
　　　　      　　ゴシップアンドザシティ
                     3~5 人 /10 歳～ /20 分

プレイヤーはフリーの記者となり、セレブ達のゴシップ
を集めます。他プレイヤー達とゴシップネタの交換をし
つつ、よりよいネタを揃えて大儲けを目指しましょう。

しかし、せっかく集めたゴシップもはっきりした証拠を
おさえておかないと事務所に揉み消されてしまうので注
意が必要です。場合によっては、ゴシップだけではなく
貴方自身が消されて、ゲームから脱落してしまうことも
ありえます。

脱落せずに、誰よりも VP と呼ばれる点数を稼いだプレ
イヤーが勝利します！

【内容物】
 初期カード   5 枚

　

　

 ゴシップカード　55 枚
　Wアイコンカード ５色 各 2枚　 “0” ～ ”7” カード  5 色各 1枚　

　3シールドカード  2 枚　2VP カード 3 枚

　

トレードチップ　15 枚

　　　　9枚  　　　　3枚 　　　　3枚

 順位チップ　10 枚
　
       　　　　    5 枚              　　　　　5枚

 
説明書　1部

【ゲームの準備】

①ゴシップカード ( 以下カードと呼びます ) をよく
　混ぜ、裏向きで山札にします。
②山札から、3人プレイ時は 5枚、4人プレイ時は
　3枚を抜きます。これらのカードは今回の
　ゲームで使用しません。5人プレイ時はすべての
　カードを使います。
③山札から各プレイヤーにカードを配ります。4人
　プレイ時は 10 枚、3人 /5 人プレイ時は 9枚ずつ
　配ります。カードは他プレイヤーに内容を
　見られないように持ち、手札とします。
④初期カードをランダムに各プレイヤーに 1枚ずつ
　配ります。残った初期カードは今回のゲームでは
　使用しません。配られた初期カードは自分の前に
　表向きで置きます。これは各プレイヤーが最初
　から獲得しているゴシップであり、ゲーム中に
　獲得するカードも同様に並べていきます。
⑤トレードチップを裏向きにしてよく混ぜ、山札の
　隣に置きます。
⑥順位チップは種類別に分け、テーブルの端に
　置きます。
⑦最近ゴシップ雑誌に載ったプレイヤーから最初の
　手番を始めます。

3人プレイ時は、以下の準備を最初に行ってください。

・5色のうち任意の 1色の初期カード、ゴシップ
  カードをすべて取り除きます。  これらのカードは
  今回のゲームでは使用しません。
・3シールドカード 1枚を取り、ダミープレイヤー
  としてテーブルの中央付近に置いておきます。
  このカードを、以後  ヴンシュン記者と呼びます。

◆交換するカードを出したプレイヤー
親が選んだカードを出したプレイヤーは、代わりに
手番カードとその上に載ったトレードチップを受け
取ります。
親同様、受け取ったカードは表向きのまま自分の前
に並べます。
トレードチップは自分だけが表側を確認した後、裏
向きにして自分の前に置いておきます。

◆それ以外のプレイヤー
それ以外のプレイヤーは、自分が出したカードをそ
のまま受け取り、表・裏の向きを変えずに（つまり
親にめくられていれば表向きのまま、めくられてい
なければ裏向きのまま）自分の前に並べます。
表向きのカードで、既に並んでいるカードと同色の
場合、同じ列に並べると良いでしょう。
裏向きのカードの場合、裏向きのカード専用の列を
作ると良いでしょう。

3人プレイ時の交換について
3人プレイ時のみ、親は手番カードを直接獲得する
ことができます。
通常通り他プレイヤーが手札からカードを伏せた後
で、左隣のプレイヤーのカードをめくる前に、手番
カードの獲得を選択できます。
手番カードを獲得する場合、親はトレードチップを
獲得することはできません。
手番カードの上に載ったトレードチップは、裏向き
のままヴンシュン記者の上に載せます。
親以外のプレイヤーは、通常通り自分が出したカー
ドを裏向きのまま受け取り、自分の前に並べます。

（裏面）

1位用　　　　　　　　　　　　　　　     2位用

【カードの見方】

山札

トレードチップ

交換について
交換が成立した場合、以下のように各プレイヤーが
1枚ずつカードを獲得します。

◆親
親は交換するカードを受け取り、表向きのまま自分
の前に並べます。既に並んでいるカードと同色の場
合、同じ列に並べると良いでしょう。

準備の図

注意
・手番カードとの交換は直前にめくったカードとのみ
   行えます。次のプレイヤーのカードをめくって
   しまった場合、さかのぼってそれ以前にめくった
   カードと交換することはできません。
・親は時計回りで最後のプレイヤー（親の右隣の
   プレイヤー）のカードまでめくった場合、必ずその
   カードと交換しなければいけません。
・4人 /5 人プレイの場合、親が直接手番カードを獲得
   するようなことはできません。
・自分の前に裏向きで置かれているカードやトレード
   チップは、自分だけはいつでも内容を確認できます。
・序盤、交換に出すカードや自分が集めたい色がわか
   らない時は、相手や自分の初期カードを目安にする
   のも良いでしょう。それぞれ異なる色のアイコンを
   １個獲得した状態でゲームを開始しているのです
   から。逆に言うとそれ以上の意味は無い為、無理に
   初期カードの色を集める必要はありません。

アイコン
ゴシップネタの情報量を表します。各色ごと
に異なるものが1個か2個描いてあります。

イラスト
各色のセレブと、そのセレブの隠す
ゴシップが、影で表されています。

数字
ゴシップネタ
の信憑性の高
さを表します。
0～7まであり
ます。

シールド
プレイヤーの
セキュリティを
高めてくれます。
付いていない
カードもありま
す。

【ゲームの手順】
プレイヤーは時計回りの順で親となり、手番を行いま
す。親は、山札からめくられる手番カードといずれか
のプレイヤーの出したカードを交換します。
山札の最後のカードが交換されるまで、以下の手番を
繰り返します。

①親は山札からカードを 1枚めくり、山札の隣に
　表向きで置きます。これを手番カードと呼びます。
②手番カードの上にトレードチップを 1枚、裏向きの
　まま載せます。
③親以外のプレイヤーは、自分の手札からカードを
　1枚、自分の前に裏向きで伏せて出します。
④親以外のプレイヤー全員が手札からカードを伏せた
　後、親は時計回りに他のプレイヤーの伏せたカード
　を確認していきます。
⑤親はまず左隣のプレイヤーのカードをめくり、公開
　します。公開されたカードを見て、親はそのカード
　と手番カードを交換するかどうかを判断します。
⑥交換する場合、下記の 交換について の項目を参照
　し、各プレイヤーが 1枚ずつカードを獲得します。
⑦交換しない場合、時計回りで次のプレイヤーの
　カードをめくり、公開します。以後、交換する
　カードが決まるまで、同様に時計回りでカードを
　めくっていきます。
⑧交換が成立し、各プレイヤーが 1枚ずつカードを
　獲得したら手番は終了となります。時計回りで次の
　プレイヤーが親となり、手番を行います。

（裏面）

（裏面）

順位チップ



【ゲームの終了と順位チップの獲得】
3人プレイ時は 4回 /4 人プレイ時は 3回 /5 人プレイ
時は 2回ずつ親を行い、山札の最後の 1枚のカードの
交換が終わったらゲーム終了となります。
各プレイヤーの残った 1枚の手札は使いませんので、
獲得したカードと混ざらないよう、脇によけておきま
しょう。

まず、各プレイヤーは獲得している裏向きのカードを
めくって表向きにします。同色のカードがあれば同じ
列に並べましょう。

その後、各色ごとに順位チップを受け取るプレイヤー
を決定します。
各プレイヤーは色ごとにカードの数字を合計します。
各色ごとに、数字の合計が 5以上あり、かつその色
のアイコンの数が 1位のプレイヤーが 5VP、2位のプ
レイヤーが 3VP の順位チップを得ます。
複数のプレイヤーのアイコン数が同じ場合、単独でよ
り数字の高いカード ( 合計ではありません ) を持った
プレイヤーが優先されます。

注意
・ある色の数字の合計が 5以上あるプレイヤーが
   1 人しかいなかった場合、そのプレイヤーが 5VP の
   順位チップを受け取り、3VP の順位チップは誰も
   獲得できません。
・ある色の数字の合計が 5以上あるプレイヤーが
   1 人もいなかった場合、その色では誰も順位チップ
   を獲得できません。

3人プレイ時のシールドについて
3人プレイ時では、各プレイヤーに加えて、中央に
置いたヴンシュン記者のシールドも、1人の
プレイヤーとして数えます。
ヴンシュン記者に最初から付いている 3個に、
ゲーム終了時にヴンシュン記者の上に載っている
トレードチップのシールドの数を足してください。
通常、シールドの数がもっとも少なかった
プレイヤーが脱落しますが、ヴンシュン記者の
シールドが他プレイヤーと比べてもっとも
少なかった場合は、誰も脱落しません。
シールドの数がヴンシュン記者と同数で最下位に
なったプレイヤーがいた場合、そのプレイヤーは
脱落となります。

手番の例
①キャリーの手番です。キャリーは親となり、山札
　から手番カードを 1枚めくり、その上にトレード
　チップを 1枚載せます。他のプレイヤーは手札
　から 1枚ずつカードを伏せて出します。

山札
トレードチップ

キャリー

シャーロット ミランダ

サマンサキャリー
親

②親のキャリーは、まず左隣のシャーロットの
　カードをめくります。そのカードは特に欲しい
　ものではなかったので、キャリーは続けて
　ミランダの伏せているカードをめくりました。

キャリー

シャーロット ミランダ

サマンサキャリー
親

いらない 次をめくる

キャリー

シャーロット ミランダ

サマンサキャリー
親

欲しい！！

③この時点でシャーロットが出していたカードは彼女
のものとなり、表向きのままシャーロットの前に並べ
ておきます。キャリーはミランダのカードを気に入っ
たため、そのカードを獲得することにします。

親に選ばれなかった
カードは自分が獲得

④ミランダが出したカードはキャリーのものとなり、
　彼女の前に表向きで並べられます。
　代わりに今回の手番カードと、その上に載った
　トレードチップはミランダが獲得します。ミランダ
　は手番カードを表向きのまま自分の前に並べます。
　また、彼女はトレードチップの内容を確認し、
　裏向きのまま獲得したカードの脇に置きます。
　もう 1人のプレイヤー、サマンサの伏せていた
　カードは、親のキャリーにめくられませんでした。
　サマンサは伏せていたカードを裏向きのまま獲得　
　し、自分の前に並べます。
　こうして、それぞれが 1枚ずつカードを獲得したら、
　時計回りに手番が移り、次はシャーロットが親と
　なります。

キャリー

シャーロット ミランダ

サマンサキャリー
親

めくられなかったカード
は伏せたまま獲得獲得したカードと同

じ色を既に持ってい
る場合は重ねて置く

手番カードと
トレードチップを獲得

順位チップの獲得の例
赤のカードの順位チップの獲得において、

キャリーは 　5と　　0
シャーロットは　 3、　 1、 　　0
ミランダは　 6 と　4
サマンサは 　7と　0
のカードを持っています。

この場合、　　アイコンの数が一番多いのはシャー
ロットですが、残念ながら赤のカードの数字の合計
が 5に達していないため、彼女は対象外となります。
他のプレイヤーは全員数字の合計が 5以上です。
その中でもっともアイコンが多いキャリーが 1位と
なり、5VP の順位チップを得ます。
残るミランダとサマンサはアイコンは同数ですが、
単独でより数字の高いカードを持っているサマンサ
が 2位となり 3VP の順位チップを得ます。

【シールドの確認と勝者の決定】
順位チップの獲得後、各プレイヤーは獲得している
トレードチップをめくって表向きにします。
獲得したすべてのカードとトレードチップに表示
されているシールドを数えます。
シールドの数がもっとも少なかったプレイヤーは、
不慮の事故に遭い、ゲームから脱落してしまいます！
シールドの数がもっとも少ないプレイヤーが複数い
る場合、その全員が脱落となります。

脱落していないプレイヤーの中でカードと各チップ
の VPを合計して、もっとも多くの VPを集めている
プレイヤーが勝者となります。
同点の場合、その中でシールドの数がもっとも多い
プレイヤーが勝者です。
それも同点の場合は、勝利を分かちあいましょう。

注意
・ゲーム終了時、全プレイヤーのシールドの数が同じ
   だった場合、全員が脱落となります。
   勝者はいませんので、もう一度プレイしましょう!

1枚めくる

まずめくる
次の親

        問い合わせ先：　  
         http://hrb.tokyo/
          info@hrb.tokyo
    Twitter:@hallerockboy
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