
 

Dead Men Tell No Tales(死人に口なし) 
Skelit's Revenge(骸骨の復讐)：外洋において最も恐れられた船。 そして、あなた方は彼女を最後に奪い

取った。 キャプテン・フロムとその骸骨船員は大量の財宝をため込んでおり、今や、あなた方はそのすべ

てを奪うチャンスがある... 

あなたとその船員は、Skelit's Revengeに乗り込み、その財宝の全てを略奪しようと試みなければならな

い。 しかし、注意せよ！ まだまだ潜んでいる敵の海賊が残っており、あなたの生き残りを妨げる厄介な守

護者もいる。 あなた方は戦闘に起因する火災の真只中で、このすべてを行うことになるという事実は言う

までもない。 あなた方は炎、Skelitの船員、自分自身の疲労と戦う必要がある。  

あなたとあなたの船員は、宝の全てを奪取し、これまでに夢見たものよりも多くの富と栄光を得ることがで

きるだろうか？ もしくは、あなたは船とともに没することになるのだろうか？ 

ただ時間のみが語ることになる... 

 

構成要素 

   
4枚の爆発トラック付き開始タイル   20枚の部屋タイル 7個の海賊フィギュア  30個の甲板員（木製の骸骨） 

        
5枚の疲労ダイヤルと 24個の火災ダイス 1個の戦闘ダイス  20個の両面のトークン   26個のアクション・トークン 

戦闘トラック付き    （12個の赤と12個の黄）     (6個の宝/守護者、5個の骸骨船員/カトラス、 

プレイヤー・ボード                      3個の骸骨船員/グロッグ、6個の落し戸)  

                         
7個のキャラクター戦闘トークン  1個の爆発マーカー 1個のキャプテン・フロム・トークン 1枚の布バッグ 



39枚のカード 

   
19枚の Skelit's  7枚のキャラ 7枚のアイテム  1個のディンギー 5枚のプレイヤー支援 

Revenge カード クター・カード ・カード 

 

セットアップ 

Skelit's Revengeの準備 
①テーブル上に4枚の開始タイル(？でマークされている)と爆発トラックを置く。 部屋タイルは一方の側に

追加されるため、中央ではなく一方の側に少しずらして配置することを推奨する。 爆発トラックの左側の近

くに爆発マーカーを置く。 

②開始タイル上の4個の部屋のそれぞれについて、その部屋の中央にある正方形の色に一致する火災ダ

イスを1個振り、その色の正方形の上に置く。 あなたが「6」を振って出した場合、「6」以外の数が出るま

で、ダイスを振り直すこと。火災ダイスは部屋の中の火災レベルを示す。数がより高いほど、その

部屋の中の火災はより激しい。  

③落し戸アイコンがある部屋の中に1個の甲板員を置くこと。   

④残りの火災ダイス、甲板員、ディンギー・カード、戦闘ダイスを、手の届きやすい場所に配置する。 

⑤Skelit's Revenge カードをシャッフルして、裏返しの山を作る。 

⑥部屋タイルをシャッフルし、裏返しの山を作る。 上からゲーム内のプレイヤー数の2倍に等しい数のタイ

ルを数え、それらを誰もが見えるように表返し、スタックの残りから取り除いておく。 たとえば、3人プレイヤ

ー・ゲームでは、上から6枚のタイルを取り除いておく。 

⑦20個の両面トークンをバッグに入れて、それらを混ぜておく。 

⑧プレイヤーはどの難易度でプレイするかを一緒に決定しなければならない。これはあなたがゲームに勝

利するめにしなければならないことを決定する：   

             下品な犬       バッカニア       アドミラル 

2-3人プレイヤー 4個の財宝を略奪  5個の財宝を略奪  6個の財宝を略奪 

4-5人プレイヤー 5個の財宝を略奪  6個の財宝を略奪  6個の財宝を略奪、すべての骸骨船員を撃破 

 

 



あなたの海賊の準備 
それぞれのプレイヤーは以下のものを取る： 

・1枚のプレイヤー・ボード(自分の疲労ダイヤルに0をセットする) 

・1枚のランダムに引いたキャラクター・カード(自分のプレイヤー・ボードの左にそれを置く) 

・1枚のランダムに引いたアイテム・カード(自分のプレイヤー・ボードの右側にそれを置く) 

・あなたのキャラクターの色にマッチする海賊フィギュアと戦闘トークン：自分の戦闘トラックの0の位置に自

分の戦闘トークンを置く。 

・5個のアクション・トークンのスタック(あなたのキャラクターが Lydia Lamoreであ場合は6個) 

 
 

Skelit's Revengeの準備(続き) 
⑨すべてのプレイヤーの見えるところに、残りのアイテム・カードを表にしてテーブルの上に置く。 

⑩自分の海賊フィギュアを小さなボートに乗せ、Skelit's Revengeの入り口(開始タイル上)に置く。これでプ

レイの準備が整った！  

 

ゲームをプレイする  
注意：これらのルールは「基本ゲーム」について述べている。より挑戦的なゲームをプレイしたい場合、こ

のルールの終わりにいくつかのヴァリアント・ルールが提案されている。   

Dead Men Tell No Talesは協力型ゲームである。 

プレイヤーは一緒に働かなければならず、チームとしてすべてがゲームに勝利するか、すべてが敗北す

る！   

あなたのゴールは、Skelit's Revengeが爆発する前に、Skelit's Revengeを探検し、財宝の全てを略奪し、

下船することである。   

各プレイヤーは1枚のキャラクター・カードを持ち、それはゲームを通じて使用できる特殊能力を与える。 

キャラクターとアイテム・カードのさまざまな組み合わせにより、毎回異なるゲームが生成される。そのた

め、プレイヤーはキャラクターとアイテム・カードに基づいて戦略を調整する必要がある！   

アルファベット順で最初になるキャラクター名を持つプレイヤーが最初のターンを行う。その後、テーブル

の周りを時計回りにプレイを行う。  

 

プレイヤー・ターン 
あなたのターンは三つのステップに分けられ、あなたは以下の順でそれをプレイしなければならない： 

1. 船を捜索する 

2. 海賊のアクションを行う  

3. Skelit's Revenge 

あなたが三つのステップのすべてを完了すると、あなたのターンは終了し、左側のプレイヤーが自分のタ

ーンを開始する。  

 

ステップ1：船を捜索する 
まず、あなたは裏向きのスタックから一番上の部屋タイルを表返し、船に追

加しなければならない。あなたは隣接する部屋タイルのすべてのドアが新し

いタイルのドアと一致するようにそれを配置しなければならない。あなたはド

アを壁に合わせるようにタイルを配置することはできない。  

 

 



重要：自分の最初のターンにおいて、あなたは1枚の代わりに2枚のタイルを置く。 スタックの上のタイル

は、セットアップ中に取り除かれることを忘れないように。 2枚目のタイルを引き、配置する前に、あなたの

最初のタイルの配置から誘発されるすべての効果を常に解決すること。 

 

新しい部屋タイルの中央には赤または黄色の四角があり、ダイスの目の数(0～5)が表示されている。 こ

の四角の上に一致する色の火災ダイスを、示された目の数を合わせて配置する。 四角に0の目が示され

ている場合、この時に火災ダイスを置かない。 

 
次に、バッグから1個のトークンを引いて、それを部屋タイルに置く：  

・あなたが1個の財宝/守護者を引く場合、トークンは守護者の側を上にしてそれを置

く。  

 

・あなたが骸骨船員/カトラスか骸骨船員/グロッグのトークンを引く場合、

骸骨船員の側を上にしてそれを置く。 

 

 

・あなたが落し戸トークンを引いた場合、1個の甲板員をその部屋に加える。常に落

し戸トークンを覆ってはならない。  

 

重要：開始時のタイルは、Skelit's Revengeの一方の端を表現している。 あなたは、開始時のタイルより

「低い」位置に部屋タイルを置くことができない。 

 
(たとえば、ドアが一致しないなどの理由で)部屋タイルを配置できない場合、あなたの乗組員は船全体に

ついて財宝を探すことができず、あなた方はゲームに負けることがある！  

 

あなたがスタックの最後の部屋タイルを配置する時に、他のタイルと接続していない開い

たドアがあるかどうかをチェックする。 もしそうなら、あなたは船からの第二の脱出口を見

つけたことになる！ このドアの隣にディンギー・カードを置きなさい。 あなたは船から離

れるために、それを使うことができる。 最後の部屋タイルがそのような「追加」の

ドアを持たない場合、船には脱出口が一つしかない。あなた方は開始タイルから

脱出しなければならない。  

船が二つの脱出口を持つ場合、あなたはどちらの脱出口からでも船から離れる

ことが可能で、同じ脱出口か他の脱出口を通じて再び進入することができる。 あ

なたはまた、どちらの脱出口を通じて財宝を略奪することができる。 

 

ステップ2：海賊のアクションを行う。 
あなたは、各ターンで使用するための5個のアクション・トークンを持っている。 あなたは、このリスト上の

いずれかのアクションを、自分が選択した順序で実行するために、それらを消費する。 あなたは、必要に



応じて、同じアクションを繰り返すこともできる：  

・歩く 

・走る 

・消火する 

・1個の甲板員を除去する 

・1個のトークンを取る 

・休む 

・自分の戦力を増やす  

・あなたのアイテム・カードを交換する 

注意：略奪する間にあなたが取ることができるアクションは制限される(12ページの「略奪」を参照)。 

1回のアクションをするたびに、あなたはアクション・トークンの1個を消費しなければな

らない。 それが消費されたことを示すために、トークンを(表を下にして)裏返しておく。 

あなたが自分のアクション・トークンのすべてを使用しない場合、あなたは残ったトーク

ンを次のプレイヤーに提供する。次のプレイヤーは自分のターンにおいて追加のアク

ションを実行できるようになる。 他のプレイヤーがあなたにトークンを渡した場合、あな

たがそれらを消費するごとにそれらをそのプレイヤーに戻す。 あなたは、それらを使用した

かどうかに関係なく、渡されたトークンを返却しなければならない。 あなたは他のプレイヤー

からあなたに譲渡されたトークンを次に渡すことはできない。  

備忘：各ターンの開始時に、あなたは常にすべてのアクション・トークンと、右側のプレイヤーから渡された

トークンをすべて手に入れる。 

例：フェードは彼女のターンに消費するための5個のアクション・トークンを持っている。彼女はそのうちの3

個を使用し、残りの2個をフリンに渡す。かくしてフリンは自分のターンに使用するものとして7個のアクショ

ン・トークンを持つことになる。 

 

個別のアクションの説明 
歩く：あなたは、1個のアクション・トークンを消費することによって、自分の海賊をドア(両方の側に青いライ

トが表示されている)から一つの隣接する部屋に移動させることができる。 あなたの疲労は影響を受ける

ことがある(8ページの「疲労」を参照)。 

 
走る：あなたは、1個のアクション・トークンを消費することで、海賊を2個の部屋スペース（ドアを介して）に

渡って移動することができる。 あなたは通常より二つ多い疲労を得て(8ページの「疲労」を参照)、あなた

は、移動する部屋だけでなく、移動して通過する部屋の両方について疲労をチェックしなければならない。  

 
プレイする上でのヒント：走ることから得る疲労は、2個の部屋を通って歩き、二つの疲労を加えることでは

同じであるが、2回歩く代わりに、走ることで1回のアクションを節約することができる！ 

 

消火する：あなたは、自分が消費するそれぞれのアクション・トークンごとに1ずつ、自分の海賊がいる部

屋の火災レベルを下げることができる：次の低い目に火災ダイスの目を下げる。 火災ダイスがすでに1で

ある場合、その部屋からそれを取り除く。 

 

1個の甲板員を除去する：あなたが消費するそれぞれのアクション・トークンごとに、自分の海賊がいる部

屋から、または接続するドアがある場合は隣接する部屋から甲板員を1個取り除くことができる。 

注意：甲板員は、ゲームから取り除かれるのではなく、サプライに戻される。 

 



1個のトークンを取る：あなたは、1個のアクション・トークンを消費することによって、1個の財宝、短剣、グ

ロッグのトークンを自分の海賊がいる部屋から拾うことができる。 そのトークンをあなたのプレイヤー・ボ

ードに置く。あなたは一度に1個の財宝トークンだけを運んでもよいが、あなたは(財宝に加えて)複数のグ

ロッグやカトラス・トークンを同時に運んでもよい。 

あなたは、自分のターンの間、いつでも無償でトークンを置くことができる：いかなるアクション・トークンも

必要とされない。   

 
プレイする上でのヒント：あなたが他のプレイヤーにトークンを与えることができない時には、あなたは他が

後に拾うためにそれらを置いておくことができる！ 

 

休む：あなたは、1個のアクション・トークンを消費することによって、2レベルだけ疲労レベルを下げること

ができる。 

 

自分の戦力を増やす：+4を上限として、あなたは1個のアクション・トークンを消費することによって、自分

の戦闘マーカーを戦闘トラックの一つ先のスペースに動かすことができる(11ページの「戦闘トラック」を参

照)。 

 

あなたのアイテム・カードを交換する：あなたは、1個のアクション・トークンを消費することによって、テーブ

ル上に表返されたものからか、あなたが選んだ他のプレイヤーから、1枚の新しいアイテム・カードを取る

ことができる。 いずれにせよ、自分の古いアイテム・カードを表にしてテーブルに置き、自分の新しいアイ

テム・カードを自分のプレイヤー・ボードの右側に置く。 

あなたが他のプレイヤーからアイテム・カードを取得した場合、そのプレイヤーは、いかなるアクション・ト

ークンを消費せずに、テーブル上のアイテム・カードのいずれかを(他のプレイヤーからではなく)ただちに

取得してもよい。 

注意：左上隅にアクション・アイコンが表示されているアイテム・カードは、活性化するために1回のアクショ

ンが必要である。 

プレイする上でのヒント：アイテム・カードの利点を使用し、続いて新しいカードを取得するために1回のアク

ションを消費し、同じターンに自分の新しいアイテム・カードの利点を引き続き使用することは完全に合法

である！ 

  

ステップ3：Skelit's Revenge 
あなたが自分の海賊アクションの全てを行った後、あなたはデッキの一番上の

Skelit's Revenge カードを表返さなければならない。このカードは、火災の効果、甲

板員の効果、骸骨船員の移動やその組合せを示す。 

その効果の全てが解決された時点で、そのカードを捨てる。  

 

プレイする上でのヒント：火災、甲板員、骸骨船員の効果を処理する時には、最も左

下の部屋から始めて、右の部屋に移り、最も右上の部屋に到達するまで、それぞれの部屋の列について

繰り返す。これによって、確実に何らかの「連鎖効果」を適切に扱うことができるだろう。 

 

5の数字が表示された Skelit's Revenge カードを通算で3枚引いた場合、そのカードを解

決してから、新しいデッキを作るために捨て札の山をシャッフルしてドローデッキに戻す

(7ページの「部屋の爆発」を参照)。 

 

プレイする上でのヒント：あなたがそれらを別の捨て札の山に捨てるならば、3枚目の爆

発カードを引いたかどうかを知ることは容易になる。あなたがデッキをシャッフルする時には、それらをシャ

ッフルして戻すことを忘れないように！  

 



火災の効果 
Skelit's Revenge カードには、赤ダイス、黄ダイス、その両方が示されている。 火災のカード上のサイコロ

の色と数に一致する船の上のすべてのサイコロは目が1だけ増加する。 

カードが空白のダイスが表示されている場合、火災ダイスがまだない火災のカードの色と一致するすべて

の部屋に、1の目を示す一致する色のダイスを追加する。   

 
火薬樽の爆発  
いくつかの部屋のタイルには、ドアの一つのそばに火の玉と数字が付いた火薬樽

が表示されている。 これらの部屋は、火薬樽の爆発の危険にさらされている。  

部屋の火災レベルが火薬樽の上の数に達する場合、それは爆発する！ 爆発は火

薬樽のそばにあるドアを通り抜け、隣接する部屋の火災レベルを1だけ上昇する。 

部屋がそのドアに隣接してない場合、爆発は異なるドアから外に飛び出る。 あなた

が隣接する部屋を持つドアを見つけるまで、時計回りに部屋を回ること：これは爆

発が進む方向である。   

それぞれの火薬樽は、一度だけ爆発する可能性がある。 火薬樽が爆発した後、部屋の中心から火災ダ

イスを移動し、(その値を変えずに)火薬樽に置く。 これは、火薬樽が再び爆発することがないことを思い出

させる。 

 

部屋の爆発 
その火災レベルが6に達する場合、部屋は爆発する。 部屋の爆発は、それがはるかに大きく、部屋のす

べてのドアを通過することを除いて、火薬樽の爆発と同様に機能する。 隣接するすべての部屋の火災レ

ベル(ドアを通じて-部屋の爆発は壁を通り抜けない)は1だけ増加する。 

部屋の爆発がドアを通り抜けて部屋タイルのないエリアに入る場合、その火の玉はそのドアを通過するが

効果はない。 

部屋が爆発した後、その部屋タイルを裏返しておく。その部屋はこの時点で通行不能である。 いかなる海

賊もゲームの残りの間、その部屋に進入することは許されない。 

部屋が爆発した時に部屋の中のすべてのトークンや甲板員は、ゲームから完全に取り除かれる。 

部屋が爆発した時(火薬樽が爆発した時ではなく)、その部屋の中にいる海賊、もしくは爆発の結果として

船の残りの部分から完全に切り離された部屋にいる海賊はすべて殺される！ 何が起こるかについては、

「死せる海賊ロバーツ」(6ページ)を参照。 

 

爆発トラック 
火薬樽か部屋の爆発があるたびに、爆発マーカーを爆発トラック上の1スペース先に動かす。 

爆発マーカーが髑髏スペースに到達した場合、Skelit's Revengeは爆発し、あなたはゲームに敗北す

る！  

 
 

甲板員の効果 
Skelit's Revenge カードに表示される可能性のある二つの甲板員の効果がある： 

追加：落し戸ドア・アイコンを持つあらゆる部屋に1個の甲板員を追加する。 

拡散：甲板員は、その中に現在、甲板員がいる落し戸アイコンを持つすべての部屋から拡散

する。 甲板員はドアを通じてのみ隣接する部屋に広がり、落し戸を持つその部屋よりも甲板

員が少ない部屋にのみ広がる。 また、甲板員が落し戸アイコンのある部屋に広がることはな

い。  

 



甲板員が拡散する時、1個の甲板員をこれらの基準を満たすそれぞれの隣接する部屋に加える。 

 
プレイ上の注意：甲板員の効果は常に新しい甲板員を加える。甲板員はボード上を移動することはない

(骸骨船員のみが移動する。以下を参照)。  

 あなたが船に甲板員を追加する必要があるが、甲板員が残っていない場合、あなた方の海賊は Skelit's 

Revengeの乗組員に圧倒され、あなたはゲームに敗北する！  

 

海賊に関する甲板員の効果  
海賊関する甲板員の効果は、その部屋の中の甲板員の数に依存する： 

・部屋の中に1個の甲板員：効果なし 

・部屋の中に2個の甲板員：海賊はこの部屋の中でいかなるカトラス、グロッグ、財宝トークンも 

拾うことができない。 

・部屋の3人以上の甲板員：いかなる海賊もこの部屋に入ることができない。   

3個以上の甲板員があなたの海賊がいる部屋の中にいる場合、あなたの次のアクションは甲板員を除去

するか、部屋を出ることでなければならない。  

 

骸骨船員の移動 
Skelit's Revenge カードが骸骨船員の移動を示している場合、ゲーム・ボード上のすべての骸骨船員が隣

接する部屋に移動する。 骸骨船員は、常に最も近い海賊の方へ進む。 複数の海賊が等距離にいる場

合、プレイヤーは骸骨船員の移動経路を(多数決で)決定する。 

 

疲労 
あなたの海賊が船をめぐって移動するため、その海賊は疲労する。あなたは、自分のプレイヤー・ボード

の疲労ダイヤル上で、現在の疲労レベルを記録する。  

あなたの海賊が部屋から出て、より高い火災レベルを持つ部屋に入った場合、あなたの疲労レベルは二

つの火災レベルの間の差だけ上昇する。  

注意：ディンギーから船の上に移動することは、0の火災レベルを持つ部屋から移動することと見なされる

ため、あなたが進入した部屋に等しい疲労を受け取ることになる。  

例：白ひげは火災レベル2の部屋から火災レベル4の部屋へ移動する。彼の疲労レベルは、2(4 - 2 = 2の

ため)だけ上昇する。  

 
部屋の火災レベルが増加する(火災の効果、火薬樽の爆発などのため)時、あなたの海賊がその部屋に

いる場合、あなたの疲労レベルは1だけ上がる。  

注意：あなたが略奪する時、あなたの海賊はより速く疲労を得る(12ページの「略奪」を参照)。  

 

疲労の効果 
あなたの海賊が疲労するようになると、その海賊は火災が強すぎる部屋に進入することができなくなる。  



あなたの疲労ダイヤルにはいくつかの数字の隣にダイスが表示されている：あなたの疲労レベルがこれら

のダイスのいずれかに達した場合、あなたの海賊はその数値以上の火災レベルを持つ部屋に進入するこ

とはできない。  

例：ブラック・ガスは、彼の疲労レベルを1増やす部屋へ移動する。新しい彼の疲労ダイヤルは「9」の値を

示している。 ガスが自分の疲労を下げるまで、彼は4以上の火災レベルを持つ部屋に進入することはでき

ない。  

あなたの海賊があなたの疲労レベルに対して高すぎる火災レベルを持つ部屋にいる場合、あなたの次の

アクションは、消火するか、部屋を出るか、あなたの疲労レベルが高すぎなくなるまで休むことでなければ

ならない。 

プレイする上でのヒント：たとえあなたが得る疲労が自分の疲労レベルをあまりに高くしてしまうとしても、

部屋の中に移動することは完全に合法である。あなたは直ちに火災レベルか疲労に対処しなければなら

ないが、あなたが部屋に入った時、あなたの疲労レベルが十分に低い限り、あなたは部屋の中へ移動す

ることができる。 

例：フェードの疲労レベルは7であり、火災レベル2の部屋にいる。彼女は火災レベル4の部屋に移動する

ために1個のアクション・トークンを消費した。そのため、彼女の疲労レベルは9に上昇した。これは彼女が

火災レベル4以上の部屋にいることができないことを意味している！彼女は消火するために次のアクショ

ン・トークンを消費し、部屋の火災レベルを3に低下させた。今や彼女はこの部屋にいることができる。彼女

は部屋を去るか、その代わり休むことになる。 

 
死ぬまで働く 
あなたの疲労レベルが上昇し、髑髏とクロスボーンのスペースに到達する場合、あなたの海賊は疲労困

憊から倒れてしまう！ 何が起こるかについては、「死せる海賊ロバーツ」を参照。  

 

一息をつく 
あなたの海賊は「一息をつく」ために船から離れることができる。あなたが自分の海賊を船の脱出口の一

つから外に移動させる場合、あなたのターンはただちに終了する。 あなたは、次のプレイヤーに未使用の

アクション・トークンを譲渡しなければならない。しかし、あなたはまた半分だけ疲労レベルを下げる(小数

点以下切り上げ)。 注意：あなたはそれでも、自分のターンの Skelit's Revengeのパートを完遂すること。  

 

グロッグ 
あなたの海賊は、グロッグを飲むことで疲労を克服することができる。 グロッグ・トークンを取

得した場合は、すぐに使用するか、後で使用するためにそれを取っておいてもよい。 海賊が

グロッグを飲んだ時、トークンに表示されている数だけ疲労レベルを下げ、それを捨てる。 グ

ロッグ・トークンを使用することは、アクション・トークンを必要とはしない。  

 

死せる海賊ロバーツ 
あなたは乗組員の一員かもしれないが、海賊でもある。そして、もしあなた方の一人が死んだとしても……

まあ、船長はあまり気にかけない。彼はちょうどあなたの代わりに新しい人を送り込むことだろう！ 

あなたの疲労レベルが髑髏とクロスボーンのスペースに到達した場合、もしくは、あなたが火災レベル6に

達して爆発した部屋にいる場合、あなたの海賊は死亡する。 

海賊が死んだ場合、あなたは以下を実行しなければならない： 

・ゲーム・ボードから自分の海賊フィギュアを取り除く。 

・ゲーム外に自分のキャラクター・カードを捨て、未使用のカードから新しいカードを1枚引く。  



・ゲームから自分のアイテム・カードを捨てる。テーブルの上に表向き置かれているアイテムを 

シャッフルし、無作為に1個を引く。他のアイテムを表向きでテーブルに戻す。  

・あなたが持ついずれかのカトラスとグロッグ・トークンを捨てる。  

・あなたの戦闘トラックを0にリセットする。 

・あなたの海賊が財宝を運んでいた場合に、その海賊が疲労困憊で倒れた場合、その海賊が 

亡くなった部屋に残され、その海賊が部屋の爆発で死亡した場合、それは破壊される。 

・Skelit's Revengeへの入口に、あなたの新しい海賊フィギュアを置く。 

・この時点であなたのターンは終わっているが、あなたはまだ Skelit's Revengeカードを引かなければ 

ならない。 

あなたはこの時から、新しい海賊としてプレイする。あなたの死んだ海賊が持っていたアイテム・カードは、

ゲームの残りの間失われる！ 

選択する新しいキャラクター・カードがないほど多数の海賊が死亡するというレア・ケースでは、プレイヤー

たちはゲームに敗北する！  

 

骸骨船員、守護者と戦闘 
あなた方は Skelit's Revengeに火災を起こし、その財宝を略奪するためにそれに乗船したかもしれない

が、それは Skelit's Revengeの乗組員が戦い抜きで敗北したことを意味しない！ 船内を移動する敵(「骸

骨船員」と呼ばれる)と、財宝のある部屋に留まって監視する敵(「守護者」と呼ばれる)がいる。彼らの誰も

が、あなた方のことを嫌っている。 

 

骸骨船員 
骸骨船員はあなたのターンの「船を捜索する」ステップの間にバッグから引かれた

アイコンによって表現される。  

Skelit's Revenge カードが指示する時、骸骨船員は船を回って移動することになる

(8ページの「骸骨船員の移動」を参照)。 

 

骸骨船員との戦闘 

あなたの海賊が骸骨船員のいる部屋にいる場合、他に何かができるようになる前にその骸骨船員と戦わ

なければならない。 骸骨船員との戦闘はアクション・トークンを消費することはないが、あなたが財宝を運

んでいる場合、戦闘の前にその部屋にそれを落とさなければならない(これにもアクション・トークンがかか

らない)。 

骸骨船員があなたの海賊と同じ部屋へ移動する場合、たとえそれがあなたのターンでないとしても、あな

たはそれらとただちに戦闘しなければならない。骸骨船員が2人以上の海賊がいる部屋へ移動する場合、

プレイヤーは誰が交戦するかについて決定する。  

骸骨船員と戦うためには、あなたはまず戦力を決定しなければならない：戦闘ダイスを振り、あなたのアイ

テム・カードとあなたの戦闘トラックからの何らかの修正を加える。 その後、あなたの戦力を骸骨船員の戦

力(骸骨船員トークン上に記載される)と比較する： 

・あなたの戦力が骸骨船員の戦力以上である場合、あなたはそれらを撃破する！  

骸骨船員トークンを裏返し、骸骨船員が何を持っているのかを公開し、それを部屋に戻す。  

・あなたの戦力が骸骨船員の戦力を下回る場合、あなたは戦闘に敗北する！  

あなたの疲労レベルは、あなたの戦力と骸骨船員の戦力の差だけ上昇する。 続いて、戦闘ダイスを 

再び振り、出た目をプレイヤー支援カードの戦闘参照チャートと比較しなければならない： 

・出た目が1か2：骸骨船員はあなたの選んだ隣接する部屋に退却する。   

・出た目が3か4：あなたは自分が選んだ隣接する部屋に退却する(通常通り疲労をこうむる)。 

あなたの疲労レベルのために移動する合法的な部屋がない場合、合法的な移動が可能になるまで 

ダイスを振り直す。 

・出た目が5：あなたは再び骸骨船員と戦闘しなければならない。 

・出た目が6：結果をこのリストから選択する。 

重要：あなたの戦闘トラックの修正を使うことは選択である。あなたが戦闘する時に、あなたはそれを使用

しないことを選んでもよい。理由については、以下の「戦闘トラック」を参照。  

 

守護者 



Skelit's Revengeのすべての財宝は守護者を持ち、ターンの船を捜索するステップ中にバッグから引き出

されたトークンで表現される。  

骸骨船員とは異なり、守護者は決して移動しない。守護者は彼らが殺されるまで、またはあなたが殺され

るまで、自らの財宝を守る。 

 

守護者との戦闘 

守護者と戦うには、あなたは骸骨船員との戦闘と同じルール(前述)に従わなければならない。 しかし、あ

なたが守護者を倒せなかった場合(戦力が守護者よりも低い場合)、あなたの疲労レベルが上昇した後、あ

なたは守護者と再戦するか、選択した隣接する部屋に退却するかを決定しなければならない(戦闘参照チ

ャートについてダイスを振らない)。  

重要：あなたが守護者と再戦すると決定した場合、あなたはその部屋の火災レベルを無視することができ

る。 あなたのアドレナリンは上昇し、あなたは守護者を倒すことに集中している...あなたの周りにどのよう

な激しい火があっても！ あなたの疲労レベルによってあなたが退却する合法的な部屋がない場合、あな

たは再戦しなければならない！ 

 

戦闘のための特別ルール 
備忘：あなたが骸骨船員か守護者と遭遇した時、あなたはただちに交戦しなければならない。 あなたが骸

骨船員か守護者がいる部屋にいる時には、あなたは戦力を追加したり、休んだり、その他のアクションを

実行したりするためにアクション・トークンを消費することはできない。 あなたは交戦しなければならない！  

あなたの海賊が複数の骸骨船員がいる部屋にいる場合、あなたは戦闘ダイスを振る前に、先にどちらと

交戦するかを選択しなければならない。 あなたが最初の骸骨船員を撃破した場合、あなたは次に交戦す

る骸骨船員をただちに選択しなければならない。以降、同様に行う。  

あなたの海賊が骸骨船員と守護者と同じ部屋にいる場合、守護者と交戦可能になる前に、あなたは先に

骸骨船員の全てと交戦しなければならない。  

 

戦闘トラック 

あなたのプレイヤー・ボードの底部はあなたの戦闘トラックで、5個のスペースを持っている：0,+1,+2,+3,+4。  

 
ゲームの開始時に、あなたの戦闘トラックは0にセットされている。あなたはアクション・トークンを消費する

ことによって、その値を上げることができる(5ページの「自分の戦力を増やす」を参照)。 

あなたが骸骨船員か守護者と戦闘する時、自分の戦闘トラックの値を自分の戦闘ダイスの目に追加して

もよい。あなたが戦闘において自分の戦闘トラックの修正を出た目に追加した後、あなたは自分の戦闘ト

ラックを0にリセットしなければならない。 あなたの戦闘トラックの修正を使用することは、常に選択であ

る。戦闘において戦闘トラックの修正を使用すると決定した場合、あなたはそれの全てを使用しなければ

ならない。 あなたは、後に使用するために戦闘トラック・ボーナスの一部を「節約」することができない。  

例：コバルト・カレンは守護者と戦闘する。彼は剣アイテム・カードを持っており、自分の戦闘トラックは+2で

ある。守護者は7戦力である。カレンは戦闘ダイスを振り、出た目は3であった。この時点で、彼は選択を行

うことになる：彼は自分の戦闘トラックの修正を使用することができる(それを0にリセットする)。これで彼の

合計戦力は6となる(ダイスの目が3、剣で+1、自分の戦闘トラックで+2)。彼は戦闘に敗北し、1疲労レベル

だけを得ることになる。もしくは、彼は後のために自分の戦闘トラックの修正を取っておくことができる。こ

れにより彼の合計戦力は4となり(ダイスの目が3、剣で+1)、彼は3疲労レベルを得ることになる。 

 

カトラス・トークン  
あなたがゲームの間、拾うことができる5個のカトラス・トークンがある。 あなたがカトラス・トークンを拾う時

には、その上にカトラス・トークンをまだ持っていない戦闘トラックの最も低い番号のスペースに配置する。  

今後、あなたが自分の戦闘トラックをリセットする必要がある場合(あなたが戦闘において修正を使用した

ため)、0にまで低下するのではなく、それはそのトラックの最も低い空きスペースに移動する。  

あなたがカトラス・トークンを自分の戦闘トークンと同じスペースに配置する場合、自分の戦闘トークンをト

ラックの1スペース上に移動する(これにはアクション・トークンはかからない)。  



例：ティツィアーノは1個のカトラス・トークンを拾った。彼はすでに自分の戦闘トラックの0のスペースにカト

ラス・トークンを持っており、そのために彼は+1のスペースに新しいカトラス・トークンを置いた。彼の戦闘ト

ークンはまた+1のスペースにあるため、それを無償で+2のスペースに移す。この時から、彼は戦闘の間に

自分の戦闘トラックの修正を使用する時には、彼は自分の戦闘トラック+2のスペースにリセットするだけで

ある。 

 
 

略奪 
ゲームの主な目的は、すべての財宝を Skelit's Revengeから奪い去ることである。 財宝を拾うために1個

のアクション・トークンを消費する時、あなたは「略奪」する。その財宝トークンをあなたのプレイヤー・ボー

ドに置く。  

あなたが略奪している限り、あなたが選択することができる行動は制限され、あなたはより速く疲労を得

る。  

あなたが略奪している時、あなたはこれらのアクションのみを選ぶことができる：  

・歩く 

・休む(グロッグ・トークンを使用することを含む) 

・あなたのアイテム・カードを交換する 

あなたが略奪しており、あなたの海賊が部屋に移動する時、あなたはその部屋の火災レベルに等しい疲

労を得る。 あなたが去った部屋の火災レベルが何であったかは関係がない。   

例：フェードは財宝を拾い上げ、この時点で略奪をしていることになる。彼女は火災レベル4の部屋にい

る。彼女は火災レベル3である隣接する部屋に移動する(歩くアクション)。彼女は3疲労を得る。 

財宝の略奪に成功するためには、あなたは船の脱出口の一つから、それを運び出さなければならない。  

あなたがそうするとただちに、財宝トークンをディンギー・カードに置き、疲労レベルを半分に下げること(小

数点以下は切り上げ)。 

一息をつくように、(何らかの理由で)あなたが船を出た時、ただちにあなたのターンが終了する。 あなたは

残ったすべてのアクション・マーカーを次のプレイヤーに渡すこと。  

例：フェードは、船から離れるために自分の3回目のアクションを使用する。彼女は財宝をディンギー・カー

ドに置く。彼女の疲労レベルは13であるため、6までそれを低下させる。  

彼女は依然として2個のアクション・マーカーを持ち、彼女はそれをフリンが自分のターンに使用するため

に彼に提供する。  

 

栄光か死か！[ゲームの終了] 

プレイヤーが勝利するか敗北するとただちに、ゲームは終了する。 

勝利の方法  
Dead Men Tell No Talesに勝つにはただ一つ方法がある：  

あなた方は、自分たちがゲームの開始時に選択した難易度の最低限の略奪の必要条件を満たし(特定の

数の財宝トークンを略奪するなど)、なおかつ、すべての海賊が船から下りなければならない。 ゲームが

続く限り、たとえすべてのプレイヤーが船から降りたとしても、すべてのプレイヤーは通常のターンを続け

る。  

重要：最後の海賊が船を離れるターンに、あなたは Skelit's Revengeアクションを解決する必要はない！   

注意：すべての財宝が回収され、船から下りる前に一人の海賊が死亡していた場合、プレイヤーはゲーム

に敗北する。 

 

負ける理由 
Dead Men Tell No Talesでは、敗北するいくつかの方法がある： 

爆発：爆発マーカーが爆発トラックの終端に達する場合、Skelit's Revengeは爆発し、あなた方はゲームに

敗北する。  

圧倒される：あなたが甲板員を船に追加する必要があるが、何も残っていない場合、あなた方の海賊は



Skelit's Revengeの乗組員に圧倒され、あなた方はゲームに敗北する。   

罠にはまる：部屋タイルが合法的に船に追加されない場合、海賊は船の他の部分から切り離され、あなた

方はゲームに敗北する。  

失われた財宝：あなた方の目標に達するのに十分なだけの略奪ができなくなるまで財宝が破壊された場

合、あなた方はゲームに敗北する。 たとえば、あなた方が3人用のバッカニア・レベルのゲームをプレイし

ている場合、あなた方は少なくとも5個の財宝を略奪する必要がある。船には6個の財宝しか存在しないた

め、そのうちの2個が破壊された場合、あなた方はゲームに敗北する。  

早すぎる死：必要なすべての財宝が略奪された後に海賊が死亡した場合、あなた方はゲームに敗北す

る。 

追加の海賊がいない：海賊が死亡し、彼に代わるキャラクター・カードが存在しない場合、あなた方はゲー

ムに敗北する。 

 

ヴァリアント 
海賊船の燃える外殻から戦利品を引き出すことは、あなた方にとってあまりにも簡単なことになっていま

せんか？さて、ここには、あなたがゲームをより挑戦的にすることができるいくつかの方法がある！  

以下の選択肢のいずれかまたはすべてを選択できるが、以下の点に注意していただきたい：あなたが多く

変更するほど、任務はより困難になる！ 

・甲板員：海賊を圧倒するのに必要な数を減らすために、ゲームを開始する前に、サプライからいくつかの

甲板員を取っておく。  

・部屋：セットアップ間に、部屋のタイルをより多く回転させる。 

これにより、1ターンあたり2タイルをプレイすることになり、船の中の甲板員と火災の量が速く増える。  

・爆発：船を破壊することになる爆発の数を減らすために、ゲームの開始時に爆発トラック上の爆発マーカ

ーをより高くセットしておく。 

・死んだ海賊：プレイヤーのキャラクターが死ぬ場合、ゲームは終わり、あなたはゲームに敗北する。 

 

キャプテン・フロム(選択) 
キャプテン・フロムは、Skelit's Revengeの恐れられたリーダーである。彼は残忍で、自分

の財宝を保護するためには何でもする。  

キャプテン・フロム・トークンはゲームへの選択の追加であり、ベテラン・プレイヤーのみが

使用すべきである。トークンは両面で、一方がその片方より強力である。 

セットアップの間、キャプテン・フロムのトークンをバッグに加える。  

あなたのターンの「船を捜索する」の部分の間に、あなたがバッグからキャプテン・フロム・トークンを引き

出した場合、コインをトスするように、それを空中にトスする。 着地した時に上になった側を使って部屋に

そのトークンを置く。次に、バッグからもう一つのトークンを引き、通常のように部屋に追加する。 

あなたのターンの Skelit's Revengeの間に、カードから骸骨船員を移動するように指示された場合、キャ

プテン・フロムも同じように移動する。 

キャプテン・フロムはただ一つ異なっている点があるが骸骨船員と同じように戦闘する：キャプテン・フロム

を撃破した場合、彼のトークンをバッグに戻す。  

キャプテン・フロムが船上にいる場合、海賊はゲームに勝利することができない。 勝利するには、プレイヤ

ーは要求される数の財宝を略奪し、キャプテン・フロムがバッグの中におり、すべての海賊は生きて船から

下りなければならない！  
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