
!"#"$ %&"#"'() *+

ルールブック

.(*%!(+'/%!01%.(*%!(+'/%!01%



はじめに
　ラットランドは、8才以上の2～6人用の楽しく明るいファミリー向け
のボードゲームです。ラットランドでは、プレイヤーはネズミの一族を
コントロールし、下水道で最も繁栄し、多い一族にすることを目指しま
す。

　そのために、生きていくために必要なたくさんの食べ物（おいしいチーズ）
を集めながら、できるだけ早くネズミを広げ繁殖させる必要があります。

　でも他のプレイヤーには気をつけて！

　彼らはあなたの食料を盗もうとしたり、食料の見つかる3つのエリア
（ゴミの山、街中、畑）であなたを打ち負かそうとしてきます。

内容物
55 シングルネズミトークン、30 ダブルネズミトークン
80 異なる色のチーズピース
(11 白, 4 黒, 44 黄, 11 橙, 4紫, 6 青)

6 下水道ボード

48 カード
(14 イベントカード, 9 食べ物カード, 12 一族
カード,  6 墓地/遺失カード, 6 クイックリファ
レンスカード, 1 手番プレイヤーカード)

6 下水道スクリーン

1 ターンマーカー

1 不透過な布袋

1 ルールブック
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Puedes jugar a RatLand utilizando esta regla opcional,
pero no la recomendamos hasta que hayas jugado 
varias partidas al juego normal.

Se puede jugar de dos formas: todos los jugadores
utilizan la alcantarilla bélica, o que cada jugador, de 
forma oculta tras su pantalla, elija el tablero en el que
desee jugar.

A quien juegue con dicho tablero se le aplicarán estas reglas:

%5%6*"&7' si ataca la despensa de otro jugador y tiene más ratas, matará 1 rata del
contrario (si defendía con alguna). Perderá 1 rata si tiene menos o igual ratas que el defensor.

89:;<='>9.:?:@;?A8<B.7'antes de coger quesos, será necesario resolver una 
fase de Combate.

Si es el que tiene más ratas en esa ubicación, entonces hiere una rata. Elige una de las ratas 
de cualquiera de los demás jugadores en esa ubicación para que la ponga en la enfermería.

La rata que ha sido herida no podrá coger ningún queso.

El jugador belicoso recoge siempre 1 queso menos que las ratas enviadas en cada ubicación.

　各プレイヤーは、下水道ボード、スクリーン、ネズミを7匹、黄のチーズ
を2個受け取ります。さぁ、イベントカードの山札を準備しましょう。

その後、ランダムに5枚の序盤イベントカードを取り、シャッフルしま
す。前述で用意した5枚の終盤イベントカードの上にこれらを置きま
す。これがイベントカードの山札になります。残ったカードはプレイ
エリアから取り除きます（訳者注：箱にしまいます）。ラットランド
のゲームは、5～9ターンを要します。

C2C2

食べ物カードをシャッフルし、プレイエリアの真ん中に裏向
きで置きます。初めてのゲームでは、右上にある数字を使
い、食べ物カードを昇順（1～9）に並び替えることをオスス
メします。
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準備

裏面にマンホールの蓋が描かれた2種類のイベントカー
ドがあります：序盤イベント（蓋が閉じている）と終
盤イベント（蓋が開いている）。

ランダムに4枚の終盤イベントカードを取り、そこに
ゲーム終了カードを追加します。 これらの5枚のカード
をシャッフルします。



ルール
　ゲームは可変するターン（5～9ターン）で行われ、それぞれのターン
では7つのフェーズに分かれています。

　スタートプレイヤーは最初の手番プレイヤーです。その後のターンで
は、手番プレイヤーカードは次のプレイヤーに向かって左（つまり時計回
り）にまわします。

　手番プレイヤーは全ての同点について（結果が良い悪い関係なく）勝ち
ます。もし同点に手番プレイヤーが含まれていない場合、左の次のプレイ
ヤーが勝ちます。そのプレイヤーもいない場合、同じように続きます。

　各フェーズは同時に解決されます。
下記は全て異なるターンフェーズです。

フェーズ1 - イベント：手番プレイヤーカードを左隣のプレイヤーに渡し
ます（最初のターンは除く）。イベントカードと食べ物カードを公開しま
す。
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食べ物カード
イベントカード

イベントカード
背面

(開/閉マンホール)

イラスト

現在のターンでの効果

カード番号

食べ物：ゴミの山

食べ物：街中

食べ物：畑

　各プレイヤーは7匹のネズミと2個のチーズを貯蔵庫
置きます。残りのネズミとチーズは、下水道の外のプ
レイヤーの手の届く場所に、共通サプライとして置き
ます。

　最近ネズミ、もしくは齧歯類を見たプレイヤーがス
タートプレイヤーになります。プレイヤーが同意しな
い、または覚えていない場合、最年少のプレイヤーか
らゲームを開始します。スタートプレイヤーは手番プ
レイヤーカード（もしくはネズミマーカー）を受け取
ります。
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フェーズ2 - 計画：下水道スクリーンの後ろで、各プレイヤーは下水道
の利用可能なエリアにネズミを割り当てます。

3つの出口：ゴミの山、街中、畑へ探索
左右のパイプ：隣人（左右のプレイヤー）を攻撃
貯蔵庫：チーズを守る
愛の巣：一族を増やす

　質問された場合、プレイヤーはチーズの数を正確に答えなければなり
ません。

　各プレイヤーがネズミを置き終えたら、スクリーンを倒します。

保健室  
(中毒のネズミ)

フェーズ3 - 攻撃：攻撃を解決します（発生している場合）。攻撃側ネ
ズミ（右プレイヤーへの攻撃は右パイプ、左プレイヤーへの攻撃は左パ
イプ）の数と、防御側の貯蔵庫を守るネズミの数を比較します。結果が
肯定であれば、攻撃側のプレイヤーは、防御側のプレイヤーのチーズを
差分の数だけ盗みます。

左パイプ

愛の巣

ゴミの山 街中 畑

右パイプ

貯蔵庫
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　全ての攻撃を同時に解決するため、このフェーズの開始時に各プレ
イヤーが所持していたチーズだけで解決します。2人のプレイヤーが同
じプレイヤーからチーズを盗むが十分なチーズをもっていない場合、
攻撃したネズミが多かったプレイヤーから順番に1個ずつ配ります。

例：このプレイヤーはチーズを3個もっており、それらを
守るために貯蔵庫にネズミを2匹置きました。左のプレイ
ヤーは4匹のネズミで攻撃、右のプレイヤーは5匹のネズミ
で攻撃してきました。合計5個のチーズを失うことになっ
たが十分にありません。この場合、多くのネズミを攻撃に
割り当てたプレイヤーから1つずつチーズを受け取りま
す。右のプレイヤーが2個、もう一方のプレイヤーが1個で
す。

2人プレイ時のヴァリアント：2人プレイでは、パイプは攻撃と防御の両方に
使用されます。 右パイプに置かれたネズミは、相手の左パイプからの攻撃を
ブロックします。 双方の攻撃の結果は、両方のプレイヤーが相手から盗む
チーズの量を決定します。

Example: 

starting with the player that sent the most rats, the attackers 

the clan is increased by as many rats as there are in 

 if the player placed 3 rats in the nursery, they will get 3 new rats in Example: if the player placed 3 rats in the nursery, they will get 3 new rats in Example:Example: if the player placed 3 rats in the nursery, they will get 3 new rats in Example:

　同点の場合、または防御側プレイヤーが多くネズミを配置した場合、チー
ズの所有者は変わりません。貯蔵庫に割り当てられたネズミは、左右のプレ
イヤーの攻撃からチーズを別々に防御します。ネズミは攻撃の結果、死ぬこ
とはありません。

フェーズ4 - 繁殖：愛の巣に置いたネズミと同数のネズミが増えま
す。増えたネズミは愛の巣に入れなければなりません。

例：プレイヤーが愛の巣に3匹のネズミを置いた場合、このフェーズで
3匹の新しいネズミを得ます。

共通サプライに十分な数のネズミがある限り、全て
のネズミを追加しなければなりません。ゲームに含
まれるネズミの総数を除いて、一族が持てるネズミ
の数に制限はありません。 この段階で共通サプライ
がなくなった場合、繁殖の順序は、愛の巣の中で最
も少ないネズミを置いたプレイヤーからになりま
す。
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1片のチーズ
貯蔵庫に加えます。

2片のチーズ 
 2個の黄チーズと交換し、貯蔵庫に加えま
す。

ネズミは何も見つけられませんでした。

ネズミを共通サプライに戻します。
このネズミは飢えから死んだと見なされな
いので、墓地には置きません。

中毒ネズミ 
保健室にネズミを置きます。このネズミ
は他のネズミと同じようにフェーズ7で
摂食しなければなりません。しかし、こ
のネズミは次のターンで使うことができ
ず、フェーズ5の帰還まで保健室に残りま
す。チーズは貯蔵庫には加えません。

失踪ネズミ
ネズミを墓地/行方不明カードに置きま
す（フェーズ7で餌を与えません）。こ
のネズミは次のターンで使うことができ
ず、フェーズ5の復帰までそこに残りま
す。チーズは貯蔵庫には加えません。

フェーズ5 - 復帰：各プレイヤーは、毒殺されたネズミを貯蔵庫に移動し
ます（存在する場合）。

フェーズ6 - 捜索：食べ物カードのゴミの山に対応している数のチーズを
袋に入れます。プレイヤーは、そのエリアに配置したネズミの数と同じ
数のチーズを引きます。引く順番は、最も少ないネズミを配置したプレ
イヤーから始め、少ない順に行います。

例：各プレイヤーは、3、2、6、5匹のネズミをゴミの山に置きまし
た。2匹のネズミを置いたプレイヤーが袋からチーズを2個引きます。次
に3匹のネズミを置いたプレイヤー、5匹のネズミを置いたプレイヤーと
続きます。最後に6匹のネズミを置いたプレイヤーが袋から6個のチーズ
を手に入れようとしますが、できません！全てのエリアには12個のチー
ズしかない（4人プレイ時）ので、袋には2個しか残っていません。

5 - 6人プレイ時：すべてのエリアで、各タイプのチーズを1個追加しま
す。 例：食べ物カードが白チーズ6個と黄チーズ6個を示している場合、
袋には両色のチーズが1個追加（つまり7個ずつ）されます。

7 - 12人プレイ時：ゲームを2箱使うことで、このゲームをプレイするこ
とができます。ゲームでは、各ターンの開始時に食べ物カードを1枚で
はなく2枚公開します。両カードに示されているチーズの総数を袋に入
れます。11 - 12人でプレイする場合、さらに5 - 6人プレイ時のルール
に従い、両カードの各タイプのチーズを1個追加します。

街中、畑で同じプロセスを繰り返し、毎回袋の中身を空にします。各
チーズには次のような効果が発動します。
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フェーズ7 - 食事： 各プレイヤーは下水道のネズミの数に応じて、一族
が生きていく為に必要な量のチーズを支払わなければなりません。このた
めにリファレンスカードを使用してください。

勝利条件：このカードがイベントカードの山札から引かれたら直ちに
ゲームが終了します。ターンをスキップして最終得点に移ります。

各プレイヤーは、墓地以外のネズミを+1ポイント、墓
地のネズミ（飢えからの死亡）を-1ポイントします。

最も多くのポイントを獲得したプレイヤーが勝者で
す。

同点の場合、その中で貯蔵庫に最も多くのチーズを
持っているプレイヤーの勝利です。それでも同点の場
合は、勝利を分かち合います。

001-31-3
114-64-6
337-97-9
4410-1210-12
5513-1513-15
6616-1816-18
7719-2019-20
8821-2221-22
9923-2423-24

+1+1 xx+1

=1=1

ゲーム終了カード

クイックリファレンス
カード

墓地

行方不明のネズミ

例：もし自身の一族のネズミが26匹いるならば、チーズ
は11個必要です（なぜ11個かというと、24匹では9個必
要で、それ以上のネズミは1匹毎にチーズを1個追加しま
す。）。

いずれかのプレイヤーが一族に給餌するために十分なチー
ズをもっていない場合、そのプレイヤーはチーズを全て支
払い、その後支払うことのできなかったチーズ1個につき1
匹のネズミを墓地カードに置く必要があります。下水道の
ネズミだけがこの方法で移動できます（行方不明なネズミ
は移動できません）。

このフェーズで取り除かれたネズミは、ゲーム終了時にマ
イナスポイントになります。

例：11匹のネズミと2個のチーズがあります。フェーズ7
では、2匹のネズミを墓地カードに移動させます。これは
自身の一族に給仕することがチーズの量であるからです。
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富豪：
引かれたら即座に、各プレイ
ヤーは共通サプライから黄
チーズを1つ、自身の貯蔵庫
に加えます。

大規模な攻撃：
すべての攻撃は、ネズミを1
匹多くカウントします。 いず
れかのパイプに少なくとも1
匹のネズミを置く必要があり
ます。

親戚の訪問：
引かれたら即座に、新しくネ
ズミを1匹獲得します。これ
はこのラウンドで使用するこ
とができます。

武装したネズミ：
プレイヤーが1個以上のチーズ
を袋から取り出すたびに、1個
の効果を無視して袋に戻すこ
とができます。 3つのエリア
それぞれで行えます。

やったぜ！：
黒チーズは黄チーズとして見
なされます。

へべれけ：
引かれたら即座に、最もネズ
ミが多いプレイヤーは、最も
ネズミが少ないプレイヤーに
ネズミを1匹与えます（中毒
や失踪であってはいけませ
ん）。

警鐘をならす：
各プレイヤーはチーズを1
個、愛の巣に隠すことができ
ます。

ギリギリ間に合った！：
このラウンドでは、中毒ネズ
ミおよび失踪ネズミを使用で
きます。

聖なるネズミ：
引かれたら即座に、各プレイ
ヤーは自身の墓地カードにあ
るネズミ（存在していれば）
を共通サプライに移動させる
ことができる。

ゲーム終了：
ゲームは即座に終了し、得点
計算を行います。ネズミ（中
毒、失踪を含む）は1匹につ
き +1 ポイント、墓地カード
のネズミは -1 ポイントで
す。

K2K2

K2K2

K2K2
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イベントカード
イベントカードの効果は、現在のラウンドでのみ適用されます。

序盤イベント
最初の5枚のイベントカード。
これらのカードの背面には、閉
じたマンホールの蓋が描かれて
います。

終盤イベント
残りのイベントは、背面に開いた
マンホールの蓋が描かれていま
す。
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ドクターチーズ：
袋からチーズを取るとき、同
じエリアから白チーズを2個引
いた場合、黄チーズ1個に変換
します。

戦術：
フェーズ6（探索）に、各プレ
イヤーはネズミを送り込んで
いないエリア1つにつき、黄
チーズを1個獲得します。

教化：
フェーズ7（食事）中に、ネ
ズミ1匹を黄チーズ1個に変
換できます。

立てこもり：
プレイヤーは、愛の巣と貯
蔵庫に対し、ネズミを最大3
匹まで配置することができ
ます。これらは防御、およ
び繁殖します。

33
,-./,-./
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攻撃的なボード（選択）
　プレイヤーは、これらのオプションルールを適
応してラットランドをプレイすることを選ぶこと
ができますが、基本ルールに精通するまでお勧め
できません。このヴァリアントは2つの遊び方が
あります：全てのプレイヤーが攻撃的なボードを
使用するか、各プレイヤーがプレイしたいボード
を（スクリーンの裏で）選択するかです。

攻撃的なボードを使用するプレイヤーは、以下のルールに従う必要があり
ます：

攻撃：相手の貯蔵庫をより多くのネズミで攻撃する場合、防御側
のネズミを1匹（もし存在すれば）失います。攻撃が失敗した場合
（防御側のネズミが同数以上の場合）、攻撃側のネズミを1匹失います。

探索 - 戦闘： 袋からチーズを引く前に戦闘を解決します。

攻撃的なボードを使用しているプレイヤーが、そのエリアで最も多くの
ネズミを送った場合、他の1人のプレイヤーのネズミ1匹が負傷します。
負傷したネズミはチーズを獲得することはできません。
全てのエリアで、攻撃的なプレイヤーは常にチーズの獲得を1つ少なくさせ
ます。

攻撃的なボード
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リサイクラー:
ゴミの山で、チーズをさらに1個取れます。
ゴミの山で取った白チーズを2個まで黄チーズに交換できます。

毒チーズ（紫）は、黄チーズとして扱われます。
毒チーズ（紫）は、橙チーズとして扱われます。

1匹以上の行方不明のネズミは、復帰時に黄チーズを1個持ってきます。
行方不明のネズミは、復帰時にそれぞれ黄チーズ1個を持って帰ってきます。

スカベンジャー：
ネズミを送っていない1つのエリアで、全てのプレイヤーがチーズを引き
終えた後、可能であれば袋からチーズを1個引くことができます。
各エリアで。全てのプレイヤーがチーズを引き終えた後、可能であれば袋
からチーズを1個引くことができます。

一族が食事をした後、チーズ1個をネズミ1匹に変えることができます。
一族が食事をした後、チーズ1個をネズミ1匹に変えることを2回できます。

ニンジャ：
2匹のネズミで1人のプレイヤーしか攻撃しない場合、防御側のネズミの数
に関わらずチーズを1個盗むことができます。
1匹のネズミで攻撃するたびに、防御側のネズミの数に関わらずチーズを1
個盗むことができます。

一族ルール（選択）：
　プレイヤーは特定の一族を使ってラットランドをプレイすることもで
きます。ゲーム開始時に、各プレイヤーに2枚のクランカードを配
り、1枚を選択して残し、残りのカードを破棄します。一族は序盤の段
階（マンホールの蓋が閉じている）で使用できる個々の能力を持ってい
ます。この能力は終盤の段階（マンホールの蓋が開いている）で改良さ
れます（カードの反対側にあります）。

ミュータント：

エクスプローラー：

アルケミスト：
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ファミリー：
フェーズ4中、あなたが愛の巣にネズミを置かなかった場合、ネズミを1追
加します。
愛の巣にもうネズミが1匹いるかのように、常に繁殖します（空であって
も）。

ウォーリアー：
黒チーズを無視します。

黒チーズを無視します。あなたはネズミが2匹いるかのように常に防御しま
す。

ラウンド終了時、チーズを最も多く持っているプレイヤーは、あなたに
チーズを1個渡さなければなりません。
ラウンド終了時、チーズを最も多く持っている3人のプレイヤーは、それぞ
れあなたにチーズを1個渡さなければなりません。

スポーツ：
フェーズ2の終了時に全プレイヤーがスクリーンを取り除いたあと、あなた
は1匹のネズミを他の場所に再配置することができます。

フェーズ2の終了時に全プレイヤーがスクリーンを取り除いたあと、あなた
は最大3匹のネズミを他の場所に再配置することができます。

コラプト：
1つのエリアで、（プレイヤーがチーズを引く前に）任意の色のチーズを1
個、追加で袋に入れることができます。
すべてのエリアで、（プレイヤーがチーズを引く前に）任意の色のチーズを
1個、追加で袋に入れることができます。

シアー：
ラウンド中いつでも、次のイベントカードを見ることができます。

ラウンド中いつでも、次のイベントカードと食べ物カードを見ることができ
ます。

ミュージシャン：

12



!"#"$ %&"#"'() *+

#%R"'PQ%&"&ゲームフェーズ #%R"'PQ%&"&
2'''.V.WB'PQ%&"
The Active Player card or rat marker 
passes to the player to the left (except in 
the first turn). Draw the next Event card 
and then the Food card.

E''!%5&'PQ<:.
Each player distributes theirs rats 
among the available areas in their sewers 
(Nursery, Pantry, City Exit…).
Use the screen to hide your moves.

3''%55%0-'PQ<:.
Resolve attacks (if any).

4''N*!&"!X'PQ<:.
The clan increases by as many rats as there 
are in the nursery.

F''!"5*!N'PQ<:.
Each player moves their poisoned and 
lost rats to their pantry, if any.

D''$++-MN#'T+!'0Q""&"'PQ<:.
For each of the 3 areas, players draw as 
many pieces of cheese from the bag as 
rats they sent.

G''T""(MN#'PQ<:.
Depending on the number of rats in their 
clans, players must spend the required 
amount of cheese. The turn ends after 
this phase.

2

3

E

G

4

F

D

イベントフェーズ

計画フェーズ

攻撃フェーズ

繁殖フェーズ

帰還フェーズ

探索フェーズ

食事フェーズ

手番プレイヤーカードまたはネズミマー
カーは、左のプレイヤーに渡します（最初
のラウンドは除く）。 次のイベントカード
と食べ物カードを公開します。

各プレイヤーは下水道の利用可能なエリア
（愛の巣、貯蔵庫、街への出口など）にネ
ズミを配置します。あなたの計画を密かに
行うためにスクリーンを使用します。

（もしあれば）攻撃を解決します。

愛の巣にいるネズミの数と同数、一族が
増えます。

各プレイヤーは、中毒/失踪ネズミを貯
蔵庫に移動させます。

3つのエリアそれぞれで、プレイヤーは
送ったネズミの数だけ、袋からチーズを引
きます。

一族のネズミの数に応じて、プレイヤー
は必要数のチーズを支払わなければなり
ません。 このフェイズの後にラウンドが
終了します。




