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ふこ叩fラ湖南SF咽~~~7~ッ卜で窃頂時す。
三Eポック社のホームページからアダゼ久しをね!

http://www.epoch.gr.jp/ 
(使しょ用"上"のg注"窓ぃ} 

.破隠そ損ん、へ変ゐ川形、などのげ原削因出になりますので.ボードや

カードなどには、無C理Uな切力るを〈加。えないでください.

プレ対イ象人年数齢6:2才人以~上4人 J 
.こ高う品;旦 多た混しヲのiほ品し所8やM直M射h日乙光うが当ぬたるtぼaし所aでの

長鋪ゃ&径は拝わないでください.

ム 3主 意 (ちゅうい)

直
保護者の方へ 必ずお読みください。

・1小5いさな部示。品んがあります。く口ちの刷中、にはt絶hた対いに入いれないでください。ち窒っそ息くなどの危習をほ険んがあります。

<.にいれ早い ・2ご見L飲wの危eげ険んがありますので、 3さ才い宋みS満Rんのお子こ織さまにはt絶fった対いに与耽えないでください。

・遊~そんだa後eとは、 床ゆ"などにU放う芭ちせ守、3さ才い宋み満まんのお子ζ 織o.の手τの届とどかないと所こ，に保"'管pんしてください。

U ζぅ. "ん"んピん 4品。 つ.
飛行機・新幹線・自白などをうまく使って、 7レイ人数:2人-4人
全国各地の「どこでもドラえもんJ (どこドラ)を早く8枚集めよう!

υゅん U 

ゲームの準備
・ボード

①ボードを広げ、平らな場所の上におきます。

※ボードの桑荷l手話て・すので、量虐ゃ通産により、 "そる"ことがあります。

そのときは、平らになるように、手で修正してください。

.どこドラカード{どこでもドラえもんカード}

②全ての「どこドラカード」を裏にしてよく混ぜ、ボードの外にM向きのまま山にしておきます。

※予備力一ド (白) カードゲーム用説明力一ドId:使用しません。

・コマ

③白告がプレイするコマを 1つ益びます。

習室リのコマから1コを、ボー ド左上の「ひみつ道具jレーレツト」のスタートマスにおきます。

これは 「ひみつ盆真ルーレツト尋晶コマ」になリます。

・プレイの!蘭書とスタート地点の決め方

④ジャンケンで1番の人を決めます。以後、プレイの|順番は、時計四リで進めます。

⑤ 1暑のえから、 「どこドラカード」を白の主から1訟だけ取ります。
じ品

そこにきかれている 「どこ ドラ」のマスが、自分のスタート&ゴーJレ地点になリます。
ピゐい'"'JII I:I'...~ 

(つまり、スタートらゴール地点は、全員選う場所になります)

⑥その「どこドラカード」は手元においておき、自分のスタート地点の証拠にします。

(山復、スタート力一ドと咋びます)

このスタートカードは、集める「どこドラカード」にはさめません。

スタート力一ドの他に「どこドラカード」を8枚集めればゴールできます。

⑦自分のスタート地点のマスにコマをおいて、ゲームスタートです。

※「義場融是どこ ドラ」がスタートカードのとき、ボード主には、 そのどこドラのマスが

2~3ヶ所あります。その中のどこからスタート らゴールしてもかまいません。

前えば、益義士ドラがスタートカードのときに、尖最最からスタ トしでも、

最資顧毛岳虐最尖最訟のどのマスにゴーJレしでもe5'Kて・す。

※スタートカードl立白にもどしたり、 f画李に取られることはありません。

「どこドラ」には、その場所でしか集められない「どこドラ」と、数力所で集められる

「義場晶是どこドラ」の2撞識があリます。
H 時ロリ出羽 目白'"・v

どこドラのタイプ (※空、山、 祭、人物、動物、食、水の7タイプがあります。)

」 明 言古r今※日 の語学は、白端ゲームでは企画しまぜん。

名前 主主! 三i士官 どこドラ1'5ゲーム、どこドラカードゲームで鍋します。
。 ，，.-‘・・

イ ラニサ弓ぞテ入卜最時芦作品~tJ"二r C.1え枚)，1五
2004年の夏に下記の (株)小学鑓発行の雑誌12誌上で、

読者の皆様から募集したものです。
凶令制 1.l....t!L. 

2~gコ ~2ミ~~，;? • ~I晃子巳~{えな乍 12安一筈喜
・小学二年生 ・小学三年生小学四年生小学五年生

~r学六年呈 めばえ ・品企薗.手習品在菌 -てれぴくん

※イラストコンテスト最盛芳持品の、 骨量品最是グツズ

lま商品「ヒされておりません。 (2005年1南講を)
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ゲームスタート

③場にある「どこドラカード」と同じマスや、「駅」

「空港Jr港」は、サイコロの自の数があまっても、

ストップできます。

同和白 II>/l t>') 

※ 『北海道~++Ii'青森』 は

ルートがつながっています。いど会 .< 

1マスの移動として数えます。
④サイコロで「ひみつ道具」が出たときは、

「ひみつ道具ルーレツトマス」と同じ指示です。(5ページ参照)

⑤f告示lこt[ったら、自発の曇l立桑わリです。茨のプレイヤーにil菌暑が誇ります。



【謹時計】 【わすれトンカチ】

持ってい否どこドラカードが無ひときは、 1固休みです。

スタートカードは、もどしまぜん。

【台風発生器】

場にあミ53~宣のどこドラカードだけ、 山の下にもどします。

手持ぢの力一ドは、もどしません。

【室長でジャンケン】

一番負けた人が、どこドラカードを待っていなし、ときは、その人が1回休みになります。

スタートカードは渡しまぜん。このとき、-i番勝った人は、なにもありません。

【ねがい星】

場から 1紋もらったら、山の上から1校めくって場に加え、 3枚にします。

"い
〈もうt固サイコロをふ奇〉

・もう一度サイコロをふり、出た目の数Tごけコマを進ませ、止まったマスの指示に従います。

〈どこドラのマス〉
【替の「どこドラカード』と同じマスのとき】 [関空安 // 

.数があまってもス トップすることができます。 !必"，.... 一一--'"哩〆

ろト叫たら、場におかれている、マスと P1 4gム/
角じ 「どこドラカード」がもらえます。 古:...~ ~I ~/~-::~T:密室ー

よ 品、ζ .，. ，. J ほと~

※このように湯の 「どこピラ力一ド」が減ったら 議長ぁ初と~":;J_.""'?ダ ブリ

山史上からよ枚めく2、宅tlどこドラ力 ド」 偽じfどこド:J1員説話y，t 
に加えて3枚にし、次の目的地となります。 喝事堂っても 4L.

【めく§れている『どこドラカードJと益ラマスのとき1 .ストツヲてきるよ1

.何もあリません。指示の無いマスになリます。

『馴n[j'港n[j'空港』回、ザイコロの獄が余ってもストッ~ëi舌 ! 
曙事Rkfdし、説議議・晶・紛議1こ義吾ときだけで恕~1:.jJ
也己記 ※柔らないときは、指示の索。舗のマスと白じです。 司主宰V

〈駅・港マス〉
・もうこ虐サイコロをふリ、桑れるかどうかチャレンジします。四回圏が畠れば、表の

晶・選(議議の英)のマスに移動できます。移晶したら、白誌の暑はそこで会わリです。

・回目回のときは、念品することはできまぜん。自発の拳はそこで金わリです。

宵駅・港マスに止まってい否ときに、自分の番になったときは、「乗る(チャレンジする )!Jか、

「柔らない()レートを孟む)!Jのどちらかを量量してから、サイコロをふってください。

〈空港マス〉
.チャレンジのしかたは、く駅 ・港マス〉と同じです。 図図が出れば、他の好きな空港

に移動できます。移動したら、自分の番はそこで終わリです。

※サイコロをふってか§、乗吾かどうかを決めてIctいけません!

ゲームの終7と勝敗
二番単<8訟の『と.こドラカード』を長め、白告のスタートマスにもとづたフレイヤー

の幡純です。 2岳山宇l草、集めたと.こドラカードのi盈で朱めます。

※ゴーJレは、サイコロの自の数があまっても止まることができます。

※集めたどこドラカードの種類は、勝敗には関係ありません。

※自分のゴールに止まっているときに、力一ドが8校そろっても、勝ちになります。

必要なもの :どこ ドラカード66絞・ はん町山

どこドラカードゲーム蓋び芳カード①~③ プレイ人掠:2人
tJ' It ~き たいロん

どこドラのタイプで勝ち負けを決める、対戦ゲームだよ!

シンクil"エリア・ルール
①カードの中から、好きな地方を1地方選びます。相手と同じ地方は、選べまぜん。

(イラストコンテスト・売場限定カードも、それぞれ1つの地方とします。)

②その地方の力一ドの中から、 5校選びます。

ただし、5校の力一ドの合計レベルが、20以内にな否ように選んでください。

5枚の合計レベルが21以上になってはいけません。

(レベルは、カードの右上に、 LV_と曾いてあミ5数字です)

③ウラ向きのまま、カードをよく切って、手元においてください。

④手元のカードの上から、相手に見えないように2紋手に持ち、どちらか1校を

『どこ ドラ、ドン !~ の合図で2人同時に出して、 相手に見ぜます。

⑤カードの左上に錨いであるタイプを比べて、強い方が勝ちです。

タイプの強さは、遊び方力一ド②に響いてある 『カードレベル一覧表』を見てください。

ー「

-ー

必要なもの どこドラ力一ド66校・
どこドラ1もゲーム益び芳力rド フレイ人数:2人以上

分のどこドラカードをどんどん出していき、しVの数の合計が li'10.JJに

い方が勝ちなんだ!でも、 li'11.JJ以上にな否と負けになるから、気を付けてね。

「どこドラカード」を議向きのままよくまぜ、全員に3枚ずつ配リます。
のこ 同 I;':~ 

残リの「どこドラカード」は山にして、じゃまにならない所においておきます。

1蓄の人を決めます。以後、プレイの順番は、時計図リで進めます。

ら|順番に、山から1校めくリ、自分の前に表にしておきます。

』きたら、自分が表にして場に出した 「どこドラカード」のLVを見ます。

そして、手持ちの3絞の「どこドラカード」の中から好きな 「どこドラカード」

( 足して W 1O~ に近づけ否ような 「どこドラカー ドJ )を1枚選び、表向きにして

カードのとなリにおきます。

※w向きにするのは、棺手に、いくつになるのか、わからないようにするためです。

※手持ちのどのカードを足しても i11J以上になってしまうときは、場の1枚の力一ド凶，. " で じ 品 .，- こう帖

だけで勝負するか、場に出ている自分のカードを、 1回だけ交換できます。
"'̂' LI '"品 開山 間 叫

交換のしかたは、場の自分カードを山の下にもどし、山の上から1枚ひいて、

表にして自分の場の力一ドにします。

※それでも i11J以ょになってしまうときは、 場の1枚の力一ドだけで勝負します。

に出している2校の 「どこドラカード」では勝てないと患ったら、1番の人から

、山の上から 「どこドラカード」を1枝、表向きにして足します。

※ 「どこドラカードJIまし〉を足して r10Jをこえないかぎリ、山から何枚でも足す

ことができますが、 i11J以上になったら、そこでストップし、もう山から足す

ことはできません。白晶誌に負けとなります。
拙 時 的 宮 島 田舎 判 ば

※同じ 「タイプJ (山、祭など)力、 「地方J i売場J rイラストコンテスト」の
百 嗣」 山.::~ 11い"'̂''1l' " .t"~い日

いずれわが、3枚続いたら、「嵐」となり、しVの合計に関係なく、超最強 (10より強い)
n"，.e< 

となります。 (連続していないときはダメです)

③それぞれ、場に出されたこの 「どこドラカード」で勝負するかを確認します。

これで幅員す否鳴きは、品目》に義向きになっておかれてい否 「どこドラカードJ1訟を

表にし、自分が出した全ての「どこドラカード」のしVを足します。

合計の霊堂が大きし、プレイヤーの目指ちです。 (W11 ~ 以上は負けです。)

※全員 i11J以上になったときは、引き分けです。

l 【鴎ちのとき】

場に出されている全ての 「どこドラカード」がもらえます。これが勝ったポイントになリます。

※勝ちが2人以上のときは、ジャンケンで決め、勝った人が全てのカードをもらえます。

※もらったカ ドは、事舟ちに茄えてはいけません。

【負けのとき】

場に出した力一ドを全て取られてしまいます。

【引き分け】

誰のポイントにもなりまぜん。場に出ている「どこドラカード」は、ゲームには使わ

ないので、じゃまにならない所におきます。

品開I;~' 1:む〈。

分の「どこドラカード」の山から1校手持ちに加えます。(常lこ3紋持ちます)

ゲームスタートの①から、くリかえしプレイします。

「主子ド三百ード」の内ゲ堤くなっヰ号ゲーム終1"y:す。
※勝負の途中のときは、山の代わりに手持ち力一ドを無くなるまで足して、勝負を決めます。

※①のときに、人数分のカードを湯におけないときは、そこで終了し、誰のポイントにもしまぜん。

ポイントとして取った 「どこドラカード」の枚数が多いプレイヤーの勝ちです。

⑥お互いに同じタイプで、 『あいこ』のときは、もう1校カードを出します。

この時に、 強い力一ドを出した方、または、水タイプを出した方が勝ちです。
じ 品

勝った方は、相手と自分のカードを、手元におきます。
附 臨苫

※『あいこ』のときは、水タイプが1番強い力一ドになります。

詳しくは、遊び方力 ド②・③をご覧ください。

⑦2校目も、『あいこ』のときは、さらにもう1校出します。このようにして、どちらかが

目指つまで、カードを出し続けます。出すカードが無くなったら、引き分けて・す。

⑧5校全部のカードを出し終わって、勝った回数が多L¥]ヲが目指ちです。

タフルエリア・ルール.2つの地方のカードの中から、 10被選んで

プレイします。 一一一一一一一お客桜へ一一一一一一一
ζのø: 1;:. . r.H: ~W.E:お買い上げいた~.まして"にhυがとうござい来す

ただし、10校の合計レベルは40以内までです。 ~祉でI三より食い関ß.，ヨ倍付するために。官官に研ヌ改良~Qこ'"'てい携す.

そのためとt盆ロットにより多少佐11!Jl7tf.よる喝合がございますのでご7糸

10枚全部の力一ドを出し終えて勝負を決めます。1<ださいー

それ以外の遊び方は、シンクルエリア ・ゲーム
品開には万全.則レてい，すが!万ーお気づ.の~"ござい，レた b 下Eとまで

ご連絡"ささい

と同じです。

※ただし、中部地方と、イラストコンテスト|立、

他の地方と合わせなくてもOKです。

(例えば、 “中部 VS北海道+東北'など)

〒300-4193琵械県新治郡新治初版沢3647番5

(株)エポック社 お客織サービスセンター
TEL 029-862-5789 

(常信省幹号r;tM迎いのはいよう.よ〈ほかめてからおかげ〈ださい)

["~受付附問]月~金曜日{彼 ~8金除()101.\-12叫.市町~げ制


