


Deadwood 1876では、手札の銃を使って他プレイヤーと金庫を奪い
合います。金庫カードにはバッジ、金、最終決闘用の銃が含まれていま
す。ゲームの終わり間際では、バッジを持つプレイヤーが追加の手番を
得ます。 最後の手番の後、最も金を持っているチームが最終決闘に進
出します。最終決闘では、金庫カードと手札の銃を使って、チームメイト
とお互いを殺し合います。 生き残った最後の人が勝者です！

3つの施設タイルをプレイエリアの中央に三角を描く様に置きます。
(2～3人プレイの場合、Grand Central Hotelを除去し、残りの2つの
施設のみ使用します。）

各プレイヤーはキャラクターを選択し、それぞれ対応する色のスター
ポーンを取ります。これらのスターを全て布袋に入れます。未使用の
スターは箱に戻します。施設の「Gem Theatre」から始めて時計回り
に、スターを布袋から引いて1つずつ施設に配置していきます。自分
の色のスターはゲーム中、自分自身を表します。（4人プレイの場合、
ゲーム開始時にGrand Central Hotelにはスターを置かないで下さ
い。ゲームが進行するに連れてそこに行くことはできます）

デッドウッドカードをシャッフルして、各プレイヤーに裏向きで4枚ずつ
配ります（8人または9人プレイ時では各プレイヤーごとに3枚）。
各プレイヤーは自分のカードは見ることができます。残りのカードは
プレイエリアの中央に裏向きで置き、山札とします。

表に銀色の線が入った5枚の金庫カードを探し、箱に戻します。
残りのすべての金庫カードをシャッフルします。プレイエリアの中央に
これらのうち3枚の金庫カードを裏向きに重ねて置きます。
（8人または9人プレイの場合は2枚のみ）
各プレイヤーに金庫カードを裏向にして2枚配ります。残りの金庫カー
ドは見ないように箱に戻します。今回のゲームでは使いません。

このゲームに慣れたグループでプレイするなら、ステップ4で
銀色の”謎の”金庫カードを混ぜることができます。
この上級ルールの詳細は14p参照して下さい。

サウスダコタ州のブラックヒルズには金塊があります。 あなたはそれを
自分の取り分として見つけようと（あるいは盗もうと）しています。 あなた自分の取り分として見つけようと（あるいは盗もうと）しています。 あなた
とパートナー達は、デッドウッドの3つの重要な場所の1つをそれぞれ占
拠しており街の金庫にある金塊を略奪する計画を企てています。 しかし、
あなたは "仲間"が秘密裏に拳銃を隠し、抱えこんでいる事に疑問を持っ
ています。 なぜ？ 彼らは最後の大決闘でそれらを使用し、金塊を独り占
めするつもりでしょう。あなたは、背後から仲間に撃たれる前に返り討ち
にする準備はできていますか？

木製の施設タイル 3枚 木製スターポーン 9個

木製ダイス 10個

キャラクターカード 9枚 布袋

金庫カード 25枚 デッドウッドカード 50枚

リファレンスカード 2枚



全プレイヤーは自分の2枚の金庫カードを確認し、1枚選んで左隣
のプレイヤーに裏向きで渡します。全プレイヤーはカードを確認し、
新しい金庫カードのセットをシャッフルして自分の前に一列に裏向
きで置きます。

各プレイヤーは黒いダイスを振ります。
最も高い値のプレイヤーがスタートプレイヤーとなり、時計回りに手番を続けます。

あなたの手番で、自分の手札からデッドウッドカードを1枚
プレイします。それは、カードの下半分の特殊アイテムとし
て　　　上半分の銃のどちらとしても使用することができ
ます。

特殊アイテムを使用する場合は、カードの指示に従ってください。

強奪 ： 強奪で、あなたは他プレイヤーから金庫を盗むことが出来ます。
あなたの手札の銃を対象プレイヤーの金庫カード1枚の前に表向きで
置いてください。防御側は防御のために自分の手札から銃を1枚プレイ
しなければなりません。あなたと防御側はそれぞれの銃に対応したダイ
スを同時に振ります。引き分けの場合、再度ダイスを振り直します。

あなたが高い数値なら、金庫を盗むことに成功します。盗んだ金庫カ
ードを誰にも見られないように確認して、あなたが既に所持している
金庫カード全てとシャッフルし、あなたの前に再び裏向きに一列に置
いてください（デッドウッド3原則に注意してください）。防御側が勝利
した場合、金庫は守られ何も起こらず、シャッフルも行われません。

決闘 ： 決闘に勝利すると、スターポーンを移動させる事が出来ます。
あなたの手札から、銃を他プレイヤーのキャラクターカードの前に表向
きで置きます。防御側は、自分の手札から銃を1枚プレイしなければなり
ません。あなたと防御側はそれぞれの銃に対応するダイスを同時に振
ります。引き分けの場合、ダイスを振り直します。あなたの方が高い値な
らば、防御側プレイヤーとあなたのスターの位置を入れ替えます。
あなたが自分と同じ場所にいる誰かに攻撃して勝利した場合、場所をあなたが自分と同じ場所にいる誰かに攻撃して勝利した場合、場所を
入れ替える代わりに、あなたが選んだ別の空いている施設に相手を移
動させます（施設の人数制限は下記の表参照）。
防御側が勝利した場合、何も起こりません。

ホルスター：他の特殊アイテムとは異なり、
ホルスターは、誰かが強奪や決闘でダイスを振る
前、自分の手番外でプレイすることができます。

あなたが攻撃側、防御側のどちらでもないのなら、
自分の手札のホルスターを渡してどちらかを助ける自分の手札のホルスターを渡してどちらかを助ける
ことができます。ホルスターを渡されて援助された
プレイヤーは自分でプレイした銃に対応したダイス

と、受け取ったホルスターに対応したダイスを
振り、その両方のダイスの合計がスコアとなります。
各プレイヤーは1度に1つのホルスターしか使用

できません。あるプレイヤーが複数のホルスターを
受け取った場合、そのうち1つを選択して、受け取った場合、そのうち1つを選択して、

他のものは所有者に返します。

施設の人数制限
施設
施設
施設

強奪または決闘を行うことができます。

もし必要なら10p以降が各アイテムの詳細となっているのでご確認ください。



手番が一周した後

バッジラウンドの後

最後の手番の後

全プレイヤーが1度手番を行い、最後のプレイヤーが手番を終えて一周す
る度に、強盗が行われます。 全プレイヤーが見えるように、テーブル中央の
重ねている金庫カードを1枚公開します。各プレイヤーは手札から銃を1枚
プレイし、全員同時にそのダイスを振ります。もっとも値の大きい勝者はそ
の金庫カードを受け取り、他の自分の金庫と一緒にシャッフルして裏向き
に置きます。引き分けの場合、勝者が決まるまでダイスを振り直します。
プレイされた銃は捨て札にし、各プレイヤーはカードを1枚引きます。
そして同じ様にまた時計回りに手番を続けます。そして同じ様にまた時計回りに手番を続けます。

最後の強盗の後（中央の金庫カードが無くなった後）、各プレイヤーはもう
1周手番を行います。 つまり合計で、各プレイヤーはゲーム中4手番を行う
事になります（8-9人プレイでは3手番）。

ヒント：

必要であれば、最初のプレイヤーと最後のプレイヤーの間にゲームボックスを置き、最後のプ

レイヤーが手番を終えるたびに強盗が発生するのを忘れないようにしておいてもよいでしょう。

最終決闘に勝ち進んだ全プレイヤーは同時に手札からカードを
1枚プレイします。各プレイヤーは、プレイした銃に対応したダイス
に加えて、金庫にある全ての最終決闘用の銃に対応したダイスを
振ります。合計が最低値だったプレイヤーはキャラクターカードを
裏返し、灰色の面にしなければなりません。引き分けの場合、プレ
イヤーは再度ダイスを振ります。

最終決闘では、全てのカードは銃としてしか使用できず、以前の
様に各ダイスロールの後カードは補充しません。デッドウッドカー
ドを使い果たした後に複数のプレイヤーがまだ生きている場合、
彼らはそれぞれ最終決闘に使ったカードを全て手札に戻し、戦い
を続けます。(その為あなたの近くにカードをプレイし、それらを捨
て札にしないで下さい。) 最終決闘中、各ダイスロール時には毎
回あなたの最終決闘用の銃も追加して下さい！

あなたがダイス値が最も低かった場合、
キャラクターカードを裏返します。

この状態でそれがもう一度起こった場
合、あなたはゲームから脱落します。

最後の強盗の後の、最後のプレイヤーが手番を終えた後、プレイヤーは1枚
ずつ所持しているバッジを公開し、そのバッジの種類に従って追加の手番
を行います。バッジは以下の順番に公開されます：

所有者は行動しなければなりません。 バッジが公開されなかった場合、
そのバッジは誰も持っておらず、スキップされます。

山札がなくなった場合、捨て札をシャッフルして
新しいデッキにします。



強盗や強奪で金庫カードを受け取った時のみ、金庫をシャッフルする
ことができます。金庫カードは常に裏向きにし、同じ位置に並べて置
かなければなりません。あなたの金庫の1つが攻撃されている場合を
含め、いつでもあなた自身の金庫カードを見ることができますが、
うっかりそれらを他プレイヤーに見られないようにして下さい。

あなたの金庫カードや手札のカードを他プレイヤーに決して見せて
はいけませんが、チームメイトや敵に、言葉でものを伝える事は自
由です。コミュニケーションや偽言は推奨されています。

プレイヤーは最大3枚の金庫カードを持つ事ができます。 プレイヤー
が3枚の金庫を所有していて、強奪または強盗を経て4枚目の金庫
を受け取った場合、直ちに任意の1枚を選び、金庫が最も少ないプレ
イヤーに（複数いる場合はどちらかを選ぶ）手渡す必要があります。
このとき金庫を無料で受け取ったプレイヤーは、金庫カードを混ぜず
に列に配置するだけです。バッジラウンドが始まると、この枚数制限
はなくなります。

このゲームは、チームワークと自己利益のバランスで構成されていま
す。 プレイヤーがデッドウッドカードとバッジを使用してチームのための
金を得る事に全力を費やした場合、彼は最終決闘でチームメイトと戦
う際に無防備となるでしょう。しかし、プレイヤーが最終決闘用の銃を
求めて金庫に集める事に終始した場合、彼のチームは最終決闘に進
出する為の十分な金を得られません。あなたのチーム(場所)の誰かが
金を集めることに協力的でない場合、彼はおそらくあなたの金を踏み
台にして最終決闘に進出し、あなたを倒すつもりです。ある時点でパー台にして最終決闘に進出し、あなたを倒すつもりです。ある時点でパー
トナーを攻撃、ブラフ、または脅迫などをして、この場所に残すか、追放
する必要が出てきます。

プレイヤーには数少ない手番しか用意されていません。そのため他プレ
イヤーが彼らの金庫について何を話し、何をしているのかを観察し、同
盟者とコミュニケーションをとる事で手がかりを集める事が重要です。
あなたが金をあまり持っていない場合は、馬を使うとよいでしょう。
または最後の手番で決闘を行い、金で満たされている別の場所に移動
し、最終決闘に進出するとよいでしょう。金をたくさん持っているプレイ
ヤーを獲得したり、何を考えているかわからないパートナーを取り除く

こともできます。デッドウッドは記憶
ゲームではありませんので、金庫に
なにが隠されているかを忘れない
為に、携帯電話やペンや紙を自由
に使用しても構いません。

あなたの手札の銃を管理することも重要で
す。金庫に対して毎回、強力な銃を使って攻
撃や防御をすれば、それは本当に重要な時
に弱い銃を使うことになってしまいます。

場合によっては、手札改
善のために、あえて弱い
銃を使用して金庫を失う
という事にも価値はあり
ます。

注意:2-3人プレイ時では、ルールに対するいくつかの調整が必要です。

始める前に14ページを見てください。



（疑問が発生した時に読んでください）

カードの枚数
未使用状態で返します。ホルスターは拒否でき
ません。プレイヤーに少なくとも1つのホルスター
が渡されている場合は、使用する必要がありま
す。強盗時と最終決闘ではホルスターは使用で
きません。



デッドウッドの通常ルールに慣れたグループであれば、これらのオプション
ルールを試してみてください！



(通常ルールを読んだ後にご覧ください)

2-3人でプレイする場合、セットアップのステップ1以外に特別な準備はなく、
通常通りゲームをセットアップします。
ゲームも通常通りにプレイしますが、以下の調整を行います：

プレイを開始する前に、お互い黒いダイスを振ります。より高い値を出したプ
レイヤーは「見知らぬ人」を表すスターポーンを１つ自分のいる施設に置き、
置いたスターポーンに対応するキャラクターカードをテーブルに置きます。
見知らぬ人に裏向きの金庫カード2枚を箱から取り出して与えます。見知ら
ぬ人は手番を持ちませんが、彼の金庫はステットソン帽で見たり、強奪で攻
撃する事ができます。また、見知らぬ人に対して、ポジションを交換したり、
あなたのいる施設から追い出す事もできます。あなたが見知らぬ人の金庫あなたのいる施設から追い出す事もできます。あなたが見知らぬ人の金庫
を攻撃したり、見知らぬ人と決闘すると、相手プレイヤーは見知らぬ人役と
して行動し、防御のために自分の手札からカードをプレイします。

サウスダコタ州ブラックヒルズでは、1875年後半に大量の金鉱床が発見さ
れました。噂は急速に広まり、デッドウッドの町は1876年初頭、アメリカ先住
民の土地への不法入植により、ほぼ一夜にして誕生しました。やがて鉱夫、
賭博師、売春婦、無法者、実業家等が集まりおよそ5,000人にも達しました。
人 が々金の分け前を見つける為に(または盗む為に)町に集まったため、無法
状態が蔓延しました。デッドウッドはすぐに悪名高い西部の町となり、西武開
拓時代の伝説となりました。この地域で発見された金は、今後125年間、
世界の金の10%を占めました。世界の金の10%を占めました。

例え攻撃を受けた金庫の内容がわからなくても、あなたの相手プレイヤー
は見知らぬ人のためにカードをプレイしなければならなりません。
2-3プレイのルール調整で説明されているように、プレイヤーは見知らぬ人
の金庫またはキャラクターカードにホルスターを付けることができます。
見知らぬ人に取り付けられたホルスターは、強奪や決闘から防御するため
に、見知らぬ人役として行動するプレイヤーによって使用されます。

バッジラウンド中、見知らぬ人が所有するバッジや星付きの謎の金庫
（爆発物、ダガー、ポーカーデッキ）は公開されず、効果もありません。
デッドウッドの第3法は、見知らぬ人をプレイヤー同様として扱うので、
したがってバッジラウンドの前には最大3枚の金庫があることになります。

2人プレイ時の最終決闘



スウェアレンゲンは1876年5月にデッドウッドにやってきて、The 
Cricketと呼ばれる屋外の賭博酒場をオープンしました。後に彼
は、悪名高い酒場であり、ダンスホールであり、売春宿でもある
Gem Theatreをオープンしました。スウェアレンゲンは毎晩 

1876年にデッドウッドに定住するまで、キティは西中を動き回
り、忙しないワイルドな生活を送っていました。その過程で、キ
ティはダンサー、トリックシューター、ファロとして活動していま
した。モリー・ジョンソンのもとで働いた後、最終的には彼女自

モリーはデッドウッドにある有名な売春宿を所有して運営し、
彼女が雇った3人の金髪女性にちなんで、すぐに「金髪の女
王」として知られるようになりました。モリーは、より多くの顧客
を獲得しようと精巧な行動をすることで知られており、

ブラックヒルズパイオニアのゴシップコラムに頻繁に出演しました。デッド
ウッドにいる間、彼女は町の「最も壮大な」施設であるベラユニオン劇場
で働いていたコメディアンと結婚しました。

彼女の最初の夫が亡くなった後、アリス・アイバーズは家計を
やりくりするためにポーカーに頼りました。カードのカウントと
オッズの計算に優れたアリスは、生涯で300万ドル相当を稼
ぎ、西部開拓時代のテーブルを席巻しました。

彼女は最新のファッションに大金をはたいて、ポーカーテーブルではよく
美しいドレスを着て葉巻を吸いました。彼女はその後酒場を開き、人生を
サウスダコタで過ごしました。

スミス牧師は、アメリカ北東部で大半の人生を過ごし、南北
戦争で戦った後、1876年にデッドウッドでの宣教のために
やって来ました。スミス牧師は毎週日曜日にメインストリート
で説教をすることで、すぐに町で有名になりました。

1876年8月、スミス牧師はドアに「説教のためにクルックシティに行っ
て、もし神の意志があるならば3時に戻ってくる。」と書いたメモを残して
いた。彼はその途中で心臓を撃たれ不可解な死を遂げました。

1876年にセスがデッドウッドに到着した翌日、ワイルド・ビ
ル・ヒコックは撃たれて殺されました。町は安定を求めて、
すぐにバロックを最初のデッドウッド保安官に選びました。
セスは生涯、イエローストーン国立公園の設立を手伝い、

セオドア・ルーズベルトと親しくなりました。ルーズベルトは後に、
「セス・ブロックは真の西洋人であり、最高の開拓者である」と述べた。

ドイツからの移民であるソロモンが1876年にデッドウッドに
やって来た時、彼とセス・ブロックは町に金物店を開く経済
的機会を得ました。生涯独身だったソロモンは、デッドウッド
の町議会で働き、後に市長となるなど、多忙を極めました。

サウスダコタ州上院議員も務めました。ソロモンとセスは後にこの町に
バロックホテルを開業し、現在も営業しています。

ワイルド・ビルは、最も有名な西部の人物の一人であり、
スカウト、スパイ、兵士、法律家、ガンファイター、ギャンブラー
ワゴンマスター、俳優として生涯を送った。彼は複数の名だ
たる銃撃戦に関与し、南北戦争で戦い、バッファロー・ビル・

コーディと行動を共にしました。彼がデッドウッドで最期を迎えたのは
1876年、ワイルド・ビルが現在デッドマンズハンドとして知られている
エースと8のペアを保持している間、怒ったポーカーの対戦相手が彼の
背中を撃った時でした。

身の売春宿を所有しました。 27歳までにキティは5回結婚し、3人目の夫
は射殺したと言われています。1877年に五人目の夫が彼女を殺害した
とき、彼女はカルマを刈り取ったのです。

西部開拓時代で最も有名な人物の1人であるマーサ・"カラミ
ティ・ジェーン"・カナリーは、バッファロービルのワイルドウエス
トショーで語り部としての伝説的な地位を築きました。彼女は
男性の服を着ていたり、アメリカインディアンと何度か小競り合

いをしたり、売春やアルコール中毒に染まった事で知られています。彼女は
また、病人や不幸者に対する寛大さでも知られていました。ジェーンはワイ
ルド・ビルの親友であり、1876年にデッドウッドにやって来ました。

莫大なお金を稼ぎ、非合法な行いをするときには、しばしば当局に賄賂を支
払い見て見ぬ振りをさせていました。 1899年、Gem Theatreは全焼し、
スウェアレンゲンはデッドウッドを永遠に去りました。



カードをスリーブに入れたい場合、デッキボックスから取り出し、Mayday 
Gamesの56x87mm、標準USAゲームサイズのスリーブに入れると、
全カードが綺麗に収まります。厚いプレミアムスリーブを使用する場合は、全カードが綺麗に収まります。厚いプレミアムスリーブを使用する場合は、
25枚の金庫カードのみをスリーブに入れて、すべてが収まるようにするこ
とをお勧めします。 本の一番上のスロットにある布袋にすべての木製トー
クンを入れ、中央に木製ディスクを置き、下部にカードを置きます。 中央の
木製ディスクの上に残りのカードを置きます。 そしてルールブックを上に
重ねて置きます。



Deadwood 1876はDark Citiesシリーズの一部です！ 
シリーズの各ゲームは、マグネット式の本型パッケージとなっており、
それぞれテーマとして歴史の中から特定の都市と年に焦点を当て、
ゲームプレイにダークで秘密に満ちた、あるいはミステリアスな要素が
含まれています。

私たちはすでに次の作品の作業に取り組んでいます！ 私たちはすでに次の作品の作業に取り組んでいます！ 
www.facadegames.com にアクセスして、Dark Cities シリーズの
詳細の確認と、既存の作品をコレクションに加える事ができます。
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