。 

c. 役所や路地裏からの強制移動 
イベントカードや各種能力によって、役所や路地裏から強制的
に移動させられる場合、どちらのルートに移動するかは、移動
させられるプレイヤーが決めることができます。 
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7. いろいろな補足 7. いろいろな補足 
キャラクターの補足（つづき） 

特殊能力: 生きる手段 
補足1: (1)の能力は、イベント使用者自身が資

金を得るか、前進した時にのみ有効。
資金と前進は、イベントを使用したプ
レイヤーの逆を選んでよい。 

    例)イベント使用者→資金、自身→前進 
補足2: 追加能力カードを入手する場合は、(2)

の能力にある追加のコストは必要ない。 
補足3: (1)の能力は、街の出口でも有効である。 

子供らしい無邪気さの裏に隠したしたたかさと強い意志を持って、何とか生き
ている孤児。無防備な大人はカネやメシをくれるカモとしか思っていない。そ
んな子であっても、この街で貧しい子供が生き残っていくのは難しいのだ。 

特殊能力: 金持ちの流儀 
補足1: 基本移動Cでは、移動後（移動コストを

支払った後）の資金を比較する。自身
も資金を得る対象になり得る。最も資
金が少ないプレイヤーが複数人いた場
合、その全員が資金を得る。 

特殊能力: 自由の人 
補足1: コストが必要なイベントマスに止まっ

た場合も、2枚目のイベントカードに
必要なコストは  だけである。 

補足2: イベントマス以外でイベントカードを
得る時には、この能力は使えない。 

補足2: 追加能力カードの枚数には制限はない。 
補足4: (3)の能力は、街の出口でも有効である。 

相続争いに敗れ、多くのものを失った元貴族。今更この街で働くなんてとんで
もない！と、手元に残った現金を持ち、わずかに残った後ろ盾とともに、新天
地への移住を目指す。 

楽しいことが大好きで、騒ぎに敏感で、盛り上がれればそれでいい、というあ
る意味ちょっと危ないやつ。街を出てどうしたいかというよりは、「街を出る
『ゲーム』は面白そうじゃないか！」という単純な理由で混ざっているらしい。 

キャラクターの補足（つづき） 

特殊能力: 働き者 

支配層から搾取され、自分の技術が評価されない生活に嫌気がさした職人。自
分の能力に絶対の自信を持っており、それが正当に評価される環境を求め、街
を出ることを誓った。 

特殊能力: 平凡は幸福 
補足1: 複数のプレイヤーが同時に街の出口に

到達した場合は同着として扱う。 
例)1位-2位-2位（同着）-4位-5位 

特殊能力: 裏工作 
補足1: 基本移動B、基本移動Cともに、自身を

移動させることはできない。 

補足2: 前進させた結果イベントマスに止まっ
た場合、そのプレイヤーはイベント
カードを引くことができる。 

この街の「普通」を幸せと信じて生きてきた、きわめて普通の青年。もちろん
その普通を享受していれば平和に生きていくことができるのだが、いつしかそ
れに疑問を抱いた彼は、「本当の普通」を知るべく、街を出ようと考えた。 

とある組織の任務でこの街の裏側に潜り込んだ、もともとは外の世界の人間。
裏の必要な部分は掌握し、自分の組織とのつながりを作り上げたところで任務
は完了。後はこの街から立ち去るだけだ。 
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7. 能力と効果の一覧と補足 7. いろいろな補足 
各種カードの補足 

ボディーガード（役所、イベント） 
このカードの能力は使用しないことを選んでもよい。また、自分が使用したイ
ベントによる望まない移動は無効化できない。キャラクターボードの脇に置い
たイベントカードのボディーガードは、手札の枚数に含まない。 

ヒッチハイク、タクシー強盗、行動支援者（イベント） 
このカードによる移動でイベントマスに止まった場合、使用者に限りイベント
カードを獲得することができる。また、役所や街の出口に止まる場合に限り、
記載されたマス数よりも少なく移動することができる。 

占い（イベント） 
どちらの効果を得るかは、資金を支払った次の手番の開始時に決定する。キャ
ラクターボードの脇に置いたこのカードは、手札の枚数に含まない。 

幸運な一日（イベント） 
このカードによって得られる収入フェイズ、移動フェイズによって資金  以
上を得たり、  以上前進した場合、貧民街の子供の(1)の能力の対象になる。 

格差社会、決死の行軍（イベント） 
全プレイヤーを2グループに分ける際に、資金が同じプレイヤーが複数いる場
合は、それらはまとめて1人であるかのように考えてグループ分けする。 
例1) 資金が17-17-14-12-10-9のとき、17、14、12と10、9に分ける。 
例2) 資金が17-14-12-12-10のとき、17、14と12、10に分ける。 

足止め（イベント） 
対象のプレイヤーを前進させた結果イベントマスに止まった場合、そのプレイ
ヤーはイベントカードを引くことができる。 

破壊工作（イベント） 
協力者カードの廃棄、もしくは収入の減少ができる他プレイヤーが1人でもい
る場合、必ず行う。すでに街の出口に到達しているプレイヤーも対象になる。 

運命の揺らぎ（イベント） 
キャラクターボードの脇に置かれたボディーガード及び占いについては、イベ
ントカードの山札に戻す効果の対象にならない。 

目標達成による効果/イベント「獲得コスト+○の資金を…」 
この能力によって貧民街の子供が協力者カードを獲得しようとする際も、特殊
能力 (2) の能力の影響を受け、資金をより多く支払う必要がある。 

各種カードの補足 

目標「2人以上の他プレイヤーを後退させる」 
複数を後退させるカードや能力を使用することで達成してもよいし、1人を後
退させるカードや能力を複数回使用することで達成してもよい。 

目標達成による効果「イベントカードを2枚引く」 
この効果では「1枚引いて使用するかどうか決めて、使用する場合は効果を処
理する」を2回繰り返す。また、1枚引いて手札に加えたことで手札が上限に達
した場合、2枚目を引くことはできない。 

目標「後退効果を無効化する」 
ボディーガード等で自身の受けた後退効果を無効化するだけでなく、闇医者の
能力で他プレイヤーの受けた後退効果を無効化することでも達成できる。 
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