D.3

石油の輸送：

４

手番ごとに１回

・輸送は常にポンプジャックから製油所に向かって行う。
・常に以下の３ステップに従って行う。
D.3.1 選ばれた地域の港への石油の輸送

・手番プレイヤーと、石油を輸送することにしたすべてのプレイヤーは自分の各ポンプジャックから油樽を
１個ずつ取り、選ばれた地域の港に置く（例外はない）。
・石油を輸送するとき、試掘者ディスクは油樽が１個置かれているポンプジャックとして扱う。
・他プレイヤーも、その地域内にある自分のすべてのポンプジャックから油樽を１個ずつ輸送することがで
きる。
D.3.2 製油所への石油の輸送とタンカーへの積み込み

・手番プレイヤーから手番順に、各プレイヤーはその港にある自分の油樽を以下のいずれかに置く。
・同じ地域内の製油所か、鉄道でつながっている別の地域内の製油所
・同じ地域の港にあるタンカーか、鉄道でつながっている別の地域の港にあるタンカー

D.3

石油の輸送：

４

手番ごとに１回

・輸送は常にポンプジャックから製油所に向かって行う。
・常に以下の３ステップに従って行う。
D.3.1 選ばれた地域の港への石油の輸送

・手番プレイヤーと、石油を輸送することにしたすべてのプレイヤーは自分の各ポンプジャックから油樽を
１個ずつ取り、選ばれた地域の港に置く（例外はない）。
・石油を輸送するとき、試掘者ディスクは油樽が１個置かれているポンプジャックとして扱う。
・他プレイヤーも、その地域内にある自分のすべてのポンプジャックから油樽を１個ずつ輸送することがで
きる。
D.3.2 製油所への石油の輸送とタンカーへの積み込み

・手番プレイヤーから手番順に、各プレイヤーはその港にある自分の油樽を以下のいずれかに置く。
・同じ地域内の製油所か、鉄道でつながっている別の地域内の製油所
・同じ地域の港にあるタンカーか、鉄道でつながっている別の地域の港にあるタンカー

・利用できるタンカーも製油所もない場合、油樽は選ばれた地域の港に残る。

・利用できるタンカーも製油所もない場合、油樽は選ばれた地域の港に残る。

D.3.3 タンカーから製油所への石油の輸送

D.3.3 タンカーから製油所への石油の輸送

・この移動中に鉄道を使うことはできない。
・手番プレイヤーから手番順に、タンカーを任意の港に移動させる。
・所有者が自分のタンカーに自分の油樽を積み込んでいる場合、他プレイヤーはそのタンカーを移動させ
ることはできない。
・タンカーに自分の油樽を積み込んでいる場合にのみ、その所有者が移動先を決める。
・タンカーにその所有者の油樽が積み込まれていない場合（輸送後を含む）、最初に油樽を積み込んだ（一
番前に油樽を置いている）プレイヤーが自分の手番中にそのタンカーの移動先を決める。
・最低１個の油樽が積み込まれているとき、各タンカーは石油を輸送する。各タンカーには最大３個の油樽
を積むことができる。
・各タンカー上のすべての油樽は１つの製油所に輸送される。その製油所がいっぱいになったときにのみ、
次のタンカーを移動させる前に、そのタンカー上の残りの油樽を別の目的地へと移動させる。
・最初にタンカーの所有者の石油を製油所に下ろし、そのあと積み込まれた順に下ろす。
・すべての製油所がいっぱいになった場合、そのタンカーは選ばれた地域の港に戻る。残りの油樽を港に下
ろす。
・石油の輸送に使われたタンカーは、この手番中は（アクションＥで）移動させることはできない。

・この移動中に鉄道を使うことはできない。
・手番プレイヤーから手番順に、タンカーを任意の港に移動させる。
・所有者が自分のタンカーに自分の油樽を積み込んでいる場合、他プレイヤーはそのタンカーを移動させ
ることはできない。
・タンカーに自分の油樽を積み込んでいる場合にのみ、その所有者が移動先を決める。
・タンカーにその所有者の油樽が積み込まれていない場合（輸送後を含む）、最初に油樽を積み込んだ（一
番前に油樽を置いている）プレイヤーが自分の手番中にそのタンカーの移動先を決める。
・最低１個の油樽が積み込まれているとき、各タンカーは石油を輸送する。各タンカーには最大３個の油樽
を積むことができる。
・各タンカー上のすべての油樽は１つの製油所に輸送される。その製油所がいっぱいになったときにのみ、
次のタンカーを移動させる前に、そのタンカー上の残りの油樽を別の目的地へと移動させる。
・最初にタンカーの所有者の石油を製油所に下ろし、そのあと積み込まれた順に下ろす。
・すべての製油所がいっぱいになった場合、そのタンカーは選ばれた地域の港に戻る。残りの油樽を港に下
ろす。
・石油の輸送に使われたタンカーは、この手番中は（アクションＥで）移動させることはできない。

ラウンドの開始フェイズ
・ 各 プ レ イ ヤ ー は 10 を得る。
・ラウンドマーカーを進める。

D.2 油田の開発

３

ポンプジャックがある地域でのみ。
掘削リグ１個をポンプジャック１つに交換する。

・山の横にある地域カードを捨て札にする。
新たに２枚引く。
・統合チップから青い株式を得る。

・任意：借金を返済する（５ラウンド目）
・手番順を決める（７ラウンド目）

手番中のアクション

D.3 石油の輸送

４勝利点を支払い、新たなカードを
８枚引くことができる。
Ｂ 地域カードボーナスの獲得
労働者

か株式

（またはその両方）

Ｃ 建設アクション

労働者を支払って以下のものを建設する。
１〜３個目＝
４個目＝

１地域内に自分の掘削リグ４個まで。

・ 各 プ レ イ ヤ ー は 10 を得る。
・ラウンドマーカーを進める。
・山の横にある地域カードを捨て札にする。
新たに２枚引く。
・統合チップから赤い株式を得る。

４

手番ごとに１回実行できる。

手番プレイヤーが労働者を支払い、他プレイヤーも輸送
できる。

Ａ 地域カード１枚の選択（必須）
ゲーム終了まで保持する。

ラウンドの開始フェイズ

・任意：借金を返済する（５ラウンド目）
・手番順を決める（７ラウンド目）

手番中のアクション

D.2 油田の開発

３

ポンプジャックがある地域でのみ。
掘削リグ１個をポンプジャック１つに交換する。

D.3 石油の輸送
４
手番ごとに１回実行できる。

手番プレイヤーが労働者を支払い、他プレイヤーも輸送
できる。

Ａ 地域カード１枚の選択（必須）
すべてのポンプジャックと試掘者から油樽１個。
Ｅ 自分の未使用のタンカーの移動
１個目は無料。２個目以降： １
Ｆ 部分的に満たされている製油所を空にする

がある地域カードを１枚使い、任意の製油所１つを

空にできる。

または製油所チップを１枚使い、自分の製油所１つを空
にする。

ゲーム終了まで保持する。

４勝利点を支払い、新たなカードを
８枚引くことができる。
Ｂ 地域カードボーナスの獲得
労働者

か株式

（またはその両方）

Ｃ 建設アクション

労働者を支払って以下のものを建設する。

手番のあと

１〜３個目＝

完全に満たされている製油所を空にする

石油の輸送によってサプライから株式を得る：
大陸

４個目＝

１地域内に自分の掘削リグ４個まで。

すべてのポンプジャックと試掘者から油樽１個。
Ｅ 自分の未使用のタンカーの移動
１個目は無料。２個目以降： １
Ｆ 部分的に満たされている製油所を空にする

がある地域カードを１枚使い、任意の製油所１つを

空にできる。
または製油所チップを１枚使い、自分の製油所１つを空
にする。

手番のあと

完全に満たされている製油所を空にする
石油の輸送によってサプライから株式を得る：
大陸

大陸
手番ごとに製油所１つまで。
３ごとに

１を雇用できる。

Ｄ 石油アクション

D.1 新たな油田の掘削
８
ゲーム中に各地域ごとに１回。
最低４個の掘削リグが必要（どのプレイヤーのものでも可）
。

サプライ
統合チップの購入
手番プレイヤーは一番上の統合チップを購入できる。
地域カードの補充
新たな地域カードを引く。

大陸
手番ごとに製油所１つまで。
３ごとに

１を雇用できる。

Ｄ 石油アクション
D.1 新たな油田の掘削
８
ゲーム中に各地域ごとに１回。

最低４個の掘削リグが必要（どのプレイヤーのものでも可）
。

プレイヤーへの支払い

・１枚ずつ行う。
・最低入札額は自分の（青の）株式４株。
・落札者は入札額をサプライに支払う。製油所カード／
チップ（
）を使うことができる。

手番プレイヤーは一番上の統合チップを購入できる。
地域カードの補充
新たな地域カードを引く。

輸送手段の利用
他プレイヤーも利益を得ることができる：手番プレイ
ヤーに自分の株式を３株支払う。

ヤーに自分の株式を３株支払う。

D.1.1 試掘者の競り

統合チップの購入

プレイヤーへの支払い

輸送手段の利用
他プレイヤーも利益を得ることができる：手番プレイ

サプライ

重要：
常に青い株式を支払う。

他プレイヤーからの受け取り
製油所への輸送

重要：
D.1.1 試掘者の競り
・１枚ずつ行う。
・最低入札額は自分の（赤の）株式４株。
・落札者は入札額をサプライに支払う。製油所カード／
チップ（

）を使うことができる。

常に赤い株式を支払う。

他プレイヤーからの受け取り
製油所への輸送

D.3

石油の輸送：

４

手番ごとに１回

・輸送は常にポンプジャックから製油所に向かって行う。
・常に以下の３ステップに従って行う。
D.3.1 選ばれた地域の港への石油の輸送

・手番プレイヤーと、石油を輸送することにしたすべてのプレイヤーは自分の各ポンプジャックから油樽を
１個ずつ取り、選ばれた地域の港に置く（例外はない）。
・石油を輸送するとき、試掘者ディスクは油樽が１個置かれているポンプジャックとして扱う。
・他プレイヤーも、その地域内にある自分のすべてのポンプジャックから油樽を１個ずつ輸送することがで
きる。
D.3.2 製油所への石油の輸送とタンカーへの積み込み

・手番プレイヤーから手番順に、各プレイヤーはその港にある自分の油樽を以下のいずれかに置く。
・同じ地域内の製油所か、鉄道でつながっている別の地域内の製油所
・同じ地域の港にあるタンカーか、鉄道でつながっている別の地域の港にあるタンカー

D.3

石油の輸送：

４

手番ごとに１回

・輸送は常にポンプジャックから製油所に向かって行う。
・常に以下の３ステップに従って行う。
D.3.1 選ばれた地域の港への石油の輸送

・手番プレイヤーと、石油を輸送することにしたすべてのプレイヤーは自分の各ポンプジャックから油樽を
１個ずつ取り、選ばれた地域の港に置く（例外はない）。
・石油を輸送するとき、試掘者ディスクは油樽が１個置かれているポンプジャックとして扱う。
・他プレイヤーも、その地域内にある自分のすべてのポンプジャックから油樽を１個ずつ輸送することがで
きる。
D.3.2 製油所への石油の輸送とタンカーへの積み込み

・手番プレイヤーから手番順に、各プレイヤーはその港にある自分の油樽を以下のいずれかに置く。
・同じ地域内の製油所か、鉄道でつながっている別の地域内の製油所
・同じ地域の港にあるタンカーか、鉄道でつながっている別の地域の港にあるタンカー

・利用できるタンカーも製油所もない場合、油樽は選ばれた地域の港に残る。

・利用できるタンカーも製油所もない場合、油樽は選ばれた地域の港に残る。

D.3.3 タンカーから製油所への石油の輸送

D.3.3 タンカーから製油所への石油の輸送

・この移動中に鉄道を使うことはできない。
・手番プレイヤーから手番順に、タンカーを任意の港に移動させる。
・所有者が自分のタンカーに自分の油樽を積み込んでいる場合、他プレイヤーはそのタンカーを移動させ
ることはできない。
・タンカーに自分の油樽を積み込んでいる場合にのみ、その所有者が移動先を決める。
・タンカーにその所有者の油樽が積み込まれていない場合（輸送後を含む）、最初に油樽を積み込んだ（一
番前に油樽を置いている）プレイヤーが自分の手番中にそのタンカーの移動先を決める。
・最低１個の油樽が積み込まれているとき、各タンカーは石油を輸送する。各タンカーには最大３個の油樽
を積むことができる。
・各タンカー上のすべての油樽は１つの製油所に輸送される。その製油所がいっぱいになったときにのみ、
次のタンカーを移動させる前に、そのタンカー上の残りの油樽を別の目的地へと移動させる。
・最初にタンカーの所有者の石油を製油所に下ろし、そのあと積み込まれた順に下ろす。
・すべての製油所がいっぱいになった場合、そのタンカーは選ばれた地域の港に戻る。残りの油樽を港に下
ろす。
・石油の輸送に使われたタンカーは、この手番中は（アクションＥで）移動させることはできない。

・この移動中に鉄道を使うことはできない。
・手番プレイヤーから手番順に、タンカーを任意の港に移動させる。
・所有者が自分のタンカーに自分の油樽を積み込んでいる場合、他プレイヤーはそのタンカーを移動させ
ることはできない。
・タンカーに自分の油樽を積み込んでいる場合にのみ、その所有者が移動先を決める。
・タンカーにその所有者の油樽が積み込まれていない場合（輸送後を含む）、最初に油樽を積み込んだ（一
番前に油樽を置いている）プレイヤーが自分の手番中にそのタンカーの移動先を決める。
・最低１個の油樽が積み込まれているとき、各タンカーは石油を輸送する。各タンカーには最大３個の油樽
を積むことができる。
・各タンカー上のすべての油樽は１つの製油所に輸送される。その製油所がいっぱいになったときにのみ、
次のタンカーを移動させる前に、そのタンカー上の残りの油樽を別の目的地へと移動させる。
・最初にタンカーの所有者の石油を製油所に下ろし、そのあと積み込まれた順に下ろす。
・すべての製油所がいっぱいになった場合、そのタンカーは選ばれた地域の港に戻る。残りの油樽を港に下
ろす。
・石油の輸送に使われたタンカーは、この手番中は（アクションＥで）移動させることはできない。

ラウンドの開始フェイズ
・ 各 プ レ イ ヤ ー は 10 を得る。
・ラウンドマーカーを進める。

D.2 油田の開発

３

ポンプジャックがある地域でのみ。
掘削リグ１個をポンプジャック１つに交換する。

・山の横にある地域カードを捨て札にする。
新たに２枚引く。
・統合チップから緑の株式を得る。

・任意：借金を返済する（５ラウンド目）
・手番順を決める（７ラウンド目）

手番中のアクション

D.3 石油の輸送

４勝利点を支払い、新たなカードを
８枚引くことができる。
Ｂ 地域カードボーナスの獲得
労働者

か株式

（またはその両方）

Ｃ 建設アクション

労働者を支払って以下のものを建設する。
１〜３個目＝
４個目＝

１地域内に自分の掘削リグ４個まで。

・ 各 プ レ イ ヤ ー は 10 を得る。
・ラウンドマーカーを進める。
・山の横にある地域カードを捨て札にする。
新たに２枚引く。
・統合チップから黄の株式を得る。

４

手番ごとに１回実行できる。

手番プレイヤーが労働者を支払い、他プレイヤーも輸送
できる。

Ａ 地域カード１枚の選択（必須）
ゲーム終了まで保持する。

ラウンドの開始フェイズ

・任意：借金を返済する（５ラウンド目）
・手番順を決める（７ラウンド目）

手番中のアクション

D.2 油田の開発

３

ポンプジャックがある地域でのみ。
掘削リグ１個をポンプジャック１つに交換する。

D.3 石油の輸送
４
手番ごとに１回実行できる。

手番プレイヤーが労働者を支払い、他プレイヤーも輸送
できる。

Ａ 地域カード１枚の選択（必須）
すべてのポンプジャックと試掘者から油樽１個。
Ｅ 自分の未使用のタンカーの移動
１個目は無料。２個目以降： １
Ｆ 部分的に満たされている製油所を空にする

がある地域カードを１枚使い、任意の製油所１つを

空にできる。

または製油所チップを１枚使い、自分の製油所１つを空
にする。

ゲーム終了まで保持する。

４勝利点を支払い、新たなカードを
８枚引くことができる。
Ｂ 地域カードボーナスの獲得
労働者

か株式

（またはその両方）

Ｃ 建設アクション

労働者を支払って以下のものを建設する。

手番のあと

１〜３個目＝

完全に満たされている製油所を空にする

石油の輸送によってサプライから株式を得る：
大陸

４個目＝

１地域内に自分の掘削リグ４個まで。

すべてのポンプジャックと試掘者から油樽１個。
Ｅ 自分の未使用のタンカーの移動
１個目は無料。２個目以降： １
Ｆ 部分的に満たされている製油所を空にする

がある地域カードを１枚使い、任意の製油所１つを

空にできる。
または製油所チップを１枚使い、自分の製油所１つを空
にする。

手番のあと

完全に満たされている製油所を空にする
石油の輸送によってサプライから株式を得る：
大陸

大陸
手番ごとに製油所１つまで。
３ごとに

１を雇用できる。

Ｄ 石油アクション

D.1 新たな油田の掘削
８
ゲーム中に各地域ごとに１回。
最低４個の掘削リグが必要（どのプレイヤーのものでも可）
。

サプライ
統合チップの購入
手番プレイヤーは一番上の統合チップを購入できる。
地域カードの補充
新たな地域カードを引く。

大陸
手番ごとに製油所１つまで。
３ごとに

１を雇用できる。

Ｄ 石油アクション
D.1 新たな油田の掘削
８
ゲーム中に各地域ごとに１回。

最低４個の掘削リグが必要（どのプレイヤーのものでも可）
。

プレイヤーへの支払い

・１枚ずつ行う。
・最低入札額は自分の（緑の）株式４株。
・落札者は入札額をサプライに支払う。製油所カード／
チップ（
）を使うことができる。

手番プレイヤーは一番上の統合チップを購入できる。
地域カードの補充
新たな地域カードを引く。

輸送手段の利用
他プレイヤーも利益を得ることができる：手番プレイ
ヤーに自分の株式を３株支払う。

ヤーに自分の株式を３株支払う。

D.1.1 試掘者の競り

統合チップの購入

プレイヤーへの支払い

輸送手段の利用
他プレイヤーも利益を得ることができる：手番プレイ

サプライ

重要：
常に緑の株式を支払う。

他プレイヤーからの受け取り
製油所への輸送

重要：
D.1.1 試掘者の競り
・１枚ずつ行う。
・最低入札額は自分の（黄の）株式４株。
・落札者は入札額をサプライに支払う。製油所カード／
チップ（

）を使うことができる。

常に黄の株式を支払う。

他プレイヤーからの受け取り
製油所への輸送

