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都道府県カード:47枚
Leader（リーダー）カード:1枚
High/Low（ハイ/ロウ）カード:1枚

ゲームの準備

ゲームの進め方

このゲームは

都道府県の人口や面積など、実際の統計を使って遊ぶカードゲームです。
都道府県カードには、各都道府県の指標が ６ つ（総人口、総面積、年平均気温、降水量、小学校数、
交通事故発生件数）書かれています。
自分の持っているカードの都道府県の指標は、日本全体の中で高いのか低いのか予想しながら
楽しく日本にちょっぴり詳しくなることができます。

得点カードとトリック宣言カード、High/Low（ハイ/ロウ）カードを全員から見える位置に置きます。

都道府県カード４７枚とLeader（リーダー）カード１枚の合計 ４８枚をよくシャッフルし、プレイヤー人数に
応じて下記の枚数を手札として裏向きにして配布します。

全員のプレイヤーコマを 1 個ずつ得点カードの ０点のところに置きます。

ゲームの終了

都道府県カードについて

ラウンドごとの得点を加算し、誰かが２０点を越えるか、３ラウンドが終わった時点でゲームは終了です。
得点が一番高かったプレイヤーが勝者となります。

住んでる人の数

都道府県の広さ
（北方領土・竹島含む）

１年間に降った雨の量

総面積

降水量

下向き矢印は少ない方（Low）
１～５番目まで

上向き矢印は多い方（High）
１～５番目まで

セット内容
得点カード:1枚
トリック宣言カード:1枚
プレイヤーコマ　6色　各2個（12個）

トリテジャパン Trick taking Japan 遊び方説明書
セット内容
都道府県カード：47 枚
Leader（リーダー）カード：1 枚
High/Low（ハイ/ロウ）カード：1 枚
得点カード：1 枚
トリック宣言カード：1 枚
プレイヤーコマ 6 色：各 2 個（12 個）

1.ゲームについて
都道府県の人口や面積など、実際の統計を使って遊ぶカードゲームです。
都道府県カードには、各都道府県の指標が 6 つ（総人口、総面積、年平均気温、降水量、
小学校数、交通事故発生件数）書かれています（総務省統計局 2021 年 3 月公開、2020 年
度データ）。
自分の持っているカードの都道府県の指標は、日本全体の中で高いのか低いのか予想しな
がら楽しんで、日本にちょっぴり詳しくなることができます。

2.ゲームの準備
①得点カードとトリック宣言カード、High/Low（ハイ/ロウ）カードを全員から見える位
置に置きます。
②全員のプレイヤーコマを 1 個ずつ得点カードの 0 点のところに置きます。

３.ゲームの進め方
ゲームは、以下の 5 つの手順を 1 回のラウンドとし、このラウンドを繰り返すことにより
進行します。
① 手札の配布
都道府県カード 47 枚と Leader（リーダー）カード 1 枚の合計 48 枚をよくシャッフルし、
プレイヤー人数に応じて下記の枚数を手札として裏向きにして配布します。
3 人 16 枚ずつ
4 人 12 枚ずつ
5 人 9 枚ずつ（3 枚は余りとし、今回のラウンドには使用しません）
6 人 8 枚ずつ
② リーダーの決定
各プレイヤーは、それぞれ自分に配られた手札を他の人から見えないように確認します。
現在ゲームを行っている場所（例：高知市の自宅でプレイしている場合、高知県）の都道
府県カードを持っているプレイヤーが最初のリーダーになります。誰も現在ゲームを行っ
ている場所の都道府県カードを持っていない場合は、じゃんけんなどの任意の方法で最初
のリーダーを決定します（5 人の場合）。
③トリック数の宣言
各プレイヤーは確認した自分の手札をもとに、今回のラウンドで自分が取ることのできる
トリック数を予想し、宣言します。
各プレイヤーは、リーダーの「せーのっ！」の合図によって、同時に、予想したトリック
数と同じ枚数の都道府県カードを裏向きにしてそれぞれの手元に出し、トリック数を宣言
します。予想が 0 トリックの場合、手札を出す必要はありません。
例 1：今回のラウンドで 3 トリック取れることを予想していますから、3 枚のカードを
出して「３」と宣言します。
例 2：今回のラウンドでは０トリックを目指しますから、手札を出さずに「ゼロ」と
宣言します。
トリック宣言カードの宣言した数字の場所にそれぞれのプレイヤーコマを 1 個ずつ置き、
宣言したトリック数を記録しておきます。
その後、宣言に使用した都道府県カードは手札に戻します。
④各トリックのプレイ方法
リーダーは、手札より都道府県カードを 1 枚場に出し、このトリックで比較する指標と条
件（より多いほうが勝利する：High）/（より少ないほうが勝利する：Low）を宣言し、
High/Low（ハイ/ロウ）カードの宣言した面を表にします。
（High/Low（ハイ/ロウ）カードには各指標の平均値が表示されていますので参考にして
ください。）
次に、リーダー以外の各プレイヤーは時計回りに 1 枚ずつ都道府県カードを場に出します。
全員が都道府県カードを 1 枚ずつ出し終わったら、出された都道府県カードを指標と条件
に沿って比較します。リーダーがトリックの最初に宣言した指標について、一番条件に適
う（一番多い、一番少ない）都道府県カードを出した人がトリックを獲得します。、場に
出た都道府県カードを束にして自分の手元に置きます。
（都道府県カードは、自分の宣言したトリック数を獲得できるよう考えながら出してくだ
さい。）
トリックを獲得した人が次のリーダーとなり、トリックを繰り返します。
Leader（リーダー）カードが出された場合は、トリックを獲得した人ではなく、Leader
（リーダー）カードを出した人が次のトリックのリーダーになります。
⑤得点計算
全員の手札がなくなったらラウンドを終了し、得点計算を行います。
得点は最初に宣言したトリック数と、実際に獲得したトリック数によって決まります。
a. 宣言と獲得したトリックが一致した場合、得点は獲得したトリック数の 2 倍となり
ます。
b. 宣言より多くのトリックを獲得した場合、獲得したトリック数が得点となります。
c.宣言より少ないトリックしか獲得できなかった場合、得点はありません（0 得点）。
d.0（ゼロ）トリックを宣言したプレイヤーがトリックを獲得しなかった場合、7 点を
得ます。なお、失敗した場合は獲得したトリック数の点数を失います（0 点よりも下
にはなりません）。
e.各ラウンドの最後のトリックで Leader（リーダー）カードを出したプレイヤーは、
獲得したトリック数にかかわらずそのラウンドの得点は 0 点となります。
得点計算で得た得点を各プレイヤーに加算します。得点カードのコマを動かし、①に戻っ
て新しいラウンドを開始します。

4.ゲームの終了
ラウンドごとの得点を加算し、誰かが 20 点を越えるか、3 ラウンドが終わった時点でゲー
ムは終了です。得点が一番高かったプレイヤーが勝者となります。
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■都道府県カードについて
総人口
総面積
年平均気温
降水量
小学校数
交通事故発生件数
下向き矢印↓は少ない方
（Low）1～5 番目まで
上向き矢印↑は多い方
（High）5 番目まで
都道府県名
都道府県の情報
都道府県のかたち 

ゲームは、以下の５つの手順を１回のラウンドとし、このラウンドを繰り返すことにより進行します。

手札の配布

リーダーの決定

トリック数の宣言

各プレイヤーは、それぞれ自分に配られた手札を他の人から見えないように確認します。
現在ゲームを行っている場所（例：高知市でプレイしている場合、高知県）の都道府県カードを持って
いるプレイヤーが最初のリーダーになります。誰も現在ゲームを行っている場所の都道府県カードを持
っていない場合は、じゃんけんなどの任意の方法で最初のリーダーを決定します（例：５人の場合）。

各プレイヤーは確認した自分の手札をもとに、今回のラウンドで自分が取ることのできるトリック数
を予想し、宣言します。各プレイヤーは、リーダーの「せーのっ！」の合図によって、同時に予想したトリッ
ク数と同じ枚数の都道府県カードを裏向きにしてそれぞれの手元に出し、トリック数を宣言します。
予想が０トリックの場合、手札を出す必要はありません。

各トリックのプレイ方法

リーダーは、手札より都道府県カードを１枚場に出し、このトリックで比較する指標と条件を宣言し、
High/Low（ハイ/ロウ）カードの宣言した面をおもてにします。

得点計算で得た得点を各プレイヤーに加算します。得点カードのコマを動かし、　手札の配布に戻って
新しいラウンドを開始します。

得点計算

例１
３回くらい
　勝てそうだ！

これは１回も
　勝てないな…

High/Low（ハイ/ロウ）カードには各指標の平均値が表示されていますので参考にしてください。

次に、リーダー以外の各プレイヤーは時計回りに１枚ずつ都道府県カードを場に出します。
全員が都道府県カードを１枚ずつ出し終わったら、出された都道府県カードを指標と条件に沿って比
較します。リーダーがトリックの最初に宣言した指標について、一番条件に合う（より多い、より少な
い）都道府県カードを出した人がトリックを獲得し、場に出た都道府県カードを束にして自分の
手元に置きます（同じ数値の場合は、先に出したプレイヤーをより多い/少ないプレイヤーとします）。
都道府県カードは、自分の宣言したトリック数を獲得できるよう考えながら出してください。
トリックを獲得した人が次のリーダーとなり、トリックを繰り返します。

全員の手札がなくなったらラウンドを終了し、得点計算を行います。
得点は最初に宣言したトリック数と、実際に獲得したトリック数によって決まります。

（総務省統計局２０２１年３月公開、２０２０ 年度データ）

（３枚あまります）

３人１６枚ずつ １２枚ずつ４人 ５人 ９枚ずつ ８枚ずつ６人

今回のラウンドで３トリック取れることを予想して
３枚のカードを出して「３」と宣言します。

今回のラウンドでは０トリックを目指して
手札を出さずに「ゼロ」と宣言します。

例２

３

０

Leader（リーダー）カードが出された場合は、トリックを獲得した人ではなく、Leader（リーダー）カードを
出した人が次のトリックのリーダーになります。

宣言と獲得したトリックが一致した場合
得点は獲得したトリック数の２倍となります。

宣言数：３

点６

点５

点０

獲得トリック数：３

宣言数：２

獲得トリック数：５

宣言数：４

獲得トリック数：３

点７
宣言数：０

獲得トリック数：０ 点ー３
宣言数：０

獲得トリック数：３

宣言より多くのトリックを獲得した場合
獲得したトリック数が得点となります。

宣言より少ないトリックしか獲得できなかった場合
得点はありません。

０（ゼロ）トリックを宣言したプレイヤーがトリックを獲得しなかった場合、
７点を得ます。なお、失敗した場合は獲得したトリック数の点数を失います。
（０点よりも下にはなりません）

各ラウンドの最後のトリックで Leader（リーダー）カードを出したプレイヤーは、
獲得したトリック数にかかわらずそのラウンドの得点は０点となります。

おまけ

総人口 都道府県名

都道府県のかたち

都道府県の情報
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遊び方説明書

トリック宣言カードの宣言した数字の場所にそれぞれのプレイヤーコマを1個ずつ置き、宣言したトリ
ック数を記録しておきます。その後、宣言に使用した都道府県カードは手札に戻します。

より多いほうが勝利する：High（ハイ）

より少ないほうが勝利する：Low（ロウ）

１年間の気温の平均値

年平均気温

その都道府県にある小学校の数

１年間に起こった交通事故の件数

小学校数

交通事故発生件数


