
Rulebook

険しい⼭並みからは初⽇の出が顔を出し、朝⽇から新雪がちらつく。ソリに乗り、パーカーのフードからソリ
を観察する。あなたのハスキーがリズムをとり、ソリが雪原を進むとき、あなたは微笑む。

Hike! は、マッシャー (⽝ゾリの操縦者) が⽝たちをスタートさせるために使⽤する号令です。



概要
プレイヤーは⽝ゾリレースに出場するマッシャーの役⽬を演じます。まずハスキー⽝を集め、レースに必

要な装備を整えます。ハスキー⽝の能⼒に合わせて選択し、ソリのどの位置に配置するかを慎重に決め、

強い調和のとれたチームを結成します。そしてレース本番!各チームが勝利への戦術を⾏い、どのチームが危

険な地域で ⾼のパフォーマンスを発揮するか。 初にゴールした⼈が勝者です!

コンポーネント

48 ベテランハスキーカード 8 ヤングハスキー 24 ケアカード 12 装備カード
                                                       カード (12 シングル + 12 ダブル)

20 地形カード              6 プレイヤー   6 ソリ      12 指導者     4 ハスキー
                        駒          カード       カード       ルーズ
                                                       拡張カード
             48 ⽊製キューブ

地形カード でレースト場を構成します。
⼭岳から森林、凍結した湖まで。

移動する地形の種類によって、雪の結晶が異なります。

地表の種類 　　　　地形カード　　　　　ハスキーカード

地表の 　　　

種類
カウント 

雪             55               52

氷             25               24

粉雪            11                16
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ソリを組み⽴てるときは、隣り合ったハスキーの端を⼀致させます。

雪の結晶は移動ポイントを表しており、このハスキーが毎⽇どの地
形を通過するかを⽰します。

ヤングハスキーカード 若いハスキー達もソリの⼀部です。移動ポイントはありません
が、あらゆる⾊の端に、ボーナスアクションとして配置できます。
この若者たちはチームに⼊る初めてのチャンスを⼼待ちにしています。
経験はないが、学ぶ意欲はあります。

ソリを特殊な地形を通過させるには装備カードが必要です。また、⼀部のハスキー⽝に追
加の移動ポイントを与えるためにも使⽤できます。デッキには装備が必要な2種類の地
形フィールドが存在します。
ロープ、スノーフック、斧、ドッグブーツ、ヘッドランプ...準備はできたようですね!

ケアカードは、1枚のハスキー
の移動ポイントを1⽇2回使
⽤できます。シングルとダブル
(×2) の種類が存在します。
ハスキー⽝を⼤切にすれば、
彼らの忠誠⼼とやる気が得ら
れるだろう。

ソリカード ⾒た⽬にはソリ
を仕上げ、裏⾯はプレイヤー
ガイドを備えています。
ちょっとドライブに⾏かない?

指導者カード デッキからカー
ドを1枚追加公開できます。
世代を超えて知識を伝えるこ
とは貴重な資源です!

ハスキールーズカード は拡
張モジュールです。
「レース?うわぁ、他の冒険をし
たいかも!」
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ベテランハスキーカードはあなたのソリの中核となります。
氷上で ⾼の能⼒を発揮するハスキー⽝もいれば、深雪の中で ⾼の能⼒を発揮す
るハスキー⽝もおり、誰が誰と⼀緒に⾛るかを優先する傾向があります。
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ゲーム準備

1. スタートとゴールの地形カードを表向きにテーブルに配置します。他の地形カードをシャッフルし、スタート
カードとフィニッシュカードの間に8枚 (5〜6⼈プレイでは6枚) を裏向きに配置します。
天候は予測不可能で、コースの状況を知るには予報を待つ必要があります!

2. 4枚⽬ (5〜6⼈のゲームでは3枚⽬) の裏向きの地形カードを (スタートカードを数えない) 90度回転させ
ます。

3. ベテランハスキーカード、ヤングハスキーカード、装備カード、ケアカード (ハスキーカードと裏⾯が同じも
の) 6枚をシャッフルし、ハスキーデッキを作成します。各プレイヤーに裏向きで2枚ずつカードを配ります。テー
ブル中央に2枚のカードを表向きにします。残ったデッキを裏向きにレース場の横に配置します。

4. 残ったケアカード6枚とダブルケアカード12枚を⽤意します。各プレイヤーはケアカード1枚とダブルケア

カード2枚を獲得し、⾃分の前にケアカードを⼀番上に表向きに重ねます。残ったカードは横に避けます。これ
らはゲームの後半で使⽤します。
ソリを素早く準備することで、より多くの訓練とハスキー⽝との絆を深めることができます!

5. 各プレイヤーは8個 (5〜6⼈プレイでは6個) の⽊製キューブと同⾊の⽊製駒が与えられます。これらの
キューブは、写真のように2列に等間隔で配置します。キューブはハスキー達の空マスを表し、各キューブはハ
スキーカードの代替品です。プレイヤーは駒を⾃分のカードの⼭の隣に配置します。これは、ゲームの後
半で地形カード上を移動する各プレイヤーのソリを表現します。

6. 各プレイヤーに指導者カードを2枚渡します。プレイヤーは指導者カードと配られたハスキーカー
ド2枚を⼿札として持ちます。これでプレイの準備が整いました!
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3人用のゲーム準備
テーブル中央、レース場、プレイヤーA・B・C、ハスキーソリ
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レース場

テーブル中央

ハスキー
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「準備」では、プレイヤーはハスキーデッキのカードを公開し、ハスキーを⼿に⼊れてソリを編成し、装備やケ
アカードを集めます。地形カードを表向きにして、ゆっくりとレース場が明らかになります。
レースの準備が進むと、コース状況の報告が⼊ります。いくつかの追加トレーニングを実施し、すべてを満た
していることを確認する 後の機会です!

「レース」では、プレイヤーはハスキーの移動ポイントを使⽤し、地形カードのレース場を移動します。装
備やケアカードを使⽤して、進⾏を早めます。
レースは進⾏中で、すべてのマッシャーは⾃⼒で⾛ります。 ⾼の1⼈が勝つように!

ゲーム中の各ラウンドは「1日」と呼び、各フェイズが完了するまでに数⽇かかります。

開始プレイヤー: 近雪にのったプレイヤーが開始プレイヤーです。1⽇を、開始プレイヤーから
⼿番を⾏い、テーブルを時計回りに⾏います。

準備
1⽇は地形カードの公開から始まります。その後、プレイヤーはテーブルを回り、それぞれが⾃分の⼿番
を⾏います。それらが終わると1⽇が終わり、新しい1⽇が始まります。

地形カードの1枚を表向きにして1⽇を始めます。スタート地点に⼀番近い位置から開始し、ゴールに向かっ
て進みます。すべての地形カードが表向きになっている場合は、この⼿順は省略してください。90度回転し
たカードを公開するときは、他のカードと同じ向きになるように半回転させます。
このため、川は凍り、たくさんの新雪がさら積もるとが予想できます。

⾃分の⼿番では、各プレイヤーは 初にハスキーデッキからテーブル中央に1枚以上のカードを公開し、

次に利⽤可能なアクションの1種類を実⾏します。また、ボーナスアクションを実行したり、レースの準
備が完了したことを宣⾔することもできます。

ハスキーデッキからカードの公開

開始から数⽇間、各プレイヤーは⾃分の⼿番でハスキーデッキから2枚のカードを公開します。横向きの
カードが公開された以降、プレイヤーは1枚のカードを公開します。さらに、プレイヤーは、ハスキーデッ
キからより多くのカードを公開するために、指導者カードを任意の枚数捨てることができます。

ハスキーデッキがなくなった場合は、この⼿順を省略します。
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ゲームのプレイ

Hike! は2つのフェイズをプレイします。「準備」で始まり、「レース」へと続きます。
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ハスキーカードは、ベテランハスキーカードとヤングハスキーカードの両⽅を指します。テーブル中央から
カードを取る場合、プレイヤーは任意の表向きのカードを取ることができ、⾃分の⼿番で公開されたカードで
ある必要はありません。

配置ルールやハスキー同⼠の相性は?

ハスキーカードは、プレイヤーに向かって画像を正⾯状態で垂直にソリに配置します (回転禁⽌) 。
これらは、代替キューブでマークした空きスペースに配置します。ハスキーカードをソリに配置する場合は、
代替キューブを取り外して横にどかします。

新しいハスキーを配置するスペースの周辺にハスキーが配置済みの場合、新しいハスキーカードの端は、
既にソリに配置済みの隣接するカードの端と⼀致する必要があります。ヤングハスキーカードは、
どの隣でも配置できます。i

新たなベテランハスキーカードは、次の場所に配置可能:

- A, 隣接が存在しないため
- B, 端がカードCとFの端と⼀致するため
- D, 左端がカードCの右端と⼀致し、下端がヤングハスキーのため

右端がカードFの左端と異なるため、Eに配置不可能です。
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アクションの実行

各プレイヤーは、次のアクションから1種類のみ実⾏する:

・ ハスキーをソリに移動させる: テーブル中央からハスキーカードを獲得し、配置ルールに従って

ソリに配置します。

・ カードを手札に加える: テーブル中央より公開されたカードを獲得します。
       これは主に装備カードやケアカードを獲得するために⾏います。

・ 手札のハスキーをソリに配置: 配置ルールに従って、⾃分の⼿札から1枚のハスキーカー

ドをソリに配置します。

・ ソリのハスキーを交換: ソリからハスキーカード1枚を⼿に取り、配置ルールに従って⼿札から
     ハスキーカード1枚をソリへ配置します。これは、⼿に取ったばかりのカードや、別のハスキーカード

でもかまいません。ここで空になった場所に配置する必要はありません。この場合は、元の場所に代
替えキューブを配置し直します。ハスキー⽝の数は増えないため、このアクションはソリの準備が早く
なりませんが、どうしても必要な場合に実⾏します。
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ここから先は、このプレイヤーの⼿番が来てもハスキーデッキのカードは⼀切公開せず、全てのアクション

を実⾏できません。代わりに、⼀番上のケアカードをケアカードの⼭から⾃分の⼿札に加えます。
さて、ハスキーたち、トレーニングと絆を深めていこう!

誰かがレースの準備完了を宣⾔した場合、準備のフェイズは ⻑であと3⽇続きます。このとき、 初にレース
の準備完了を宣⾔したプレイヤーは、ケアカードとダブルケアカードを含む⼭が空になります。
レースの準備完了を宣⾔せず、 終⽇の終了時点でスタートしていないプレイヤーはレースから脱落します。

その前に全員がスタートした場合は、その⽇の終わりに全員がレースの準備完了を宣⾔した時点で準備は終
了します。

準備の 後に、⽬の前のケアカードの⼭と、プレイヤーが獲得していないケアカードを集めてシャッフルします。
レース場の横に裏向きで⼭札として配置します。テーブル中央に公開されたカードや、使⽤済みの
指導者カード、⼿札に残った指導者カードをゲームから除外します。これらはレースでは使⽤しません。
まだ裏向きの状態の地形カードがあれば、それを表向きにします。
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ボーナスアクション

通常のアクション終了後、プレイヤーはボーナスアクションとして、テーブル中央または⾃分の⼿札からソリに
ヤングハスキー⽝を1匹配置できます。このアクションは、ソリの完成を早めるのに効果的です。
'僕を選んで、私を選んで!'

レースの準備完了を宣言

プレイヤーのソリが完成し (すべてのキューブがハスキーに置き換わっている) 、次のラウンドでテーブル中央
からこれ以上カードが不要の場合、レースの準備完了を宣⾔します。

1. 駒を地形スタートカードの所定の場所に移動させます。

2. ⼿札のハスキーカードをテーブル中央に配置します。他のプレイヤーが⾃分の⼿番で利⽤が可能です。

3. 任意: 移動ポイントが正確に1点のベテランハスキーを強化するために、⼿札から装備カードを少しだけずらし
ハスキーカードの下に配置します。このハスキーは 「レース」 で記述された通り、移動ポイント1点を追加します。
プレイヤーが複数の装備カードを持っている場合は、複数のハスキーを強化できます。移動ポイント1点を持つ
各ハスキーは、その下に1枚の装備カードのみを配置できます。1点を超える移動ポイントを持つハスキー、および
ヤングハスキーは強化できません。この⽅法で使⽤した装備カードは、装備を必要とする地形を通過するため
に使⽤することはできず、レースの 後までハスキー⽝と共に配置しつづける必要があります。

7



レース
位置について、ヨーイ、Hike! 
プレイヤーは毎⽇、地形カードのレース場の駒を動かします。 初のプレイヤーから、ベテランハスキー
の移動ポイント、装備、ケアカードを使⽤し、できる限り遠くまで移動します。全員の⼿番が回ると1⽇が終
了し、⼀晩でソリがリセットされます。そして新しい1⽇が始まります。

ハスキー移動ポイントの使い方

フィールドを移動するために、プレイヤーはフィールドと同じハスキーの移動ポイントを使⽤する必要があります。
粒状の氷雪から堅い氷、新雪の粉雪まで。

ハスキーカードを使⽤した場合、1枚ずつ、すべての移動ポイントをまとめて消費します。
移動ポイントは任意の順で使⽤できます。使⽤不可能な移動ポイントは、その場限りで失われます。

ハスキーカードを使⽤した場合、プレイヤーはその上にキューブを配置し、ハスキーの状態を待機状態か
ら疲労状態へと変化したこと表します。ハスキーカード1枚にキューブを1個のみ配置できます。

プレイヤーは任意の順番に可能な限り多くのハスキーを使⽤することが可能です。

例 1:

1. ハスキーAを使⽤し、  フィールドを2マス
移動します。ハスキーAの上にキューブを配
置し、駒を2歩前進させます。

2. 次に、ハスキーCを使⽤し、フィールド
   と    へ進みます。

3. ハスキーGを使⽤して   に進みます。

4. ハスキーHを使⽤して   に進みます。

5. ハスキーDを使⽤して   に進みます。
2番⽬の   は使⽤できず、失われます。

6. ハスキーBを使⽤して   と   に進み、 
  は使⽤できないため失われます。

次に   が必要ですが、残ったハスキーに
ないのため、この⽇はここで中断です。
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例 2:

ハスキーGの隣はハスキーC、F、Hです。

Cには2つの移動ポイント   と   があります。Hは
を1点持っています。Fには移動ポイントがありません。

装備済みハスキーGの追加移動ポイントは、  または
のいずれかになります。

プレイヤーはハスキーGを使⽤するたびにどちらを選択す
るかを決定します。

+ or +

装備が必要な地形カード

地形カードの⼀部のフィールドは、装備のアイコンが表⽰されています。プレイヤーは、適切な移動ポイン
トに加えて、プレイヤーの⼿札から追加の装備カードを使⽤する必要があります。装備カードは、プレイ
ヤーがフィールドを移動した後に捨てられます。各装備カードは1度しか使⽤できません。
ハスキーカード下の装備は使⽤できません。

例 3:

このフィールドでは、装備カードを⼿札から捨てるか、ハス
キー2匹を休息状態にする必要があります。

99

装備済みハスキー犬

移動ポイント1点を持つハスキーの下に装備カードがある場合、1点加算され、レース中は移動ポイント2点を
持つハスキーと同様に扱います。追加された移動ポイントは特別であり、使⽤するたびに雪の種類を変更できま
す。考えられる選択は、隣接したハスキーにある雪の種類です。
氷上で ⾼のハスキーはいますか?他の⼦に学習意欲を⾼め、近くに配置することで、1~2つの技を習得します。



プレイヤーが装備カードを持っていない、または使いたくない場合も、通過は可能ですが、2匹のハスキー
を休息状態にする必要があります。
なたのハスキー⽝たちに休息の時間が取れることを確認して、もっと軽いペースで進むか、
あなたと⼀緒にソリに乗るためにハスキー⽝を数匹乗せてください。

この場合、プレイヤーは装備を必要とするフィールドで停⽌しなければならず、直前に使⽤したハスキーカード
の未使⽤の移動ポイントも失われます。プレイヤーがフィールドに到着した時点で、どの2匹のハスキー⽝を裏
向きの休息状態にするかを決定します。キューブが置かれていない待機状態のハスキー⽝から選択する必要が
あります。そのようなハスキーがいない場合、プレイヤーはキューブがある疲労状態のハスキーを裏返すこと
も可能です。またヤングハスキーをひっくり返すことも可能です。休息状態のハスキー⽝は移動ポイントを持た
ず、残りのレース中この状態のままです。

2匹のハスキー犬を裏向きにした後、プレイヤーはその日の移動を続けるために、待機状態のハス

キー犬またはケアカードを使用することが可能です。

　活動状態　　 　休息状態

待機状態               疲労状態    and
ハスキー               ハスキー

ケアカードの使用

ケアカードは、プレイヤーがハスキーカードが使⽤できない状況にある場合に使⽤できます。
⼿札からケアカードを捨て、ハスキーカードの1枚からキューブを取り除きます。ハスキーは疲労状態か
ら回復し、再び使⽤可能になります。

ケアカードを使⽤後、プレイヤーは移動を続けます。1⽇に使⽤できるケアカードの枚数に制限はありません
が、ハスキーカードが使⽤できないタイミングでのみ使⽤できます。

ダブルケアカードはシングルケアカードと同様に使⽤しますが、異なる点は上下に配置されたハスキーカー
ド2枚からキューブをそれぞれ1個ずつ取り除くことが可能な点です。ペアの中で1匹のハスキーだけが疲労し
ている場合は、1個のキューブのみを取り除きます。
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例 4:

0. フィールド0で停⽌します。ハス
キーA、B、C、Eは疲労です。   を持ってい
る⽝は (Gも含めて) いないため、待機状態の
ハスキーは使⽤できません。

1. 私たちはハスキーBを再び使⽤するため
に、⾃分の⼿からケアカードを捨てます。
そして、ハスキーBのキューブを取り除き、
そのキューブを再び配置し、  、   、
  へとレース場を移動します。

2. 待機状態のハスキーGと装備を使⽤し、
となる追加ポイントを選択します。
   と   に進みます。

3. ハスキーは使⽤できません。しかし、ハス
キーAとEからキューブを取り除くためにダブ
ルケアカードを捨てます。 次にAを使⽤して
   に進み、残りの   は失われます。
次にEを使⽤し、  に移動します。

4. ハスキーDを使⽤して  フィールドと
 に移動できます。

これ以上ハスキー⽝は使⽤できない、これ以上のケアカードも使⽤する気もないので、この⽇は中断します。

1日の終わり

全員の⼿番が完了後、1⽇が終了します。

先頭のプレイヤーから数えて、6マス (=先頭のプレイヤーの駒と、後⽅のプレイヤーの駒との間に6マス以
上ある) 以上後⽅におり、かつ、⼿札にケアカード (シングルまたはダブル) を持っていないプレイヤーは、ケ
アカードの⼭からカードを1枚引きます。⾃分の⼿札にケアカード (シングルまたはダブル) を加え、他のプレイ
ヤーにも公開し、ケアカードの使⽤ルールに従って、翌⽇そのケアカードを使⽤する必要があります。ケアカー
ドはハスキーが使⽤できない状態でのみ使⽤できることを忘れないでください! 
「私は遅れているかも知れないが、⽝の幸せが⼀番だ!彼らは私達全員がチームであることを知っており、私
達が協⼒すれば、状況を好転させることができるかもしれません!」

ケアカードが無くなった場合、ケアカードの捨て札を集めてシャッフルします。
ケアカードが⾜りない場合は、他のものを使⽤し、プレイヤーがケアカードを獲得したことを残します。
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次の⽇には、レース場で 後尾のプレイヤーからスタートします。次に、 後から2番⽬だったプレイヤー、と
いう具合に続きます。 後に移動するプレイヤーは前⽇トップだったプレイヤーです。

プロの助言:全員が経験豊富の場合、毎⽇の移動を同時に実⾏し、プレイ時間の短縮に
合意できます。必ず全員は毎⽇の終了を待ち、同時にキューブを解除します。

ゲームの終了と優勝者

このゲームは、少なくとも1⼈のプレイヤーがレース場のゴール地点に到着した時点で終了します。

・ ゴールしたプレイヤーが1⼈の場合は、そのプレイヤーの優勝です。
⼀⽇差で優勝、⾒事なレース!

・ 2⼈以上のプレイヤーが同⽇にゴールした場合、待機状態のハスキーが多いプレイヤーが勝利します。
プレイヤーの⼿札に残った各ケアカードは、追加で待機状態のハスキーとしてカウントします。
ダブルケアカードは待機状態のハスキー2枚分です。休息状態のハスキーはカウントしません。
素晴らしいレース!勝負は厳しく、勝利は得た!

・ 引き分けの場合、ハスキーソリの移動ポイントの合計が少ない⽅が勝者です。休息状態のハスキー
も含め、すべてのハスキーの移動ポイントをカウントします。
装備を使⽤して獲得した移動ポイントはカウントしません。
チームはわずか数メートルで崩壊⼨前だった!しかし、 終的にはその経験と得られた資源を有効活
⽤することができました。

ハスキーの逃亡

ハスキーの逃亡は基本ゲームに追加可能なミニ拡張モジュールです。プレイヤー同士のインタラクションを 「準
備」フェイズに導入し、逃走するハスキーやソリを交換する場面を演出します。
「ワン！レース?まあ、楽しそうだけど、この匂いが気になるよ。僕のボール見た?あの雪穴に落ちたのかな？

ねえ聞いて！僕抜きで出発してね！後で合流すると思うよ（笑）。ワンワン!」
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次に、プレイヤー達はハスキーカードからキューブを取り除き、ハスキーカードを初期化します。休息状
態のハスキーはそのままの状態であり、⼆度と使⽤することは出来ません。その後、次の⽇が始まります。
キャンプを設営して1晩休養を!
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ハスキーの逃亡には4種類の個性的なカードが含まれる:

ハスキーの交換: カードを公開したプレイヤーは別のプレイヤーを指定します。2⼈とも⾃
分の⼿札やソリからハスキーカードを1枚選択し、交換します。元のカードをソリから選択した場
合、交換したカードを配置ルールに従ってソリ内の任意の空きスペースに配置でき、⼿札から選
択した場合は交換したカードを⼿札に加えます。元のカードをソリから選択したが、交換した

カードを配置ルールに従ってソリに配置不可能な場合、プレイヤーはそのカードを⾃分の⼿札に加えます。
交換の対象として指定されたプレイヤーの1⼈がハスキーカードを持っていない場合、交換は発⽣しません。

ハスキーの家出: このカードを公開したプレイヤーは、テーブル中央のハスキーカードを2枚選

択し、ゲームから除外します。ハスキーカードが中央に1枚しか存在しない場合は、その1枚を除

外します。テーブル中央にハスキーカードが存在しない場合、ハスキーカードは除外しません。

狂気のハスキー交換: 全プレイヤーが⾃分のハスキーカードを⼿札かソリから1枚選択します。
選択したカードをすべて集めてシャッフルし、各プレイヤーに1枚ずつ配ります。各プレイヤーは、
受け取ったカードを、元のカードを選択した場所に応じて、⼿札またはソリに配置します。配
置ルールは、ソリのハスキー交換アクションと同様です。

ハスキーカードを1枚も所持していないプレイヤーは交換に参加できません。

ハスキー犬の逃走: このカード公開時、プレイヤー全員がそれぞれ⾃分のソリの中から1枚ず

つハスキーカードを選択し、ゲームから除外します。また、ソリにハスキー⽝がいないプレイヤー
はカードを除外しません。

ハスキーカードは、ベテランハスキーカードとヤングハスキーカードの2種類が存在します。

ゲーム準備の時、ルーズカードのハスキー4枚をシャッフルします。そのうちの1枚をランダムに捨て (いずれ
も⾒てはいけない) 、残りの3枚をシャッフルしてハスキーデッキに加えます。では、Hike!をプレイしてくださ
い。モジュールを使⽤しない場合と同様です。ルーズカードのハスキーが公開された時、ゲームのプレイを
⼀時中断し、即座にルーズカードのハスキーに対応したアクションを実⾏します。

ルーズカードのハスキーは、まだ準備中のプレイヤーたちに影響します。すでに準備完了を宣⾔しているプレ
イヤーはその影響を受けずに、カードを捨てたりカードの交換に参加できません。

あとはHike!を再開し、ゲームを中断したところから続⾏します。ルーズカードのハスキーは、プレイヤー

が⾃分の⼿番の 初に公開するカードの枚数にカウントしません。
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ゲームに登場する風景は、SnowBoardGamesの⺟国であるヨーロッパのスロベニアに実在する場
所から着想を得た。私たちの旅に参加して、その場所や物語についてもっと知りたいと思っています!

ハスキーはHike！の星そして⽝ソリチームの中核。彼らは私たちが愛する⽑むくじゃらの友達であ
り、彼らの幸福が私たちの 優先事項です。マッシャーと⽝がチームで協⼒し合い、お互いを尊
重し、⼤切にし合うというポジティブな関係を広めたい。スポーツの成績のためにチームメンバーの幸
福が犠牲になってはならないと信じています!だからHike！で⽝達が幸せでよく⾯倒を⾒られるようにしています。

でもHike!はボードゲームであり、SnowBoardGamesではマッシャーではなくゲームデザイナーである。そこ
で、現実世界のマッシングと、そこで⾏われている愛犬の幸福を促進するための取り組みについて、さら
に学ぶことを⼼からお勧めします。.

ハスキーには名前があることに気づいたでしょう。Hike!はKickstarterで 初に発表され、カードに表⽰され
る名前はHike!の提案から選ばれた。⽀援者たち。カードに記載されている名前は も多くの票を獲得した名
前で、箱の側⾯には提案された名前がすべて記載されています。

ブランクハスキーカード6枚もHike!のデッキです。これはKickstarterの
ストレッチゴールの1つで、これを使って⾃分の⽑むくじゃらの友達をゲームに
加えることができます。
リソースについては、Webページを参照してください!

Hikeを応援してくれた全ての⽀援者に感謝します!Kickstarter上で、誰がこの
ゲームをあなたに提供することを実現したのか!気に⼊っていただけると嬉しい
です!そして、あなたの⽑むくじゃらの友達全員に愛を送ります!
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Visit 

追加のルールブック言語がオンラインで利用可能! www.snowboardgames.si
/games/hike

to explore the Hike! world.

世界なるほどザHike!
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ゲームプレイの概要

準備:
-スタートとゴールの地形カード　+8枚 (5～6人用は6枚) の地形カード。4枚目(3枚目)を回転させる。

-ハスキーデッキをシャッフル　+カードを2枚をテーブル中央に公開する。

-各プレイヤー:駒1個、キューブ8個、表向きのケアカード3枚 (ダブル2枚、シングル1枚) 、指導者カード2枚、ハ

スキーデッキからカード2枚、ソリカード。

ゲームのプレイ:
準備フェイズ
地形カード1枚を公開します。
各プレイヤー:
- ハスキーデッキのカードを公開する(初期は2枚、回転した地形以降は1枚) 。指導者カードを使⽤して、追
加のカードを1枚公開する。

- アクション1種類を実⾏:
- ハスキーをソリに配置。 - ⼿札からハスキーをソリに配置。
- カードを⼿札に加える。 - ソリのハスキーの⼊れ替え。

- ボーナスアクション:ヤングハスキー⽝をソリに配置。

- レースの準備はいいか?駒を動かしてスタート、ハスキーカードを⼿札から捨て、移動ポイント1点のハスキー
に装備品でパワーアップさせる。（ ⻑3⽇で準備フェイズが終了します）
- 準備完了のプレイヤー： ⼿番の開始時、⽬の前のケアカードを獲得する。

レースフェイズ
- 1回にハスキー1枚、好きな回数ハスキーを使⽤して移動ポイントを消費します。
- 移動ポイント1点+装備カード付きハスキー:の追加移動ポイント1点 (隣接によってタイプが変わる) 。
- 装備を必要とする景⾊:⼿札から装備カードを捨てる、またはマスで停⽌し、2匹のハスキーを休息状態にす
る (待機状態のハスキーが優先) 。
- ケアカード:ハスキーが使⽤不可能な場合のみ使⽤!ハスキーからキューブを1個取り除く。
 ダブルケアカード:縦列のハスキー2枚から、キューブを取り除く。

- 1⽇の終わり:先頭のプレイヤーより6マス以上後⽅のプレイヤーは、次の⽇に使⽤する必要があるケアカード
を獲得します。

- ハスキーのリセット。

勝者:
- その日に 後のフィールドに到着したプレイヤーが1人の場合、そのプレイヤーが勝者です。

- 複数人が同日に 後のマスに到達した場合:待機状態のハスキー数が多いプレイヤー。

- 同点の場合:ハスキー全体の移動ポイントが少ないプレイヤー。
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SnowBoardGames is an independent game publishing studio. Our mission is to create quality games that
bring people together and whisk them into a thrilling adventure.

A huge thank you to all of our amazing Kickstarter backers who made Hike! possible!
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