ゲームの内容物

自分の飛行機に乗りこみ、女の子の後を追って星の王子さまに会いに行こう！
この旅は思いもよらぬものが待ち受けています。行く手では友達と出会うこともあれば、
罠もあります。気をつけましょう！

航路のパーツ 8枚（連結ボード3
枚、航路ボード3枚、おじいさんの
家、王子さまの星）
紙飛行機タイル5枚
物語タイル18枚
望遠鏡トークン12枚

星トークン36枚
おじいさんカード12枚
プレイヤー1人につき：
キツネカード8枚
飛行機コマ1個
飛行帽1枚

ゲームの準備

8枚の航路パーツを組み合わせて、ゲームボードを作ってください。
3枚の航路ボードは自分たちで好きな順に組み合わせてください。
こうす
ることで、毎回違った航路でゲームをプレイすることができます。
あなたの旅の航路には雲のスペースが27あります（スタート地点のおじいさんの家とゴ
ール地点の王子さまの星の雲も含む）。何も描いていない雲もあれば、星や鳥や望遠鏡が
描かれている雲もあります。雲に描かれている物に応じて、星にたどり着いたときに何か
を手にしているかもしれません。

各プレイヤーは自分の色を選び、
その色の飛行帽の描かれているキツ
ネカード8枚のセットを受け取り自分の手札にします。キツネカードには
1から5までの番号が表示されています（1×1枚、2×2枚、3×2枚、4×2
枚、5×1枚）
。
ゲーム中、
自分の手札は他のプレイヤーに見られないよ
うにします。

星トークンの置き
場を作って残りの
星トークンを置き
ます。

各プレイヤーは、星トークン1
枚と自分の色の飛行帽1枚も
受け取ります。

12枚のおじいさんカードをよ
く混ぜ、裏向きの1つの山にし
て、航路の横に山札として置き
ます。

12枚の望遠鏡トークンを
望遠鏡の面を上にしてよ
く混ぜ、おじいさんの家
の横に置きます。必ず大
きな望遠鏡の絵の面を
上にしてください。
次に、ゲームに参加してい
るプレイヤーの色の飛行機
コマをランダムに重ねて、お
じいさんの家のスタートス
ペースに配置します。

18枚の物語タイルをよく混ぜ
ます。
混ぜた物語タイルは、各連結
ボードの横に6枚ずつ、以下の
ように配置します：連結ボード
の広い側の横に表向きに4枚
ずつ、狭い側の横に2枚ずつ
配置します。

5枚の紙飛行機タイルは、王子
さまの星を囲むように配置し
ます。

ゲームの目的

プレイヤーは飛行士となり、
ゲームが終わるまでにできる
だけたくさんの星を手に入れることです。

ゲームの遊び方

プレイの順番はその時により異なり、航路上の順位によって決まります。
最後尾（スタート地点に最も近い）の飛行機に乗るプレイヤーが、常に手
番を実行します。
複数の飛行機が同じスペースで積み重なっている場合、一番上の飛行
機が先に手番を実行します。
したがって、ゲームの開始時は、
スタート地点で積み重なっている一番上
の飛行機のプレイヤーから順番に手番を実行することになります。
下の例では、最初にピンクの飛行士、
次に黄色の飛行士、最後に緑の飛行
士が手番を実行します。

この例では、緑の飛行士が最初にプ
レイします。

自分の手番にすること

自分の手札からカード1枚を選び、
自分の手前に出します。出したカー
ドの上に、
そのカードが再利用できないことがわかるように、
自分の飛
行帽を乗せます。

次に、
自分の飛行機を、最大で今出したカードに表示されている数
字分のスペースまで（1からカードに表示されている数分のスペー
スまで）、雲のスペースを進めます。

ゲーム中、
自分の手札のカードは、色に関係なく出すことができます。
カ
ードの上に置く飛行帽の色は、
ゲームの準備の際に受け取った色にな
ります。
赤の飛行士は、4のカードを出した。
この飛行士は、雲のスペースを1～4スペース
（自分で選んで）
自分の飛行機を進
めることができます。

雲のスペースに止まったら・・・・・・
1- あなたの飛行機はたった1機で雲の上に着きまし
た。可能であれば、
その雲の効果（最後のページを参
照）を適用します。
2- あなたの飛行機は他の飛行機がある雲の上に着き
ました。
この場合、
あなたの飛行機を今ある飛行機の
重なりの一番上に置きます。雲の効果は適用されませ
ん。
その後、
自分の直前に
その雲に着いた飛行士の
手札のカード1枚を、表面を見ずにランダム
に選んで自分の手札に加えます。そして、
自分
の手札から1枚を選んでその飛行士に渡しま
す（今取ったカードを返すことも可能です）。
注意事項：自分または相手の手札が1枚もない場合、
このカード交換はしません。

連結ボードの通過

王子さまの星でやらなければならないこと

3枚の連結ボードが航路を遮っています。

王子さまの星に最初に着いたプレイヤーは、星6個が描かれている紙飛
行機タイルを入手します。2番目に着いたプレイヤーは星4個の紙飛行
機タイルを、3番目は星3個の紙飛行機タイルというように、
その時点で
一番星の多い紙飛行機タイルを入手します。
このように、王子さまの星
に着いたプレイヤー全員が紙飛行機タイルを1枚ずつ入手します。ただ
し、6人でゲームをしているときに6番目に着いたプレイヤーは紙飛行
機タイルを入手できません。

自分の飛行機が移動して連結
ボードを通過するごとに、その
場でその連結ボードの横にあ
る物語タイル1枚を選ばなけれ
ばなりません。
ここで選ぶ物語タイルは、
星が描いてある面が上の
タイルからも、裏向きに置
いてあるタイル（ただし表
面を見ずに）からも選ぶこ
とができます。

あなたの飛行機が王子さまの星
に着いたら、残っている自分の手
札はすべて捨て札にしなければ
なりません。

選んだ物語タイルは、星が
描いてある面を上にして自
分の手前に置きます。

ゲームの勝敗

物語タイルの種類ごとの枚数

x3

x3

x6

x3

キツネの物語タイル1枚と王子さまの物語タ
イル1枚を組み合わせることで、星6個の価値
になります。
したがってこの2枚を持っている
と、星8個（キツネの1個＋王子さまの1個＋
組み合わせで6個）の価値になります。

x2

x1

プレイヤー全員の手札が0枚になったらゲームは終了です。
各プレイヤーは自分がゲーム中に入手した星トークンの枚数を数えます。
さらに、ゲーム中に入手した物語タイルの星の合計数と、王子さまの星に
着いたときに入手した紙飛行機タイルの星の数を合計します。星の合計
数が最も多いプレイヤーがゲームの勝者になります。星の数が同数の場
合、紙飛行機タイルに表示されている星の数が多い方を上位とします。
赤の飛行士は以下のタイルとトークンを入手し、合計22点となる。

+

手札がなくなった場合

自分の手番の開始時に、
自分の手札が1枚もない場合、以下のいずれか
を実行します。
• 自分の入手した物語タイル1枚を選んで捨て札にして、自分の飛行機
を最大5スペースまで進めます。
• 自分の飛行機を航路から取り除きます。
これであなたの負けというわ
けではありませんが、他のプレイヤーがゲームを終了して得点計算をす
るまで待っていなければなりません。

星11個: 3 + 1 + 1 + 6

+

星4個

星7個

4種類の雲のスペースの効果

この何も描かれていない雲は、特に効果はなく、何も起こり
ません。

星

雲に表示されている星の数と同じ枚数の星トーク
ンを航路横の共通の置き場から入手します。入手
した星トークンは自分の手前に置いておきます。
入手した星トークンはそのまま勝利点になります。

鳥

おじいさんカードの山札の一番上のカードを引いて
自分の手札にします。

おじいさんカード
おじいさんカードの山札には、4～7までの数
字が表示されているカードと、以下の2種類
の特別カードが入っています。
以下のうち、いずれか1つを選びます：

• 自分の飛行機を、他の飛行機がない次の鳥が表示されて
いる雲のスペースへ移動します。
• 自分の飛行機を最大3スペース分進めます。

先頭に立ちます！自分の飛行機を、航路上の現在先頭の飛
行機のいる雲の1つ先の雲スペースへ移動します。
1機以上の飛行機が航路の最後まで到達していた場合、
自分
の飛行機を王子の星へ直接移動します。

望遠鏡

おじいさんの家の横にある裏向きの望遠鏡トークン
1枚を表向きにして、その効果を適用します。

望遠鏡の効果は、以下の3種類があります：
望遠鏡トークンに表示されている星の数（2個または
3個）の星トークンを、共通のストックから入手します。
望遠鏡トークンに表示されている星の数（1個または
2個）の星トークンを失います。
自分の入手している星
トークンから、その枚数を共通のストックに戻します。
自分の手前に星トークンが1枚もない場合、何も起こりません。
星トークンを、
自分の選んだ他の飛行士1人から2枚、
または別
々の飛行士2人から1枚ずつ盗みます。

忘れてはならない注意事項
• 自分の飛行機の移動を終えた後、まだ自分の飛行機が航路上で最下
位の場合は、再び自分の手番となります。

• 自分の飛行機をカードに表示されている数よりも少ないスペース分

移動させることは可能です。
しかし、最低でも1スペースは移動させなけ
ればなりません。
• ゲーム開始時の手札だけでは、王子さまの星にはたどりつくことはで
きません。先に進むためには、鳥のいる雲に止まって、追加のカードを
入手しましょう。

• 雲のスペースは、航路ボード上にしかありません。接続タイルは通過す
るだけで、そのうえで止まることはできません。
• キツネの物語タイルと王子さまの物語タイルをセットで入手すると、そ
の2枚で星8個を獲得できます。
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