ドラムロール
舞台は 1900 年代初頭のヨーロッパです。プレイヤーはショーを催し、観衆を感動させるためにヨーロッパの
さまざまな都市を旅しているサーカスのオーナーとなります。各ショーの前に、プレイヤーは曲芸師を雇い、
最高の演技を引き出すために彼らの要求を満たして、サーカスの質を向上させなければなりません。
最も高名なサーカスを作り上げるため、プレイヤーは職員を雇ったり投資したりもしなければなりません。
３回のショーのあと、最も多くの名声点を獲得したプレイヤーが勝者となります。

内容物
スタートプレイヤー

トレーラータイル

タイル１枚

18 枚

ゲームボード１枚

ルールブック１冊

地域タイル５枚
割引トークン 44 枚
プレイヤーボード４枚（４色 各１枚）

コイントークン 58 枚

職員カード 15 枚

（１コイントークン 40 枚、

ターン／ショー

５コイントークン 18 枚）

マーカー２個

資源駒 125 個（５色 各 25 個）
曲芸師カード 45 枚

投資カード 30 枚
得点／チケット駒８個（４色 各２個）

アクションマーカー 12 個（４色 各３個）

曲芸師カバー

プレイヤーエイド

カード１枚

カード４枚

シンボル

プレイヤー

そして（プラス）

手品師

ショー

投票

または（選択）

軽業師

ゲーム終了

使用した場合

使用しなかった場合

ジャグラー

猛獣使い

トレーラー

＋名声点

お金

－名声点

投資カード

給料

解雇

アクション
マーカー

奇行師

投資デックの上から
２枚を見て１枚を選ぶ
手札上限＋１

職員

白駒（練習）

裏返したとき

割引

曲芸師

優れた
演技

黄駒（道具）

交換

任意の資源駒

いい
演技

下手な
演技

緑駒（宣伝）

ゲームの

名声点を
失わない

青駒（衣装）

給料を
支払わない

赤駒（備品）

準備

・ゲームボードをテーブルの中央に置きます。
・茶色のマーカー２個をゲームボード上に（ターントラックのスペース１に１個、ショートラックのスペース１に１個）置きます。
・職員、曲芸師、投資カードを個別によく混ぜ、裏向きの山にしてゲームボードの横に置きます。曲芸師カバーカードを曲芸師デックの上に置きます。
曲芸師デックからカードを取るときにはカバーカードの下から取ります。
・デックからプレイ人数に等しい枚数の職員カードを引き、表向きでゲームボードの下側に置きます。
・デックからプレイ人数＋１枚の曲芸師カードを引き、表向きで職員カードの下側に置きます。ゲーム中いつでも、この雇用エリアに同じ種別（手
品師や軽業師など）のカードが３枚並んだ場合、最後に公開されたカードを捨て札にし、新たな１枚を引きます。同じ種別のカードが２枚以下に
なるまでこの手順を繰り返します。

各プレイヤーは１色を選び、以下のものを受け取ります。
・プレイヤーボード
・得点／チケット駒：１個は得点トラックの

スペースに置き、もう１個はチケットエリアのスタートチケットスペースに置きます。

・アクションマーカー３個
・地域タイル１枚：ランダムに配られたタイルをプレイヤーボード上に置きます。
・各プレイヤーは山の下から曲芸師カードを２枚ずつ受け取ります。このカードは他プレイヤーには見せないようにします。プレイヤーは残して
おきたいカードを１枚選び、もう１枚を同時に左隣のプレイヤーに渡します。そのあとプレイヤーはカードを公開し、プレイヤーボードの下側に
置きます。
・各プレイヤーは資源駒を２個選んで取り（同じ色でも異なる色でも可）、プレイヤーボード上の駒保管エリアに置きます。
・各プレイヤーは 15 金を受け取り、自分の曲芸師カード２枚の雇用コストを支払います。
例：サンドラは雇用コスト４金の曲芸師カードを選び、右隣のプレイヤーから雇用コスト３金の曲芸師カードを受け取りました。サンドラは８金
を持ってゲームを始めます。
最近サーカスに行ったプレイヤーがスタートプレイヤーとなります。引き分けの場合はランダムに選びます。

ターントラック
ショートラック

チケットエリア

スタートチケット
スペース

投資アクション

駒アクション

チケット販売アクション
地域タイルエリア

駒保管エリア

プレイヤーボード

ゲームボード

コイン保管エリア
職員雇用
アクション

曲芸師雇用

得点トラック

アクション

ゲームの

進行

ゲーム中、プレイヤーは３回のショーを催します。それぞれのショーについて、プレイヤーは５～７回の準備ターンをプレイします。そのあと、
プレイヤーはショーを開始して得点計算を行います。各ターンは以下の２フェイズに分かれています。
・アクションフェイズ：プレイヤーは３回のアクションを実行して資源を獲得し、投資し、チケットを販売し、職員や曲芸師を雇います。
・配分フェイズ：プレイヤーは曲芸師に資源を与えることができます。

アクションフェイズ
アクションフェイズ中、各プレイヤーは３個のアクションマーカーを使います。スタートプレイヤーから時計回り順に、各プレイヤーは実行した
いアクションのスペースにアクションマーカーを１個置きます。全プレイヤーが３個のアクションマーカーを置くまでこの手順を繰り返します。
注意：複数個のマーカーを置くことができるすべてのアクションでは、実行順を決めるためにマーカーを重ねて置きます。
練習：プレイヤーは白駒を１個得ます。

チケットの販売：プレイヤーは自分のチケット駒を１ス
ペース進め、そのスペースに示された額のお金を得ます。

制限：このアクションは各ターン１回だけ、１人

最後のチケットスペースに到達したら、プレイヤーは次の

のプレイヤーしか実行できません。

ショーまでこのアクションを実行することができません。

道具：プレイヤーは黄駒を１個得ます。

各ショーのあと、すべてのチケット駒はスタートスペース

制限：このアクションは各ターン１回だけ、１人

に戻ります。

のプレイヤーしか実行できません。

制限：各プレイヤーはターンごとにこのアクションを２
回まで実行できます。

宣伝：プレイヤーは緑駒を１個得ます。

投資：プレイヤーは１金を支払い、投資デックの一番上

制限：このアクションは各ターン１回だけ、１人

のカードを取ります。各プレイヤーの手札上限は２枚です

のプレイヤーしか実行できません。

（サーカスにいる「手品師」１人ごとに１枚ずつ増えます）。

衣装：プレイヤーは青駒を１個得ます。

制限：各プレイヤーはターンごとにこのアクションを２

制限：このアクションは各ターン１回だけ、１人

回まで実行できます。

のプレイヤーしか実行できません。

曲芸師の雇用：プレイヤーは雇用コストを支払って（割

備品：プレイヤーは赤駒を１個得ます。

引トークンがあれば減額されます）、表向きの曲芸師カード

制限：このアクションは各ターン１回だけ、１人

から１枚を取ることができます。取ったカードはプレイヤー
ボードの下側に置きます。

のプレイヤーしか実行できません。

制限：各プレイヤーはターンごとにこのアクションを１
回だけ実行できます。

駒アクションの制限：
・４人プレイ時には、ターンごとに駒アクションを４回まで実行で

職員の雇用：プレイヤーは雇用コストを支払って（割引

きます。１スペースを空けたままにしておかなければなりません。

トークンがあれば減額されます）、表向きの職員カードから

・３人プレイ時には、ターンごとに駒アクションを３回まで実行で

１枚を取ることができます。取ったカードはプレイヤーボー

きます。２スペースを空けたままにしておかなければなりません。

ドの左側に置きます。

・２人プレイ時には、ターンごとに駒アクションを２回まで実行で

制限：各プレイヤーはターンごとにこのアクションを１

きます。３スペースを空けたままにしておかなければなりません。

回だけ実行できます。
パス：プレイヤーは任意の回数のアクションを実行しないことができま

アクションフェイズ中に獲得したすべての駒は、プレイヤーボー
ドの駒保管エリアに置きます。

す。プレイヤーは実行しなかったアクション１回につき１金を得ます。

アクションの解決：全プレイヤーが３アクションずつ選んだあと、各プレイヤーは選んだアクションを以下の順に実行し、そのスペースに置いた
アクションマーカーを取り除きます。
・駒アクション：すべて同時に実行され、プレイヤーは駒を受け取ります。
・チケットの販売：同時に実行され、プレイヤーはお金を得ます。
・投資：プレイヤーはこのアクションを選んだ順（重ねたアクションマーカーの下から上の順）にカードを購入します。
・曲芸師の雇用：重ねたアクションマーカーの下から上の順に、プレイヤーは任意の曲芸師カードを取ります。
・職員の雇用：重ねたアクションマーカーの下から上の順に、プレイヤーは任意の職員カードを取ります。
注意：他プレイヤーが先に取ってしまったため、望んだ曲芸師カードや職員カードを取れないこともあります。プレイヤーは常に、自分がマーカー
を置いたアクションを実行しないことができます。この場合、プレイヤーはそのアクションマーカーを手元に戻しますが、１金は得られません。
すべてのアクションが解決されたあと、そのアクションフェイズ中に取られなかったすべての職員／曲芸師カードの上に

を １ 枚 置 き ま す。

次ターンのアクションフェイズ中、これらの職員／曲芸師の雇用コストは１金だけ安くなります。次ターン中、取られなかったすべての職員／曲芸
師カード）の上に再び

を１枚置きます（すでに割引トークンが置かれているカード上にも置きます）。このため、数ターンに渡って取られなかっ

た職員／曲芸師カードが無料になることもあり得ます。無料になったターン中に取られなかった場合、そのカードは捨て札となります。

配分フェイズ
このフェイズ中、全プレイヤーは同時に、自分の駒保管エリアから２個までの駒を曲芸師カード上に移動させます。いったん移動させた駒は取り
除くことができず、ゲーム中ずっとそのカード上にとどまります。
例外：曲芸師カードが捨て札となる（解雇される）か、名声点のために裏返されたとき（７ページ「曲芸師」の項参照）、そのカード上のすべて
の駒はストックに戻されます。

終了

ターンの
あるターンが終了したあと、プレイヤーは以下の処理を行います。
・利用可能な職員カードの枚数がプレイ人数に等しくなるまで補充する。
・利用可能な曲芸師カードの枚数が「プレイ人数＋１」枚になるまで補充する。
・ターンマーカーを１スペース進める。
・スタートプレイヤータイルを左隣のプレイヤーに渡す。
ここから新たなターンを始めます。

投票
５ターン目終了後、プレイヤーはショーを始めるか、６ターン目をプレイしてより一層の準備をするかを投票で決めます。全プレイヤーはアクショ
ンマーカーを１個取り、それを手に握るか、握る振りをします。握った場合はショーの開催を遅らせて６ターン目をプレイしたがっていることを意
味し、握らなかった場合はショーを始めたがっていることを意味します。準備が終わったら、全プレイヤーは同時に手を開きます。アクションマーカー
を握ったプレイヤーが多かった場合、ショーの開催は遅れ、通常通りに６ターン目をプレイします。握らなかったプレイヤーが多かった場合、ショー
を開始します。引き分けの場合、スタートプレイヤーが投票した方になります。ショーの開催が遅れた場合、６ターン目終了時にも投票を行います。
再びショーを延期することになった場合、７ターン目をプレイして、そのあと投票を行わずにショーを開始します。６ターン目終了時にショーを延
期する方に投票したプレイヤーは１名声点を失います。

ショー
プレイヤーは手番順にショーを行い、利益を得ます（プレイ時間短縮のため、４人プレイ時には２人１組で処理してもかまいません）。各プレイヤー
は自分の曲芸師がショーに出てくる順番を決めることができ、その順に利益を得ます。各曲芸師は、カード上にある駒に基づいた演技をします。こ
れによって、各曲芸師は以下のいずれかの結果を得ます。
下手な演技：プレイヤーは「下手な演技」の下に示されている利益を得ます。
いい演技：プレイヤーは「いい演技」の下に示されている利益を得ます。
優れた演技：プレイヤーは２つの選択肢から１つを選びます。１つ目は前述の２つと同じで、「優れた演技」の下に示されている利益
を得ます。２つ目の選択肢を選んだ場合、プレイヤーはその曲芸師カードを裏返し、その曲芸師がもたらす名声点を即座に得ます（各曲
芸師ごとに１回）。この場合、カード上に置かれていた駒はストックに戻します。
演技なし：曲芸師カード上に駒が１個も置かれていない場合や、前述のどの演技レベルも達成できない駒しか置かれていない場合に発
生します。この場合、その曲芸師は即座に解雇されます。プレイヤーはそのカードを捨て札にし、補償金としてその曲芸師の雇用コスト
を支払い、１名声点を失わなければなりません（詳しくは７ページ「曲芸師」の項参照）。カード上に置かれていた駒はストックに戻します。

給料
各プレイヤーがショーを催し、曲芸師と職員からすべての利益を得たあと、プレイヤーは給料を支払わなければなりません。プレイヤーは自分の
サーカスにいる各メンバーに、カードに示された

コストを支払わなければなりません。プレイヤーは全曲芸師と全職員の給料を合計し、その総

額を支払います。支払えない１金ごとに、プレイヤーは１名声点を失います。プレイヤーの名声点が１未満になることもあります。

ショーの

終了

全プレイヤーがショーを催し、給料を支払ったあと、雇用エリアにあるすべての曲芸師／職員カードは捨て札となり、新たな曲芸師／職員カード
をプレイ人数に応じて準備します。ターンマーカーをスペース１に戻します。ショーマーカーを次のスペースに進めます。各プレイヤーは地域タイ
ルを左隣のプレイヤーに渡します。各プレイヤーのチケット駒をスタートチケットスペースに戻します。最後のスタートプレイヤーの左隣のプレイ
ヤーが新たなスタートプレイヤーとなります。ここから次のショーの１ターン目を開始します。

終了

ゲームの

３回目のショーが終わったあと、ゲームは終了します。以下の条件を満たしたプレイヤーに追加名声点が与えられ、最も多くの名声点を獲得した
プレイヤーが勝者となります。同点の場合、その中で最も多くのお金を持っているプレイヤーが勝者となります。これも同額の場合は引き分けです。
追加名声点：

最大のショー：ゲーム終了時に最も多くの曲芸師カードを持っているプレイヤー
豊富な演目：５種類（手品師、軽業師など）すべての曲芸師カードを持っているプレイヤー
完璧なショー：最後のショーで全曲芸師が

演技を達成したプレイヤー（カードを裏返したかどうかは問わない）

大きな一座：曲芸師カードを８枚以上持っているプレイヤー
複数のプレイヤーが条件を満たした場合、その全員が示された名声点を得ます。

地域
ゲーム中、プレイヤーはヨーロッパの３地域を訪れます。これは地域タイルによって表されます。各地域はショー中に与えられる特別な名声点ボー
ナスをもたらします。将来の目的地を知ることによって、プレイヤーは前もって計画を立て、より多くの名声点をもたらす曲芸師に投資することが
できます。
例：モスクワの観衆は手品や猛獣ショーを他の出し物より好みます。ショー中、モスクワを訪れているプ
レイヤーは、持っている手品師カード２枚ごと、または猛獣使いカード２枚ごとに追加で２名声点を得ます。

ストックの

枯渇

ゲーム中に資源駒のいずれかが枯渇した場合、誰かが名声点を得るために曲芸師カードを裏返すか、職員／投資カードを使うために支払うかして
その駒をストックに戻すまで、プレイヤーは枯渇した駒を得ることができません。ゲーム中に

トークンが枯渇した場合、トークンがストックに

戻されるまで、それ以上の値引きは行われません。投資／曲芸師／職員デックが枯渇した場合、捨て札をよく混ぜて新たな山札とします。捨て札も
ない場合、それ以降はその種類のカードを得ることはできません。トレーラータイルも同様に枯渇します。

曲芸師
曲芸師名

曲芸師の種別

表面

裏面

雇用コスト
給料

裏返したときの給料
（通常の給料と常に
同じ）

名声点

裏返したときに

二次給料

得られる名声点

裏返されたときの
ショー以降、ゲーム
終了時までの給料

演技レベル
必要な資源駒

利益
各曲芸師は特定の資源駒を必要とし、３段階の演技を達成することができます。より高い演技レベルに達するためには、より低いレベルに必要な
すべての資源駒も置かなければなりません。
例：「綱渡り師」が優れた（

）演技をするためには、それまでの配分フェイズ中に赤、黄、白駒を１個ずつ割り当てる必要があります。

以降のすべてのショーで、プレイヤーは５金を得るか、カードを裏返して（ゲーム中に１回だけ）即座に２名声点を得ることができます。
プレイヤーは演技レベル順に駒を置く必要はありません。
例：４ターン目に、ジムは駒保管エリアに黄駒と白駒を１個ずつ持っていました。配分フェイズ中、ジムはこれらの駒を「綱渡り師」カード上に（ま
だ赤駒が置かれていないにもかかわらず）置きました。ジムは５ターン目に赤駒を１個得て、配分フェイズ中に「綱渡り師」カード上に置きました。
以降のすべてのショーで、「綱渡り師」は優れた演技を行います。
ショーが始まったときに最低レベルの演技（

）に必要な駒が置かれていない場合、たとえより高いレベルに必要な駒が置かれていても、その

曲芸師は演技をすることができません（詳しくは５ページ「演技なし」の項参照）。前述のように、優れた（

）演技を達成した曲芸師カー

ドは名声点を得るために裏返すことができます。カードを裏返したショーのあと、プレイヤーはその曲芸師の通常の給料（

）を支払わなければ

なりません。以降のすべてのショー中、裏返された曲芸師には “ 二次給料 ” を支払います。ゲーム序盤に名声点のために曲芸師カードを裏返した場合、
その曲芸師カードから利益を複数回得ることはできませんが、サーカスの給料コストを減らすことができます。

曲芸師の利益の例：
任意の駒を１個支払い、４金を得る。

２金を支払い、トレーラータイルを

投資デックの上から３枚を見て、

１枚得る。
ショーのあと、任意の駒を１個支払い、

青または黄駒を１個得る。

任意の１人の給料を支払わない。

任意の駒および白駒を１個得る

１枚を取る。残りは投資デックの
下に戻す。
ショーのあと、任意の１人の

任意の駒を２個得る。

給料を支払わない。

曲芸師の種別：
手品師は投資カー

奇行師はトレーラーをもたら

ジ ャ グ

ドの獲得に役立ちま

したり、給料支払いを飛ばした

ラーは他の

す。複数の投資カー

りして、サーカスの給料コスト

曲芸師に与

ドを見て選ぶことが

軽業師はお金

を減らします。奇行師の給料と

えるために

でき、手札上限も１枚ずつ増

を も た ら し、 収

名声点は、自分が持っている奇行師カード

使える駒をもたらし

えます。

入を改善します。

の枚数によって決まります。

ます。

猛獣使いは駒を
お金に変えます。

職員
職員はプレイヤーをさまざまな方法で助け、雇用と給料の支払いについては曲芸師とまったく同じように扱います。
主催者 (Show Organizer)：任意のターン終了時、プレイヤーは「主催者」カードを雇用エリアに戻し、次のスタート
プレイヤーになることができます。「主催者」カードは再び利用可能になりますが、雇用エリアに戻したプレイヤーは取
ることができません。

一般補給員 (General Supplier)：各配分フェイズ中、プレイヤーは駒保管エリアから曲芸師カード上に駒を３個まで（２
個ではなく）移動させることができます。

管弦楽団 (Orchestra)：各ショー終了後、プレイヤーは２名声点を得ます。

ポップコーン露天商 (Popcorn Vendor)：各ショー終了後、プレイヤーは３金を得ます。

銀行担当者 (Bank Representative)：各ターン開始時、プレイヤーは任意の額のお金を「銀行担当者」カード上に置く
ことができます。このお金はもう使うことができません。ゲーム終了時、プレイヤーはゲーム中に投資した額に応じた名
声点を得ます（最大５名声点で、10 金を超えて投資しても名声点は増えません )。

仲介人 (Agent)（５種類）
：各配分フェイズ中、プレイヤーはカードに示されている変換を１回だけ行うことができます。
つまり任意の駒１個を、示された２色の駒のうち１個に変えることができます。
制限：
「仲介人」カードを何枚持っているかにかかわらず、プレイヤーは各配分フェイズ中にそのうち１枚だけを使う
ことができます。

個人秘書 (Personal Assistant)（５種類）：各配分フェイズ中、プレイヤーはカードに示されている変換を１回だけ行う
ことができます。つまり特定の駒１個を、示された２色の駒に変えることができます。
制限：
「個人秘書」カードを何枚持っているかにかかわらず、プレイヤーは各配分フェイズ中にそのうち１枚だけを使
うことができます。

トレーラー
各曲芸師はトレーラー (

) を１台持つことができます。

トレーラーを使っている曲芸師の給料は１金だけ少なくなります。奇行師によって得られたトレーラーは、他の任意の曲芸師に与えることができ
ます。ある曲芸師に与えられたトレーラーを、あとから別の曲芸師に与え直すことはできません。トレーラーによって給料が０になることもありま
すが、０未満にはなりません。名声点のために裏返された曲芸師はトレーラーを持ち続け、二次給料 ( ７ページ「曲芸師」の項参照 ) が値引きされます。

カード

投資

カード名
投資カードはプレイヤーが資源駒、お金、名声点などを得るのに役立ち
ます。別記ない限り、投資カードはいつでも使うことができます。各プ
レイヤーの手札枚数上限は２枚ですが、持っている手品師カード１枚ご
とに１枚ずつ増えます。上限を越えるカードを得た場合、プレイヤーは（新
たなカードを見たあとで）即座に超過分のカードのいずれか（新たに引
いたカードも含めます）を使うか、捨て札にしなければなりません。

名声点
カードの使用
タイミング
（空白の場合
はいつでも使
用可）

名声点獲得
方法の指標
（カードを
使った場合
か、 使 わ な
かった場合
か）

カードアクション

妨害されないアクション (Unblock Action)：プレ
イヤーは他プレイヤーのマーカーが置かれていたり、
ルールによって禁止されている任意の駒アクションス
ペースにマーカーを置くことができます（未使用の場
合、このカードはゲーム終了時に１名声点の価値を持

トレーラーボーナス (Trailer Bonus)：ゲーム終了
時、プレイヤーは自分のトレーラータイル１枚ごと
に１名声点を得ます。

ちます）。
拍手喝采 (Extended Applause)（曲芸師の種別ご
トレーラー (Trailer)：プレイヤーはトレーラータイ
ルを１枚得ます（未使用の場合、このカードはゲーム
終了時に１名声点の価値を持ちます）。

とに１枚）：１～３回目のショー中、プレイヤーはこ
のカードを使用し、優れた演技をした（示されてい
る種別の）曲芸師カード１枚ごとに１名声点を得ま
す。また、下手な演技をした（示されている種別の）
曲芸師カード１枚ごとに１名声点を失います。

曲芸師の解雇 (Fire a Performer)：プレイヤーはい
つでも曲芸師１人を解雇できます。このとき補償金を
支払ったり、名声点を失ったりする必要はありません。
ショー中に曲芸師を解雇することはできません（未使
用の場合、このカードはゲーム終了時に１名声点の価

職員ボーナス (Personnel Bonus)：ゲーム終了時、
プレイヤーは自分の職員カード１枚ごとに１名声点
を得ます。

値を持ちます）。

資源ボーナス (Resource Bonus)：ゲーム終了時、プ

追加資源 (Extra Resources)（資源ごとに１枚）：

レイヤーは自分の駒保管エリアに残っている資源駒３

プレイヤーは任意の駒１個か、示されている色の駒

個ごとに１名声点を得ます。

２個を得ます。

２倍の投票 (Double Vote)：
投票結果を見たあと、プレイ
ヤーはこのカードを使って自
分の投票を２倍にして数える
ことができます。

追加収入 (Extra Income)：
プレイヤーは４金を得ます。

追 加 収 入 (Extra Income)：
プレイヤーは任意の資源駒を
１個支払い、５金を得ます。

２人

プレイ

２人プレイゲームでは以下の変更を適用しなければなりません。
・地域：各プレイヤーは地域タイル１枚をランダムに取り、３枚目の地域タイルをプレイヤーのあいだに置きます。これは仮想３番手プレイヤーの
地域として使われます。このため、各プレイヤーはゲーム中に３つの地域を訪れます。
・職員：雇用エリアの職員カードを、２枚ではなく３枚用意します。
・曲芸師の種別：雇用エリアの曲芸師カードを用意するとき、同種のカードが２枚出たら、２枚目を捨て札にして新たなカードを引きます。雇用エ
リアに３種類の曲芸師カードが並ぶまで、この手順を繰り返します。
・投票：６ターン目をプレイするかどうかを決めるために投票するとき、仮想３番手プレイヤーが「ショーの延期」に投票したものとして結果を判
断します。７ターン目についての投票は通常通りに行います。

