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ぼーず

THANKS FOR PLAYING!

デザイナーの言葉
Empyreal: Spells and Steamに興味を持ってくれて、そしてサポートしてくれてありがとう！   
列車ゲームというジャンルは大規模であり色 な々種類のゲームがありますが、その中でもひときわ際立つ
ゲームを作成することがEmpyrealのデザイナーとしての目標でした。 その中で、Level 99 Gamesの
素晴らしいアーティストや開発者の助けを借りることができ、成功につながったと確信しています。

Empyrealにしかない魅力の一つ目は、背景設定です。Level 99 Gamesはインダインという
世界を舞台に、BattleCONとArgentという２つのゲームの設定を作成しました。この世界設定に
よって、ゲーム内のさまざまな企業やキャラクターに深い背景ストーリーを付与することができ
ました。Empyrealの第二の強みはユニークなメカニクスです。Empyrealは、さまざまな方法で
エンジン（魔術列車のエンジンと、ゲームを上手く回すためのエンジンのことですね！）の作成と
カスタマイズが可能なため、さまざまなコンボを試し、毎回のプレイでユニークな戦略を実行できます。
この要素のおかげでEmpyrealは、ネットワーク構築とピック＆デリバリーに着目した他のゲーム
とは一線を画したゲームに仕上がりました。そしてこの要素は第三の強みにもつながります。
リプレイ性です。Level 99 Gamesのゲームは遊ぶ方法が多岐にわたり、ゲームのさまざまな部分で
戦法の模索が可能で、毎回のゲームが前回のゲームとは非常に異なったものになるでしょう。

Empyrealは3年以上にわたって継続的に開発されており、血と汗と涙、そして時間をかけて
作成されました。私はこの素晴らしいゲームをLeve l  99  Gamesと作成できたことを誇りに
思っています。そして願わくは、皆さんに楽しい時間を提供できますように！             

デザイナー Trey Chambers 

EMPYREAL: SPELLS & STEAM は産業発展期のファンタジー世界を舞台とした、
鉄道建設・企業開発・契約履行のゲームです。

あなたの使命は、業界のキャプテンとして魔法の世界に産業時代をもたらすことです。
鉄道を建設して、重要な資源をネットワークに接続し、世界中の都市に発送しましょう。
魔法の資源を獲得すれば、能力が向上し、新しい技術の開発が可能になります。契約を
履行すれば、企業のインフラが整備され、新たな企業固有の能力の開発につながります。
より多くの線路の建設を可能にするために、そして徐々に枯渇していく環境や競合相手の
策略に対抗するために、土地からマナを採掘しましょう！

最も賢く最も創造的な企業こそが、インダインの世界を近代的な時代に導くことが
できるのです！
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スタートプレイヤートークン1マナクリスタル60

車掌ポーン（各色1個）6都市コマ12アワードタイル10

需要タイル30商品トークン（各35個）210荒地タイル20

スペシャリストタイル51魔術列車タイル67キャプテンカード8

列車コマ（各色35個）210地形ボード6カンパニーボード6
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5. 達成済み需要タイル： プレイヤーが達成した需要
タイルをここに置き、満たした需要の数を示します。
需要タイルとマップから収集した商品は、どちらも
最終得点につながります。

6. 移動経路： プレイヤーの魔術列車を発動するために
車掌が使用する経路です。スタートサインが経路の
最初のマスとなります。プレイヤーの車掌が路線の
終点（アイコンで示されています）に達した時、再び
スタートサインに戻ります。

7. 車両基地： 車両基地の魔術列車は、現在建築可能な
場所と各ターンで使用可能な効果を示しています。
ゲームが進行するにつれてこのエリアを埋めることで、
プレイヤーの企業の能力を広げます。

1. ホーム地形： ゲームの準備として、この地形のヘクス
1つに列車コマ1つを置きます。その後、そのヘクスに
隣接する、任意の地形のヘクス（都市または荒地を
除く）に列車コマもう1つを置きます。

2. アクションの一覧： このエリアは、移動 + 発動、管理
事業、および配送のアクションにかかるコストの一
覧を示しています。

3. マナエリア： このエリアでは、所有しているマナの
総量を示します。未使用のマナをこのエリアに置きます。
使用済みのマナはカンパニーボードから一旦取り除き、
ボードの近くに置いておきます。 プレイヤーは５*

（ 青く表 示されたクリスタル）からスタートし最 高
１0*まで所持できます。

4. スペシャリスト： スペシャリスト（左から順に：キャプテン、
エンジニア、測量技師、ステーションマスター）をカンパニー
ボードの上部に格納します。これらのスペシャリストは
あなたの企業に特殊な能力を提供します。

カンパニーボードはゲームの決定の大部分が
行われる場所です。

ボード上では、プレイヤーの利用可能なアクション、
マナの量、所 持している魔 術 列 車、達 成
された需要を記録します。

ボードは企業ごとに様々に異なって見える
かもしれません。しかし、異なる魔術列車を
持ってこそいますが、すべての要素が同じ
方法で編成されています。

商 品を収 集して配 送 する際に、商 品を
カンパニーボードに追加することになります。
なお、カンパニーボード上に商品を直接保管
する必 要はありません。近くに置いておく
だけで、容易に得点を示せるでしょう。

カンパニーボード

1

2 3

4

5

6

7
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6. スタートプレイヤーの決定： もっとも最近列車に乗った人がスタートプレイヤートークンを受け取ります（または
ランダムにスタートプレイヤーを選択してください）。ゲームはスタートプレイヤーから時計回りに進行します。

7 .  企業の選択： 最後手番のプレイヤーから逆順に、企業一つとその企業に所属するキャプテン     
（またはワイルドキャプテン）一枚を選択します。 対応する色のカンパニーボード・列車コマ・キャプテンカード・
車掌ポーン、5つのマナクリスタルを受け取ります。

8. 本部の設置： スタートプレイヤーから手番順に、２つの列車コマをマップ上に置きます。 一つ目の列車コマを
カンパニーボードに描かれたホーム地形と等しく、まだコマが置かれていないヘクスに置きます。 一つ目の
列車コマの置かれたヘクスに隣接したヘクス（都市及び荒地を除く）の中から、まだコマが置かれて
いないヘクス1つを選択し、そのヘクスの上にもう1つの列車コマを置きます。

5 .  スペシャリストマーケットの準備： ３種類の
スペシャリストタイルをそれぞれシャッフルします。
各種類、プレイヤーの数に1を加えた数のタイルを
裏向きのまま選び、山を作ります。他のタイルは
表面を見ないまま箱に戻してください。

4. 魔術列車マーケットの準備： 魔術列車タイルを
シャッフルし、裏向きのままプレイエリアの横に
山を作ります。その後、上から６枚の魔術列車
タイルを表にしてマーケットを形成します。

6人ゲーム
商品２つの需要タイル2枚

商品3つの需要タイル2枚

商品4つの需要タイル1枚

3人ゲーム〜5人ゲーム
商品２つの需要タイル1枚

商品3つの需要タイル2枚

商品4つの需要タイル1枚

2人ゲーム
商品２つの需要タイル1枚

商品3つの需要タイル1枚

商品4つの需要タイル1枚

3. 需要の配置：各都市に都市コマを１つずつ置きます。その後、各都市コマに、
都市の色と一致する需要タイルを配置します。

2. 商品の配置：地形と同じ色の商品トークンを、都市や荒地（紫色）でない各ヘクスに配置します。  
残りの商品を脇にサプライとしてまとめておきます。

6人ゲーム
Cボード全てを使用します。

5人ゲーム
AボードまたはBボード1枚とCボード4枚を使用します。

4人ゲーム
AボードまたはBボード2枚とCボード2枚を使用します。

2人ゲームまたは3人ゲーム
Aボード全てまたはBボード全てを使用します。

1. マップの作成：下記の設定に従って地形ボード
を組み立てます。 地形ボードを選択する時は、6色
の都市がそれぞれ1つずつ表示されていること
を確認してください。 

ゲームの準備

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A/B

A/B

A/B
C

C

A/B

A/B

A/B
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上級ルール
皆さんが既にこのゲームを何度もプレイした経験豊富なキャプテンならば、ゲームにさらなるレベルの戦略を追加しましょう！

アワード

アワードは、ゲームの最後にプレイヤーに追加の勝利点を与えます。スペシャリストマーケットを配置した後、アワードタイルを
シャッフルし、マップの近くに2枚を表向きにして配置します。他のタイルを箱に戻してください。（2人ゲームでは、準備の前に
セカンドオピニオンのアワードを取り除いてください！）アワードの一覧については、20ページを参照してください。

エキスパートルール
アワードを使用したゲームを既にプレイしたことがある場合、以下のルールを入れても良いでしょう。スタートプレイヤーを決定した後、
各プレイヤーが企業を選択する前に、プレイヤーの数に2を加えた枚数ランダムにアワードタイルを配置します。各プレイヤーはスタート
プレイヤーから順番にアワードタイルを1枚選び、ゲームから取り除きます。 この処理をアワードタイルが２枚になるまで繰り返します。

エピックルール
ゲームをさらに長くし、エンジンを軌道にのせることに時間をかけたいプレイヤーは、ゲーム
終了条件に必要な需要タイルの枚数を1枚増やすと良いでしょう。        　　
注： このルールを加えた場合、全ての列車コマを使用したことによるゲーム終了
条件を満たす可能性が高まるでしょう。

公開情報ルール
スペシャリストマーケットを準備する際に全てのスペシャリストを表向きに並べ、
スペシャリストの雇用時にその中から自由に獲得できるようにしてもよいでしょう。
このルールは、このゲームを初めてプレイするプレイヤーには推奨されません。
考慮しなければならない情報が多いためです。なお、このルールは他のルールと
組み合わせることができます。

何かを奪う能力をゲームに登場させたくない
ならば、以下の要素をゲームから除外して
ください。他は通常と変わりません。 

キャプテン
• Bartok Kulle

• Drexl  (As Above, So Below収録)

• Koul Zenanen  (As Above, So Below
収録)

• Marcinae Shorec

エンジニア
• Aerlion 

• Malandrax Mecchi

測量技師
• Ariel Malephaise

• Cin Atalar

• Telemyr

ステーションマスター
• Dareios Kuel 

• Feylana Chorgitz

• Lucca Turlotte

• Tegusgan

魔術列車
• Car Bomb 

• Corruption Junction

• Icecar

• Pollinator

• Switching Station

• Volcanic Vexxer

• Sludge Slinger  (As Above, So Below
収録)

• Transmogrifier  (As Above, So Below
収録)

友好的なゲームのために
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プレイヤーは新しい魔術列車をどの縦列に
置いてもかまいませんが、上から3段目の
マスに魔術列車を置く前に、2段目のマスに
配置する必要があります。

魔術列車は、効果で指定されていない限り、
配置後に移動することはできません。空の
スペースに魔術列車を全て配置した後は、
ボードに印刷された企業の魔術列車の上に
別の魔術列車を配置することができます。

魔術列車の配置

ルニカの能力をタイルを裏返して
起動し、その効果を実行します。

商品を確保し、企業を改善して、配送を請け
負うことで勝利点を獲得します。

プレイヤーたちは、配送した商品の個数、
配送先の都市の需要、そしてゲーム終了時の
アワードによって勝利点を得ることができます。

ゲームの終わりに最も多くの勝利点を持つ
企業が勝者となります！

目的

魔術列車の獲得では、魔術列車
1つをマーケットから取り、あなたの
車両基地に配置します。

ゲーム中、マーケットに配置されて
いる魔術列車が2つ以下になった
場合、それらを捨てた後6つの魔術
列車を配置し、新しいマーケットと
してください。

リフレッシュでは、キャプテンと
エンジニアのタイルを表向きに
することができます。

マナの回復では自分の全ての
使用済みのマナをカンパニーボード
のマナエリアに戻します。

一部のスペシャリストと魔術列車
にはマナの回復アイコンが描かれて
います。その場合、マナの回復
アイコンに示された数分のマナを
カンパニーボードに戻します。

管理事業アクションでは、マナの回復、キャプテンとエンジニアのリフレッシュ、魔術列車の獲得という3つのアクションを
取ることができます。プレイヤーが管理事業アクションを行う時、これらのアクションの3つ全てを任意の順序で行います。

管理事業

各ターンのメインアクションを行う前に、任意の数のスペシャリストを任意の順序で使用できます。 キャプテン
とエンジニアをリフレッシュできる場合、同じキャプテン・エンジニアを1ターンに1回以上使用することも
できます。スペシャリストとその能力の一覧については、16〜19ページを参照してください。

ステーションマスターは、各ターンに
起動できますが、裏向きにする必要は
ありません。1ターンに複数回使用できる
能力を持つステーションマスターもい
れば、1ターンに1度スペシャリストを
起動した際に使用できる者もいます。

測量技師は、裏返しにすることで
起動します。 彼らは非常に強力で、
各ゲームで1度しか使用できません ！

キャプテンとエンジニアは、裏向きに
疲弊させることで起動します。
これらのスペシャリストは、管理事業
アクションを行うかそれらをリフレッシュ
する効果を使用した際に再び利用
可能になります。

スペシャリストは4種類の分野があります。 ゲームの開始時には、キャプテンのみが雇用可能です。 企業を
アップグレードする際に、新しいスペシャリストを雇用することができますが、特に指定のない限り、各分野の
スペシャリストは1枚ずつしか雇用できません。

スペシャリストの起動

ゲームはスタートプレイヤーから開始し、時計回りに1人ずつターンが進行します。あなたのターンが
きたら、まずスペシャリストを起動することができます。 その後、メインアクションとして「管理事業」か
「移動 + 発動」のいずれか1つを選択しなければなりません。 車掌ポーンが路線の終点に達した時、
（望むならば）配送を行った後で、車掌ポーンをスタートサインに戻さなければなりません。

いずれかのプレイヤーが既定の枚数の需要タイルを集めるまでゲームを続行します（２〜３人ゲーム：６枚、
４人ゲーム：５枚、５人以上のゲーム：４枚）。 いずれかのプレイヤーが需要タイルを規定数集めた場合、
ゲーム終了時の処理（１２ページ）を開始し、勝者を決定してください！

ゲームの流れ
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ルニカには5つの選択肢があります：
1. ０*  を支払って A に移動し、 ① を発動します。
2. １*  を支払って B に移動し、 ② を発動します。
3. 3* を支払って C に移動し、 1*を追加で支払って ③ を発動します。
4. 6* を支払って D に移動し、 1*を追加で支払って1つの魔術列車

（④または⑤のいずれか）を発動します。

5. 6*を支払って D に移動し、3*を追加で支払って2つの魔術列車
（④と⑤の両方）を発動します。

注：③④または⑤の魔術列車の発動には、それぞれ固有のコストが
かかりますので、それぞれ １*  のコストがかかります。

魔術列車の発動
車掌を移動させた後、停止したスペースで魔術列車を発動することができます。 各スペースには、
その下に１〜３つの魔術列車が配置されています。 プレイヤーはそれらの魔術列車を任意の順序で
発動することができますが、それぞれの魔術列車は各ターンに一度ずつしか発動できません。

魔術列車の発動によって獲得したマナは、同じターンで別の魔術列車の発動のために支払うことはできません。

２つ以上の魔術列車を同時に発動する場合、追加のマナを必要とします。 

• １つの魔術列車の発動する場合、コストはかかりません。

• ２つの魔術列車の発動する場合、1*が必要です。

• ３つの魔術列車の発動する場合、3*が必要です。

魔術列車の一部は、その魔術列車を使用するために追加で支払われなければならない固有のコストが印刷されています。

たくさんの魔術列車を使用すれば、線路を建設し（１１ページ参照）、企業の配置を広げ、都市に辿り着く助けになります。
魔術列車の位置を交換したり、マップ上の商品を移動させたりするなど、それぞれ固有の効果があります。魔術列車と
その効果の一覧については、１４〜１５ページを参照してください。

車掌コマの移動
移動 + 発動アクションを選択する際、１スペース以上４スペース以下の範囲で車掌コマを移動できます。
車掌コマは、スタートサインから納品スペースまで左から右に移動します。路線の終点に達すると、スタート
サインに戻ります（路線の終点の詳細については、７ページを参照してください）。車掌コマが２スペース
以上移動する場合、追加のマナを必要とします。 

• １スペース移動する場合、コストはかかりません。

• ２スペース移動する場合、１*が必要です。

• ３スペース移動する場合、３*が必要です。

• ４スペース移動する場合、６*が必要です。

移動 + 発動アクションを使用すると、車掌を移動し、魔術列車を発動することができます。 このアクションに
よって、線路の建設や、様々な有用な効果の発動が可能になります。

移動 + 発動

マナの獲得
マナを獲得する度に、カンパニーボードのマナエリア
に新しいクリスタルを追加します。
すべての企業は最大で１０個のマナクリスタルを
所持できます。 この上限を超えてマナを獲得する
場合、単に失われます。

マナの支払い
多くのアクションはマナを支払うことによって実行
されます。

使用されたマナはカンパニーボードから一旦取り
除 かれます が 、依 然としてそのプレイヤーに
所有権があります。 プレイヤーがマナを回復した
場合、全てのクリスタルを自分のマナエリアに戻し
ます（数値が指定されている場合は、その数値分の
マナのみをカンパニーボードに戻してください）。 
マナエリアに戻ったクリスタルはマナとして再び
使用可能です。

1 2 3 4

5

A B C D

1 2 3
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自分のネットワークに隣接する都市を1つ選択します。 その都市の色の商品を、ネットワーク内にある
都市から好きな数だけ拾い、それらの商品を自分のカンパニーボードに追加します。

ゲーム中、ほとんどの効果と能力は、ネットワーク内
またはネットワークに隣接するヘクスを対象に
選択することができます。

ネットワーク内とは、1台以上の自分の列車コマ
が配置されたヘクスを意味します。

ネットワークに隣接するとは、ネットワーク内の
ヘクスに隣接するヘクスを意味します。

ネットワーク内にあるヘクスはネットワークに
隣接するヘクスとしては扱いません。

ネットワーク

ルニカはネットワークに３つの青い商品を持ち、
青い都市はネットワークに隣接しています。

配送するとき、ルニカは３つの商品すべてを配送し、
３商品の需要タイルを得ることができます！

注：配送のために商品を都市に直接接続する
必要はありません。この例の右端の商品は都市に
接続されていませんが配送可能です。

需要タイル
一回の配送で需要タイルに示された個数の商品を拾った場合、適切なタイル1枚を取り、
カンパニーボードに置きます。

• ２つ以上の商品を配送した場合、２商品の需要タイル (１VP) を取ることができます。

• ３つ以上の商品を配送した場合、３商品の需要タイル (２VP) を取ることができます。

• ４つ以上の商品を配送した場合、４商品の需要タイル (３VP) を取ることができます。

条件を満たした需要タイルを1枚取ることができます。 たとえば、４つの商品を配送し、３商品の需要
タイルと４商品の需要タイルが既に全て取られている場合は、２商品の需要タイルを取ることになります。

必要な数の需要タイルを集めた場合、ゲームの終了条件を満たすことができます。 余剰分は手もとに
置いておき、最終得点で数えてください！ 

ブルーキングズラインの列車は湖の上にあります。
この湖はネットワーク内にあります。
周囲の６つのヘクスはネットワークに

隣接しているとみなされます。

配送

車掌コマは路線の終点に達すると、それ以上進むことができません。その際、まず商品を配送すること
ができます。 その後、企業のアップグレードを選択します。 最後に自分の車掌コマをスタートサインに
戻して、そのターンが終了します。

路線の終点

自社のネットワークはつながっていなくてもかまいません！乗り継ぎと移動の効果によって、すべての列車が互いに隣接せずとも接続しているのです。どの列車もネットワーク内にあるならば、ネットワークに隣接するどの都市にも配送することができます！魔法の列車ですから！ 
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様 な々能力（特にゲッセルハイム・インペリアルを使えば、荒地タイル１枚をあなたのネットワークに
隣接したヘクス、またはあなたのネットワーク内のヘクスに配置できます。

荒地が置かれるとそのヘクスに配置された商品が破壊されます。 商品をマップから取り除き、サプライに
戻します。そのヘクスにある既存の列車コマはすべて新たに配置された荒地の上に置かれます。 荒地を
都市または別の荒地の上に置くことはできません。

サプライに荒地タイルが残っていない場合、それ以降の荒野の配置アクションは効果を持ちません。

荒地の配置

ゲーム中には様々な能力と効果を獲得可能です。荒地の配置・線路の建設・乗り継ぎは、スペシャリストと
魔術列車の効果として数多く登場する効果です。
他の全ての効果の一覧については、魔術列車の効果は14〜15ページを、スペシャリストの効果は
16〜19ページを参照してください。

ゲームの効果

効果を完全に得ることができない場合でも、アップグレードを選択してください。　たとえば、マナの獲得と
マナの回復を選択したのに既にマナを１０個持っている場合、マナを獲得することなくマナを回復します。

魔術列車やスペシャリスト等の他の手段で配送を実行した場合にはアップグレードを実行しません。

アップグレードを完了したら、車掌コマを線路の先頭のスタートサインに戻します。

スペシャリストの獲得では、あなたがまだ
所持していない分野のスペシャリスト
１人を選択して雇用することができ
ます。
その分野のマーケット全体から１人を
選択し、カンパニーボードの対応
するスロットに配置します。残りを
マーケットに戻します。その後、
キャプテンとエンジニアをリフレッシュ
します。

スペシャリストの獲得と、キャプテン
とエンジニアのリフレッシュ

魔術列車を獲得した後、もう一度
魔術列車を獲得します。

プレイヤーが最初の魔術列車を
選択した後、市場に２つしか魔術
列車がない場合は、２つ目を獲得
する前にマーケットの魔術列車を
捨てて６つの魔術列車を配置し
新しいマーケットとしてください。

魔術列車を２回得る

マナを獲得した場合、マナクリスタル
を得ます（最大１０まで）。
新しいマナクリスタルはカンパニー
ボードのマナエリアに追加されます。
その後、マナを回復します。

マナの獲得とマナの回復

路線の終点に達すると、配送をしたかどうかに関わらず、あなたの企業をアップグレードする必要が
あります。  ３つのアップグレードのいずれかを選択してください。

アップグレード

荒地を１に配置すると、そのヘクス
の商品が破壊されます。

２のヘクスは既に荒地であるため、プレイヤー
は2に荒地を置くことはできません。

また、3のヘクスはネットワークに隣接して
いないため、3に配置することもできません。

スペシャリストの選択 
プレイヤーがスペシャリストを選択する際は、その
プレイヤーの次のターンまで選択を考え続けられます。  
他のプレイヤーが同じ分野のスペシャリストを選択
したがったならば、そのプレイヤーが選択する前に
選択してください。
これは、プレイヤーが重要な決定に時間をかけられる
ようにしながらも、ゲームの流れを途切れさせないよ
うにするためです。

3

2

1

スペースは限られてお

り、既に選択したタイル

を置き換えることはでき

ません！

スペシャリスト、魔術列車、

またはマナを得た際に置く

スペースがない場合、

そのアップグレードは

失われます！
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ブルーキングズラインのプレイヤーが
氷河に建設しようとしています。

この場合、３*を支払い都市への乗り継ぎ
を行って①に建設すること、４*を支払い荒地
への乗り継ぎを行って②に建設すること、または
４*を支払ってレッドケリガン（対戦相手）の
線路へ２回乗り継ぎし③に建設することが
できます。

ブルーキングズラインのプレイヤーは①に
湖建設で、②に火山建設で、③に
森林建設で建設することができます。

そのヘクスに配置されている商品を対戦相手が
先に配送するかもしれないというリスクを除いて
③のレッドケリガンのプレイヤーと同じヘクスに
建設する場合、ペナルティはありません。

乗り継ぎに関する効果を使用して乗り継ぎを実行することもあります。 また、線路の建設をする効果の
実行時に乗り継ぎを行うこともできます。 その場合、乗り継ぎする一つ目のヘクスがネットワークに隣接
しており、建設対象として選択したヘクスが有効な対象である必要があります。

対戦相手への乗り継ぎコストは２*です。

線路を建設する際に1人以上の対戦相手の
列車コマを含むヘクスに乗り継ぎすることが
できます。対象のヘクスに何台の対戦相手の
列車コマがあっても、コストは常に２*です。

対戦相手が荒地に列車コマを配置している
場合、対戦相手への乗り継ぎコストではなく荒地へ
の乗り継ぎコストを支払う必要があります。

荒地への乗り継ぎコストは４*です。
線路を建設する際に荒地に乗り継ぎ
することができます。

都市への乗り継ぎコストは３*です。
線路を建設する際に都市に乗り継ぎ
することができます。

乗り継ぎ
離れた場所に移動する際、乗り継ぎを行うことができます。 乗り継ぎでは、いくつかの地形を飛び越え、
他のエリアにより早く到達することができます。 一度の建設で異なる地形への乗り継ぎを何度でも実行
できますが、乗り継ぎごとにコストがかかります。

対戦相手の列車
コマが一つ以上配置

されている地形

あなたの企業の
ホーム地形

任意の場所の
任意の地形

（荒地を除く）

マップの端の
任意の地形

（荒地を除く）

任意の地形
（荒地を除く）

荒地山溶岩湖砂漠 氷河森林

線路の建設効果を使用すると、列車コマ1つを、あなたのネットワークに隣接する指定された地形のヘクスに配置できます。 
１つのヘクスに最大３つの異なる列車コマを置くことができます。 既に自分の列車コマが置かれているヘクスに対して、
新たな列車コマを配置することや列車コマを移動することはできませんが、対戦相手の特殊な効果によって既に別の列車
コマを配置されているヘクスに列車コマを移動させられることはあります。 列車コマを都市に配置することはできません。

線路の建設

線路を建設する際、グローバルアイコン（右図）がない限り、ネットワークに隣接するヘクスに
建設しなければなりません。特殊能力によって都市や荒地に隣接するヘクスに建設する場合、
ネットワークに隣接するヘクスの内、都市や荒地に隣接するヘクスに建設することになります。 グローバル

1

23

1

2

3
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タイブレーク 
総VP(勝利点)が同数の場合、より多くの商品を配送したプレイヤーの勝ちです。

それでも引き分けの場合、より多くの列車コマを置いたプレイヤーの勝ちです。

それでも引き分けの場合、スタートプレイヤーから最も遠いプレイヤー（順番に）が
勝者となります。

得点計算 
各プレイヤーの合計VP(勝利点)は、以下の値の合計によって算出されます。

• 配送した商品： 配送した商品１つごとに１VP

• 需要ボーナス： 回収した需要タイルの値の合計に等しいVP

• アワードタイル（上級ルール）：各目標を最も達成したプレイヤーに６VP、２位のプレイヤーに
４VP、３位のプレイヤーに２VP（４人以上のゲーム）を与えます。２人ゲームでは、
４VPを上位のプレイヤーのみに与えます。２位には何も与えられません。ポイント
獲 得 のためには、目標 の 要 素を少なくとも１つ獲 得している必 要 があります 。 
 
アワードに関して２人のプレイヤーが引き分けている場合、次点の値を加えて均等に
分割（切り捨て）します。 ３人以上のプレイヤーが引き分けている場合、次点と次々点の
２つの値を加算して均等に分割（切り捨て）します。

• 例： プレイヤーAとプレイヤーBはともに１位でした。 ６VP（１位）と４VP（２位）を
合計し、各プレイヤーに５VPを与えます。 ３位は２VPを獲得します。

• 例： プレイヤーA、B、Cはすべて２位になります。 ４VP（２位）と２VP（３位）を
合計して、各プレイヤーに２VPを与えます。 ３位は何も獲得しません。

いずれかのプレイヤーが規定数の需要タイルを回収したか、または列車コマを使い切った時、
全てのプレイヤーが同じ数のターンとなるようにプレイを続けます。

スタートプレイヤーの前のプレイヤーまでプレイが完了したら、最後のプレイヤーから逆順に
１回ずつ最終配送を行うことができます。この最終配送は通常のターンでの配送と異なり、
スペシャリストの使用や車掌の移動はできません。配送が需要タイルを満たす場合、最終配送に
おいても需要タイルを獲得することができます。

ゲームの終了
２〜３人ゲーム： ６つのタイル

４人ゲーム： ５つのタイル

５人以上のゲーム： ４つのタイル

プレイヤーはゲームが終了する前に規定数
以上の需要タイルを集めることができます。
余剰分は手もとに置いておき、最終得点時に
計上してください ！

必要な需要タイル

誰かが列車コマを使い切った

時もゲーム終了です!
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列車コマは対戦相手の列車コマとはみなされません。

• 例外：スペシャリストが他のプレイヤーの能力をコピーする能力を持って
いる場合、あなたはチームメイトの能力をコピーする対象に選択で
きます。

• 得点はチームメイトと共有します。 各チームの商品と需要タイルを合計
して、チームの得点とします。

• ボーナスポイントを獲得可能です。 各色の商品について、その色を最も
多く持っているチームに５VPを与え、チームの得点に加算します（同点の
場合は、すべてのチームに５VPが送られます）。 合計得点の多い
チームが勝利となります！

強力な提携を結びつけ、競合他社とのビジネス勝負に勝つために、業界の仲間と協力しましょう ！
Empyrealは２人対２人、２人対２人対２人、または３人３人（拡張ゲームを使用すれば２人対２人対
２人対２人または４人対４人）で遊ぶことができます。

• ゲームを通常通りに準備します。同じチームのプレイヤー同士が向かいになるように（または
２人対２人対２人の各チームメイトが３人おきになるように）交互に座ります。

• 例：２人対２人対２人ゲームでは、チームAのプレイヤーから開始します。 ２人目はチームBの
プレイヤー、３人目はチームCのプレイヤーです。 その後チームAのプレイヤーから同じ順番で
４〜６人目が座ります。

• アワードは使用しません。

• チームメイトの列車への乗り継ぎのコストは１*です。

• 「対戦相手」を参照する効果と能力は、チームメイトには使用できません。チームメイトの

 チーム戦

効果を発揮するのに十分な商品がサプライに
存在しない場合はどうなりますか？

商品が使い果たされた場合は、その効果を
発動しないでください。

チームゲームでは、チームメイトのネットワークから
商品を配送できますか？

いいえ。

能力によって線路の建設ができる場合に、実行したく
なくても線路を建設する必要がありますか？

いいえ。  しかし、線路を多く建設すると、大体の
場合良い方向につながるという事実は覚えて
おいてください。

能力で商品を破壊する時、効果を望んでいない
（またはできない）場合でも商品を破壊しなければ
なりませんか？ 

能力を発動する場合、全ての効果を達成で
きなければ効果を発動できません。

ネットワーク内のヘクスもネットワークに隣接して
いるとみなされていますか？

いいえ。

荒地タイルを置く必要があり、ネットワークに隣接
するタイルが全て都市か荒地の場合どうなり
ますか？ 

（このような状況は起こりにくいものの、）
タイルの配置をスキップします。

２枚以上のスペシャリストの能力を同時に使い、
効果を複合することができますか？ 

はい、特に断りのない限り複合できます。

よくある質問
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リキッド・ピュリファイアー
湖のヘクス1つに線路を建設し、マナを
獲得します。

（発動のために ２*必要です）

リミテッド・エクスプレス
この魔術列車のすぐ左または右の魔術列車1つ
の効果をコピーします。その魔術列車の発動に
コストが必要な場合、そのコストを別途支払う必要が
あります。（発動のために １*必要です）

アイスカー
ネットワーク内のヘクス上にある商品を
サプライに戻し、マナを獲得します。

ハイパートレイン
魔術列車を２度獲得します。

（発動のために １*必要です）

ホライゾン・チェイサー

マップの端にある任意の地形（荒地を
除く）のヘクス１つに線路を建設します。

ギルトランナー
スペシャリストを雇用するか、キャプテン
とエンジニアをリフレッシュします。

（発動のために ２*必要です）

フォロー・スルー
１台以上の対戦相手の列車コマが配置
されている任意の地形のヘクス1つに線路を
建設します。（発動のために １*必要です）

フローコントローラー
３*を回復します。

ディープワン
マップ上の任意の山のヘクス1つに線路を
建設します。

（発動のために ２*必要です）

コラプション・ジャンクション
荒野タイルを配置しマナを獲得します。

（発動のために １*必要です）

カーボム
各対戦相手はそれぞれ所有する魔術列車
1台を選び、車両基地から捨てなければなり
ません。（発動のために １*必要です）

アークティック・ショッカー
氷河のヘクス1つに線路を建設し、任意の
色の商品をそのヘクスに配置します。

（発動のために ２*必要です）

特別な魔術列車（各1枚）

マナの回復
表示されている地形のヘクス１つに線路を
建設し、さらに１*を回復します。

一路線の建設（２路線）
表示されている２つの地形のいずれか
1つを選択して、そのヘクス1つに線路を
建設します。

一路線の建設（３路線）
表示されている３つの地形のいずれか
１つを選択して、そのヘクス１つに線路を
建設します。（発動のために１*必要です）

競合者乗り継ぎ無料の建設
表示されている地形に線路を建設します。
この建設では、対戦相手への乗り継ぎ１回分
が無料です。 （この無料の乗り継ぎは必須
ではありません）

都市乗り継ぎ及び荒地乗り継ぎ無料の建設

表示されている地形のヘクスに線路を建設します。
この建設では、都市及び荒地への乗り継ぎ1回分が
無料です。 （これらの無料の乗り継ぎは両方を使用
してもいいし、両方とも使用しなくてもかまいません）

二路線の建設
任意の順番で、表示されている地形のヘクス
それぞれに１つずつ線路を建設します。

（発動のために ２*必要です）

共通効果の魔術列車
魔術列車の一覧
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ワールドスパナー
任意の異なる地形のヘクス2つに線路
を建設します。

（発動のために ３*必要です）

ヴォルカニック・ヴェクサー
溶岩のヘクス1つに線路を建設し、その
ヘクスに隣接する商品を選択して、それ
をサプライに戻します。（発動のために 
1*必要です）

トランスミッター
ネットワーク内の商品一つを、サプライの
任意の色の別の商品1つと交換します。

（発動のために １*必要です）

トランスフォーマー
市場にある魔術列車1つの効果をコピー
します。その魔術列車の発動にコストが
必要な場合、そのコストを別途支払う必要が
あります。（発動のために１*必要です）

テラフォーマー
荒野のヘクス1つに線路を建設し、任意の
色の商品1つをサプライからそのヘクスに
配置します。（発動のために２*必要で
す）

切替えステーション
あなたの列車コマ一つの位置を、その
隣のヘクスにある対戦相手の列車コマ
一つと交換します。（発動のために1*
必要です）

サブアーバン・エクスプレス
都市または荒地に隣接する任意の地形

（荒地を除く）のヘクス1つに線路を建設
します。（発動のために １*必要です）

スパイス・コンボイ
砂漠のヘクス1つに線路を建設し、エンジニアを
リフレッシュします。
（発動のために １*必要です）

シーリング・サプライヤー
商品1つを配送します。

（発動のために １*必要です）

サイエンスカー
マナを獲得するか、魔術列車を獲得します。

（発動のために ２*必要です）

リフォレスター
森のヘクス1つに線路を建設し、そのヘクスに
緑 の 商 品（ ハートウッド）を配 置します 。
この処理を2回行います。（発動のために
３*必要です）

精錬車
スペシャリストを雇用するか、マナを獲得
します。
（発動のために ２*必要です）

ポリューション・ソリューション
荒地ヘクス2つに線路を建設します。

（発動のために 1*必要です）

ポリネーター
ネットワークに隣接するヘクス上の商品一つを
選択し、ネットワーク内のヘクス1つに移動します。

（発動のために １*必要です）

ミラーボックス
あなたのネットワーク上の、商品が配置されて
いるヘクス1つを選択します。そのヘクスの上に
同じ色の商品１つをサプライから配置します。

（発動のために １*必要です）

メトロ
都市に隣接する任意の地形（荒地を除く）
のヘクス１つに線路を建設します。

メディテーション・メカ
魔術列車を獲得します。

マナ・サージャー
マナを獲得します。

（発動のために 1*必要です）

ラグジュアリー・キャリエージ
スペシャリストを雇用するか、魔術列車を
獲得します。

（発動のために 1*必要です）
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トライアス・ブラックウインド

ホーム地形のヘクス1つに線路を建設
するか、エンジニアをリフレッシュします。

イリアランドラダーヤモレラ

1*を支払い、スペシャリストを雇用する
か、都市に隣接する任意の地形（荒地を
除く）のヘクス1つに線路を建設します。

ここで紹介する2人の特別なキャプテン
はコンサルタントです。どの企業の
リーダーとしてもプレイできます！

ワイルドキャプテン

魔術列車を獲得します。

セス・クリミュール
このターンの間、あなたの車掌コマのスペースに
ある魔術列車の発動にかかる全てのコストが
無料になります。 魔術列車の発動に必要な
固有のコストも支払わなくて構いません。

マナを獲得します。
（発動のために 1*必要です）

ルニカ・ゼナネン

５*回復します。

スペシャリストを雇用するか、キャプテン
とエンジニアをリフレッシュします。

（発動のために 1*必要です）

レイレイ・ケリガン
このターンの間にあなたの車 掌コマを
動かす場合、１〜３つのスペースの移動にかかる
コストは無料になります。４つのスペースを移動
する場合、コストは ２*です。

任意の地形（荒地を除く）のヘ
クス1つに線路を建設します。

（発動のために 1*必要です）

マルシュネー・エイル・ショレック
ネットワーク内にある商品1つを
サプライに戻し、その商品のあった
ヘクスにある自分の列車コマを
隣接するヘクスに移動します。

ネットワークに隣接するヘクス上に
ある商品1つを、あなたのネットワー
ク内にあるヘクスに移動できます。

（発動のために 1*必要です）

ドローレス・メイルフェイズ
１*を支払い、対戦相手の列車コマ
が配置されていないヘクス上にある
商品1つを、あなたのネットワーク内
にあるヘクスに移動します。

荒地を配置し、そのタイル上に
線路を建設します。

バートック・クール
荒地を配置するかまたは荒地のヘクス1つ
に線路を建設します。 この配置によって
ヘクス上の商品を破壊する場合、その商品
をあなたのカンパニーボードに追加します。

キャプテンと企業の魔術列車

スペシャリストの一覧
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ウェンディー・スリストル

このターン中、荒地・
都市・対戦相手への
乗り継ぎにかかるコスト
が無料になります。

ウーミ・ヌオク
1*を支払い、マーケット
にある魔術列車1つ
の効果をコピーします。
その魔術列車の発動
にコストが必要な場合、
そのコストを別途支払う
必要があります。

サラフィナ・
ヴェーンドラン

このターン移動+発動
のアクションを行った時、
魔術列車の発動の為
の固有のコストを無視
します（移動+発動の
コストは支払う必要が
あります）。

リキシア・ファン・ソレル

1*を支払い、自分の
ネットワーク内にある
商品が配置されている
ヘクス1つを選択しま
す。 そのヘクスの上に
同じ色の商品を配置
します。

オーマン・キャスパー
3*を回復します。

マンチ
1*を支払い、自分の
キャプテンをリフレッシュ
します。

マランドラックス・
メッシ
1*を支払い、ネット
ワークに 隣 接 する
ヘクスに配置されて
いる商品1つを、自分の
ネットワーク内にある
ヘクスへ移動させま
す。

ルーク・フォン・ゴット
1*を支払い、マナを
獲得します。

リキス・ラン・カンダ

自分のネットワーク内に
ある商 品 が 置 かれて
いないヘクス1つを選択
します。その地形と同じ
色の商品1つをサプライ
からそのヘクスに配置
します。

イリオン・ジュズ
1*を支払い、列車コマ
１つを隣のヘクスに
移動します。

ガレック・テシアス
カンパニーボードに配置されて
いる魔術列車２つの位置を
入れ替えるか、1つを空の
スロットに移動します（この方法
で移動する場合、車両基地
の２段目に魔術列車を配置
していなくても、３段目に移動
させることができます）。

エロイ・クラウス
このターンに移動+発動
のアクションをした時、
魔術列車の発動にかかる
コストを無料にし、１*
回復します。（発動の為の
コストは支払う必要が
あります）

デーダラス・キンゼー
自分のネットワーク内に
ある商品一つを配送
します。

キャンディード・
メイルフェイズ

対戦相手の列車コマが
１台以上配置されて
いるヘクス1つに線路
を建設します。

アレット・
ドラミヴァール 

他のプレイヤーの表
向きのエンジニアの
能力１つをコピーしま
す。

エアリオン
荒 地を配 置します。
このターンの間、コスト
を支 払 わ ずにその
荒地へ乗り継ぎする
ことができます。

アデレード・シバーズ
魔 術 列 車を獲 得し
ます。

エンジニア

スペシャリストの一覧
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ウェルシィ・
アクターン
マップ上の任意の地形

（荒地を除く）のヘクス
1つに線路を建設しま
す。その後、そのヘクスに
隣接するホーム地形
のヘクス1つに線路を
建設します。

ウォードロー・
オブライエン
マップ上の任意の需要タイル
２つの位置を入れ替えま
す。この能 力を最 大２回
行います。これらの入れ替え
られた需要タイルを達成する
時、都市の色ではなく需要
タイルの色に一致する商品
の配送を行います。

テレミア
あなたのキャプテン・エンジニア・
ステーションマスターいずれか
１枚を他のプレイヤー1人の
同じ分野のスペシャリストと
交換します。あなたが交換で
得たスペシャリストが裏向き
の場合、そのスペシャリストを
リフレッシュします。

ラン・ウゴビア
キャプテンとエンジニア
をリフレッシュします。
それらの能力を即座
に使用することがで
きます。その際、スペ
シャリストを裏返す
必要はありません。

ミンドラ・ドラク
自分のネットワーク内
にあるヘクス1つを選択
します。そのヘクスに
隣接する各ヘクス上
に（可能な限り）線路
を建設します。

ミルトン・バーツ
魔術列車を2度獲得し、
両方を無料で発動し
ます（その魔術列車に
発動のためのコスト
が必要な場合、その
コストを別 途 支 払う
必要があります）。

リヤル・ケリガン
あなたのネットワーク内
にある商品1種類を
最大４つ配送します

（この 配 送 は 需 要
タイルの対象となりま
す）。

ジョーン・ストロング・
スティーブンソン
任意の地形（荒地を
除く）のヘクス1つに
線 路を建 設します。
この能力を最大3回
行います。

ヒダード・             
バーンスタイン
地形1つを選択します。
その地形のヘクス最大
４つに線路を建設し
ます。

空山ひかる
マナを回復し、マナを
２つ獲得します。

アイリーン・
レミナ・コボル
このターンの後に追加
の１ターンを得ます。

ドック・シルナン
別のプレイヤーの測量
技師の能力1つをコピー
します（その測量技師は
表向きでも裏向きでも
構いません）。

シン・アタラー
自分のネットワーク内に
あるヘクス1つを選択
します。そのヘクスに
隣接するヘクスにある
全ての商品を選択した
ヘクスに移動します。

アリエル・             
メイルフェイズ
自分のネットワーク内に
あるヘクス1つを選択します。
そのヘクス及び隣接する
ヘクスの全ての列車コマ

（自分の列車コマを含む）
をマップから取り除き、
それらをカンパニーボード
のサプライに戻します。

アーニャ・             　
サウスウィンド
自分の列車コマ1つを
隣のヘクスに移動します。
この能力を最大４回実行
します。同じ列車コマを
複 数 回 動 か すことが
できます。

アルミア・ノル・カンダ
自分のネットワーク内に
ある、商品が置かれて
いないヘクス1つを選択
します。その地形と同じ
色の商品1つをサプライ
からそのヘクスに配置
します。この能力を最大
３回行います。

アエラ
サプライからステーション
マスター３枚を引きます。
１枚を選んでアエラ
の上に配置します。
他の２枚はサプライに
戻します。

測量技師

スペシャリストの一覧
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フォコ・アストラム
自分が路線の終点で配送
をした時、需要タイルを取
らずに、サプライから２つの
商品をカンパニーボードに
追加します。これらの商品
は、ネットワークに接続
している都市の色と一致
している必要があります。

フィオナ・ラローン
移動 + 発動のアクションを実行
したとき、１*を支払い、1つの魔
術列車を２回発動することができ
ます（その魔術列車に発動のた
めのコストが必要な場合、そのコス
トをそれぞれ支払う必要がありま
す）。このターン、それ以外の魔術
列車を発動することはできません。

ツザルト・カルガン
自分が管理事業アク
ションをする時、ホーム
地形のヘクス1つに
線路を建設すること
ができます。

テグスガン
自分のターンのスペシャ
リストの発動フェイズ中に
２*を支払い、自分の
ネットワーク内にある商品
1つをサプライに戻し、任意
の地形（荒地を除く）の
ヘクス1つに線路を建設
することができます。

シモン・ラ・             
フォッシューズ
車掌コマを１つまたは
２つのスペースを移動する
のにかかるコストは無料
となります。３つのスペース
を移動するためのコストは
２*です。４つのスペースを
移動するためのコストは
４*です。

サナセス・ダナー
あなたが線路を建設
する時、荒地への乗り
継ぎにかかるコストは 
１*になります。

ペリル
移動 + 発動アクションを実行す
る際、車掌コマを移動した後に
魔術列車を発動する代わりに、
魔術列車を発動してから車掌
コマを移動することができます。
この方法で路線の終点に移動
した時、配送を行わずに車掌コマ
をスタートサインに戻します。

ニコメデス・          
アンサイジュ
自分が管理事業アク
ションをする時、商品
1つを配送することが
できます。

ルカ・ターロッテ
自分のターンのスペシ
ャリストの発動フェイズ
中に２*を支払い、自分
のネットワーク内にある
商品1つをサプライに戻し、
自分のキャプテンをリフ
レッシュすることができ
ます。

リート・フルゴア
自分が路線の終点に
て配送した時、マナを
獲得できます。

レヴィン・キャスリー
移動+発動アクションを実行
する際、2回目の魔術列車の
発動にかかるコストは無料と
なり、3回目の魔術列車の発動
にかかるコストは１*なりま
す。その魔術列車に発動の
ためのコストが必要な場合、
そのコストは 別 途 支 払う
必要があります。

イリニ・グレンハート
線路を建設する際に
かかる対 戦 相 手 へ
の乗り継ぎのコストが 
１*になります。

ノアウッド            
製人工知能

路線の終点にて配送
する際、通常よりも価値
が1高い需要タイルを
達成することができます。

フェイラナ・            
チョルギッツ
あなたのターンのスペ
シャリスト発動フェイズ中
に、１*を支払い、あなた
のネットワーク内にある
商品1つをサプライに戻し、
エンジニアをリフレッシュ
することができます。

ダレイオス・クール
自分のターンのスペ
シャリスト発動フェイズ
中に、自分のネットワーク
内にある商品2つを
サプライに戻し、マナを
獲得することができ
ます。

クリーブ・メルモント 
自分のターンのスペ
シャリスト発動フェイズ
中に、1*回復すること
ができます。

アンティン・フラス
あなたが線路を建設
する時、都市への乗り
継ぎにかかるコスト
が無料になります。

ステーションマスター

スペシャリストの一覧
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技術者
魔術列車・マナ・スペシャリスト
の合計数が最も多いプレイヤー

（ボードに印刷された魔術列車は
数えません）

セカンドオピニオン
1台以上の対戦相手の列車コマの
あるヘクスに配置されたあなたの
列車コマの数が最も多いプレイヤー

（2人ゲームでは使いません）

フォーカス
需要タイルを一色選択し、その
タイルの個数が最も多いプレイヤー

エッジロード
マップの外周に置かれた列車
コマの数が最も多いプレイヤー

ドライブバイ
都市に隣接する列車コマの数が
最も少ないプレイヤー

多様性
達成した需要タイルの色の数が
最も多いプレイヤー

コスモポリタン
都市に隣接する列車コマの数が
最も多いプレイヤー

コングロマリット
各プレイヤーの最大の線路グループ
において、列車コマの数が最も
多いプレイヤー

貯蔵所
ネットワークに残っている商品の
数が最も多いプレイヤー

支部
独立した線路グループの個数が
最も多いプレイヤー

アワード
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バイタルシルバー
しばしば山の中深くで、鈍い銀白色の金属が
みつかります。
バイタルシルバーは、皮膚と接触させ続けると身体
能力を高めますが、皮膚から離そうとすると激しい
炎症を引き起こします。伝統的に装甲や武器の微量
成分として用いられてきましたが、現在は、医学分野で
新しい治療法への利用が研究されています。

リザーホワイト
リザーホワイトはしばしば「魔導士のハーブ」
と呼ばれ、精神的な鋭敏さを高めるために
魔法使いが広く喫煙しています。

現在では広く利用可能であり、調理のスパイスや
石鹸の乳化成分、期末試験の準備をする
学生たちのビタミン剤代わりなどとして使用
されています。

ハイラタイン
砂漠に生えるこの植物、ハイラタインの葉を
乾燥させると、強力な治癒特性を発揮します。

この葉を噛むと疾患に対する短期免疫性を
得られ、傷口にそれらを当てると急速な治癒が
可能となります。科学者は今、この葉をあら
ゆる種類の病気のワクチンに変換する方法を
実験している最中です。

ハートウッド
古木の中心から切り出された破片、ハートウッド
は木の「魂」を含んでいると言われています。

地面に植え付けると、ハートウッドはどんな形にも
どんな大きさにも望 んだように 成 長します 。
この物質の破片は、地域社会の発展に使うため
需要が高く、急速な郊外建設に使用されています。

アーライト
この青色の金属、アーライトは通常液体の状態で
存在し、周囲の領域に空間の歪みを生じさせます。

焼成によって固形化し、最適な形状に鋳造する
ことで、次 元 旅 行、小 規 模な異 世 界の創 造、
および限定的な範囲ながらテレポートが可能に
なります。この金属は少量で非常に貴重です。

クリズマ
深く掘削を進めることによって塊状の紫色の
ぬかるみ、クリズマがみつかることがあります。

この準安定状態の油圧は、圧縮されるほど
より大きな力で膨張し、近年ますます一般的に
なっている永久エネルギーエンジンの重要な
要素として扱われています。

商品
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バートック・クール 
チーフエンジニア

ゲッセルハイムの大君主は、北部における産業の繁栄が急成長したことに感銘を受け、軍事チーフ
エンジニアのバートック・クールに、南の広大な荒地にある植民地と都会から遠く離れた村 と々を統合
するために、全国的な鉄道事業としてゲッセルハイム・インペリアルを設立することを命じました 。

ゲッセルハイムは、荒地、砂漠、山、溶岩の氾濫、氷河などの困難な地形に覆われています。障害物を
突き破って荒地を横切っての長距離の移住ができるように、バートックは、純粋なパワーを念頭に
タイタン・シリーズの機関車を設計しました。

同社の事業は広大な破壊の跡を残したものの、以前は横切ることのできなかった荒地の道を踏み固める
という驚くべき偉業を成し遂げました（総合して考えると、以前よりもずっと悪くないと言えるでしょう）。

ゲッセルハイム・インペリアル

マルシュネー・エイル・ショレック    
筆頭理事

ドリアードのマルシュネー・エイル・ショレックは、インダインの産業革命の進展によって引き起こされた
汚染が自然を犯していることに悩んでいました。しかし状況を前向きに捉え、貨物輸送と乗客輸送の
代わりとなる手段を世界の人々に提供するために、キャタピラー運輸協会を設立しました。

協会の「機関車」は大きな幼虫で、背中にはゴンドラを乗せ、後ろには貨物車を引っ張っています。
この巨大な幼虫は、旅行を進めるにつれて景色を横切って道を食い開き、新しい線路を作りながら
進んでいきます。

マルシネ氏は、「エンジン」が引退した後は、その後数年の内に航空貨物に進出する偉大な計画を
立てています。

キャタピラー運輸協会

ドローレス・メイルフェイズ 
執行会長

アフターワールドの第三王女ドローレス・メイルフェイズが、インダインに突如として訪れた産業革命を
知ったとき、長い年月の間彼女の支配を免れた多くの亡霊を一堂に集める好機であると気づきました。
こうして恐ろしき企業、アフターワールド・エクスプレスが設立されたのです。これまでのところ、旅客機での
試みに関しては成果がまちまちなものの、貨物運送に関しては、運送を手掛ける企業は押しなべて
アフターワールド・エクスプレスの結果に感銘を受けています。

ドローレスはアフターワールドで「怪物の作り手」として知られており、アフターワールド・エクスプレスの列車は
彼女の恐ろしい作品の一つとして広く知られています。彼女の作った怪物は機械的な精度で動作しますが、
実際には、骨の如く輝くように磨かれた金属製の鎧でその身を包む異世界の獣です。夜の暗闇の下に
赴けば、わがままな亡霊を飲み込みながら、主人のもとへ運び連れて行く姿を見ることができます。

アフターワールド・エクスプレス

企業プロフィール
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熟練工として卓越した技術を持つルニカ・ゼナネンは、ジェフリアン軍の大郷士の頭としての出仕を
早期に退役した後、兄弟の一人と力を合わせ、中央王国初の鉄道路線として、キングズラインを建設
することを決意しました。彼女の弟クールが企業の会計とビジネス開発を担当している間、ルニカは
現場で働き、新しい路線を計画し、エンジンの性能を絶えず改善しています。

ルニカの工芸への精通により、古代のゴーレムを動かすのと同じ技術で動く、現代用に最適化され
改良された機関車、レリック・ランナー号を創り出しました。ゴーレムの核は生のマナよりもはるかに
安定したエネルギー源を提供するため、レリック・ランナー号は同量の燃料で他の列車よりも長い時間
稼働することができます。

キングズライン

ルニカ・ゼナネン 
熟練工総指揮

ケリガン鉄道は、エルフのビジネス界の有力者、マーズ・ケリガンによってウィラットの北部に100年以上も
前に設立された地域サービスです。マーズの2番目の娘レイレイは、東はコル・カロリから西はエンピリアル
シティまで、長き道を築くために大陸横断鉄道事業へとサービスを拡大しました。

トリディアンMk. XIIはこれまでに開発された中でも最速の機関車であり、ケリガン大陸横断鉄道の
誇りです。このエンジンは、速達貨物配送と旅客輸送の路線でトップの性能を誇ります。並外れた
高級感、安全性、そしてスピードを兼ね備えている代わりに、乗車賃が非常に高価です。しかし値段
とは裏腹に、ケリガンの卓越した評判のおかげで、これらの特急路線は絶えず予約で一杯です。

ケリガン大陸横断鉄道

レイレイ・ケリガン 
執行部副部長

土地を統一する試みは、東においてのみ始まったわけではありません。サンガリムの西側の砂漠では、
無謀なキャラバンたちが何百年もの間経営を進めてきました。聖皇后の命を受けて、セス・クリミュールは
これらの独立した事業を統合して大規模な砂漠の神聖国家とするために、近代的な運送企業、
ゴールデン・サンド・カンパニーを設立しました。

ゴールデン・サンド・カンパニーの列車は、芸術とデザインの作品です。高級乗用車には、砂漠から
得られた大量の金や、宝石鉱山から得られた豊かな富、そして世界で最も有名な職人の才能が詰め
込まれています。以前は砂漠旅行には大変な苦労を伴いましたが、ゴールデン・サンド・カンパニーの
おかげで、乗客は支配階級の贅沢な暮らしを楽しめるようになりました。

ゴールデン・サンド・カンパニー

セス・クリミュール 
監督職長

企業プロフィール
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