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はじめに 

今回、研究するアナログゲームは「街

コロ」です。街コロとは 2012年にグラ

ンディング株式会社 (http://www.g-

rounding.com) から発売されたアナログ

ゲームで、2015年のドイツ年間ゲーム

大賞にノミネートされ、同年のゲーム専

門誌のアラカルト・カードゲーム賞の 1

位になるなど、日本のボードゲームとし

ては世界的に高く評価を受けているゲー

ムです。また、その人気ぶりから拡張パ

ックが発売されていますが、今回の戦術

考察では基本パックのみで遊んだときの

戦術とさせていただきます。 

 

ゲームの概要 

 このゲームは、とある企業のオーナ

ーとなりライバルよりも早く自分の街

を発展させ、建設中のランドマークの

全てを完成させる事が目的となりま

す。ランドマークを建設する資金をよ

り早く集めるために、それぞれの街に

様々な施設を手持の資金で建設し、自

分の街を広げていきます。各施設はカ

ードになっており、街が広がるととも

に自分の場にどんどんカードが並べら

れていきます。また、各施設カードに

は数字と効果が書かれており、各プレ

イヤーは順番にダイスを振り、ダイス

の出目とカードの数字が一致した施設

の効果が発動し、資金を獲得していき

ます。施設の効果には自分のターンで

目を出すと発動するものだけでなく、

誰のターンでもその目が出れば発動す

るものもあれば、他のプレイヤーが目

を出すとそのプレイヤーから資金を奪

う施設もあります。さらに、このゲー

ムの目的であるランドマークの施設に

も効果があり、その効果は他のカード

と比べて強力なものとなっています。

この効果はゲームの進行の上で重要な

役割を果たしますので、それぞれのラ

ンドマークの効果を見てみましょう。

街コロには次の４つの建設すべきラン

ドマークがあります。 

 

†駅 

建設費：４コイン 

効果：ダイスを２個振れる 

通常は自分の番でダイスを１個だけ振

りますが、このランドマークを建設す

ることによりダイス２個同時に振るこ

とができます。ダイス２個でないと出

ない７以上の出目が対象の施設は多く

の資金を獲得できる効果があります。 



 

†ショッピングモール 

建設費：１０コイン 

効果：自分の飲食店と店舗施設で得ら

れるコインを＋１する 

街に建設する施設には施設タイプがあ

り、そのうちの飲食店と店舗施設で得

られるコインを１増やすものです。こ

の効果は一つの施設につき＋１コイン

されるので、もし、対象の同じ施設を

２つ建設していた場合には、合計で＋

２コインの効果を得ることができま

す。 

 

†遊園地 

建設費：１６コイン 

効果：ぞろ目を出したらもう１度自分

のターン 

ぞろ目を出さなくてはいけないので、

ランドマークの駅を建設してからでな

いと効果を活かすことはできません。

ただし６分の１でぞろ目がでる事を考

慮すれば、決して侮れない効果です。 

 

†電波塔 

建設費：２２コイン 

効果：毎ターン、一度だけダイスを振

りなおせる 

このランドマークの効果の真の強み

は、より高い収入を期待してダイスを

振りなおすことではなく、他のプレイ

ヤーからの妨害を回避することにあり

ます。 

 

 この４つのランドマークが街コロに

はありますが、ランドマークを建設す

るタイミングや順番は任意です。ま

た、「はじめに」で触れたように発売

されている拡張パックの街コロ＋（プ

ラス）では、さらに３つのランドマー

クが追加され、さらに複雑で戦略性の

高いゲームになります。 

 

ゲームの流れ 

 まず、各プレイヤーに麦畑とパン屋と

建設中のランドマーク(ランドマークの

施設カードの裏向き)も１枚ずつ配り、

各プレイヤーに６枚のカードが与えられ

ます。そして各プレイヤーに３コインず

つ配ります。余った施設カードは見やす

いように施設ごとにまとめておきます。

余ったコインは１つにまとめておき、銀

行の所有物とします。次に、適当な方法

で最初のプレイヤーを決め、時計回りに

ゲームを進めていきます。 

 自分のターンがきたら、サイコロを１

個振ります。駅が建設されている場合

は、１個振るか２個振るかは毎ターン任

意に選ぶことができます。次に、各プレ

イヤーはそのサイコロの出目に従い資金

を移動させます。資金の移動が完了した

ら、ターンプレイヤーはまだ余っている

施設かランドマークを１つだけ建設する

ことができます。これでターンは終了と

なり次のプレイヤーへとターンが移りま



す。 

 また、誰かが建設中のランドマークを

全て建設し終えるとゲーム終了です。そ

のプレイヤーが勝利となり他のプレイヤ

ーは敗北となります。２位以下は決めま

せん。 

 

基本戦術 

何度も街コロをプレイしていく中で、

有効な戦術は以下の３つであると推察し

ました。 

1. ショッピングモール速攻 

収入：☆☆ 

安定度：☆☆☆ 

スピード：☆☆☆ 

 この戦術はショッピングモー

ルからランドマークを建設し、

高い収入力を維持したままゲー

ムを勝ちきる戦術です。ゲーム

序盤はショッピングモールの効

果の恩恵を受けやすいように、

パン屋・コンビニ・カフェを建

設します。10コイン貯まったら

ショッピングモールを建築し、

どんどん収入力を高めていきま

す。この戦術の特徴は駅の建設

を最後に回し、出目が６以下の

カードだけで戦うことです。サ

イコロの数を増やさないことで

確率の分散を防ぎ電波塔建築後

の収入力の安定化を図ります。

また、他プレイヤーがダイスを

２個振り始めたときにファミレ

スを建設することにより、ショ

ッピングモールの効果を最大限

に活かすことが出来ます。 

 

2. チーズ工場コンボ 

収入：☆☆☆ 

安定度：☆ 

スピード：☆☆ 

 この戦術は他施設を参照する

カードのうち最も確率の高いチ

ーズ工場での収入を期待した戦

術です。ただし、チーズ工場で

参照する対象の施設は牧場しか

なく、その牧場もゲーム序盤で

はコスパが良いため取り合いに

なりやすく、十分な数の施設を

建設することができない可能性

があります。したがって、その

分をチーズ工場の数で補うこと

になりますが、チーズ工場の建

設費が５コインとやや高めの建

設費で、チーズ工場が全て建設

されてしまうと、特に何も建設

すべき施設がなく足踏みしがち

です。ただし、牧場２枚とチー

ズ工場３枚で 18コインの収入

という爆発性を活かせば、手持

にコインを蓄積し奪われるリス

クを減らして一気に超高額のラ

ンドマークが購入できるという

強みはあります。 

 

3. 家具工場コンボ 

収入：☆☆☆ 



安定度：☆☆ 

スピード：☆ 

 この戦術もチーズ工場同様

に、他施設を参照するカードで

確率が高い家具工場での収入を

期待した戦術です。家具工場も

チーズ工場同様、森林または鉱

山３枚と工場２枚で 18コイン

の爆発的収入を得られますが、

確率はチーズ工場に劣ってしま

います。ただし、参照する施設

が森林と鉱山があるので取り合

いで負けづらく、鉱山自体が高

収入施設なので副収入として十

分に活用できます。しかしなが

ら、森林と鉱山の建設費がやや

高めで、なかなか建設できずに

いると、そのまま出遅れてしま

います。ゲーム序盤では、森林

の確保を優先させましょう。 

 

 この３つの戦術のうち、最も有効な

戦術はショッピングモール速攻で、チ

ーズ工場と家具工場は同じくらいの有

効度であると評価します。 

 

戦術の選択 

４人で街コロをプレイすることを仮

定した場合、戦術の選択での駆け引き

が重要になってきます。施設カードに

は限りがあるため、他のプレイヤーと

同じ施設を取り合うことは避けなけれ

ばなりません。したがって、プレイヤ

ーが４人に対して戦術が３つなので、

全員が誰とも被らない戦術を選ぶと仮

定すれば、１番目のプレイヤーが最も

有効な戦術のショッピングモール速攻

を選択し、２番目と３番目のプレイヤ

ーはそれぞれチーズ工場コンボと家具

工場コンボを選択するでしょう。よっ

て、４番目のプレイヤーの立ち回りが

問題になります。４番目のプレイヤー

は手番で遅れている、かつ、１番目の

プレイヤーをとがめる必要があるた

め、ショッピングモール速攻を目指す

のが最善であるとここでは考察しま

す。これを踏まえると、１番目のプレ

イヤーは戦術が被らないために、あえ

てチーズ工場コンボや家具工場コンボ

の戦術を選択することも有効でしょ

う。このような誰とも戦術を被せない

ような駆け引きが序盤戦のポイントで

す。 

 

ゲームの立ち回り 

戦術の選択を意識しながら、実際の

ゲームの立ち回りを考察します。 

ゲームの最序盤では安定して手持の

資金を増やすために、収入機会が多い

施設を建設します。具体的には、ショ

ッピングモール速攻を目指すならば

「カフェ」を、チーズ工場コンボを目

指すならば「牧場」を、家具工場コン

ボを目指すなら「森林」を建設しま

す。 

全員の目指す戦術が見えてくる序盤



では、他プレイヤーの妨害も意識しな

くてはなりません。特に、施設の独占

は非常に強力なので、それを咎めるよ

うに他プレイヤーの独占し始めている

施設の建設をします。また、資金を奪

う施設での妨害も対応しなければなり

ません。街コロのルールとして、資金

を奪う施設の効果と資金を獲得する施

設の効果とでは、資金を奪う効果が先

で、手持にその資金がない場合、借金

として支払いが蓄積しないというのが

あるので、不用意に資金を奪われない

ように自分の手番でなるべく手持の資

金を消費した方がよいということにな

ります。さらに、建設時に手持の資金

がない場合、銀行から１コイン貰える

ので、序盤では必ず１コインの施設を

建設することができるということにな

りますので、１コインの施設がなくな

ってくるとゲーム中盤に移ります。 

ゲーム中盤では、自分の街の施設を

どんどん増やすか、施設の建設をパス

して資金を貯め、ランドマークを建設

するかのバランスが重要になってきま

す。このあたりから資金を貯めるプレ

イヤーが現れるのでテレビ局などの大

施設で資金を奪うことを狙ってもよい

かもしれません。ただし、大施設の効

果は自分のターンのみでしか発動しな

いため、建設から効果発動まで早くて

も次のターンと時間がかかってしまう

ので、１手先、２手先を読んだ立ち回

りが必要不可欠です。 

そして、誰かがランドマークを２つ

建設してくるとゲームの終盤に入って

いきます。いくら手持に資金があって

も、施設は１ターンに１つしか建設で

きないので、終盤では手番が重要にな

ってきます。他のプレイヤーのランド

マークの建設数に気を付けながらラン

ドマークを建設してプレッシャーをか

けるか自分のやりたいことを優先すべ

きか考えなくてはなりません。また、

この時点で出遅れているプレイヤーは

多少無理をしてでも、ランドマークを

建設し、よい出目に賭けて逆転を狙わ

なくてはいけません。 

 

おわりに 

まずは、拙い文章でしたが、ここま

でのご精読ありがとうございました。 

今回、初めてゲームの紹介・レビュ

ーを書き、ゲームの戦術考察をさせて

頂きましたが、街コロのおもしろさが

伝わったでしょうか。街コロはコンポ

ーネントの面でも、各施設カードはポ

ップなイラストで描かれており、コイ

ンも比較的質感のよいものが使われて

います。また、付属のダイスも木製

で、全体的にあたたかみのあるアナロ

グゲームになっていますので、本格的

なアナログゲーム、特に、いままでド

イツゲームをやったことのない人への

入門になるようなゲームとしてお勧め

できるものとなっています。さらに、

ゲームに慣れてきたら拡張パックを追

加してさらに戦術的で激しいゲームに



するだけでなく、施設を任意に買うこ

とができず１０種に限定する拡張ルー

ルもルールブックの中で紹介されてい

ますので、比較的長く深く遊ぶことの

できるゲームである点でも大変お勧め

できます。 

また、最後に、この記事の執筆にお

いて、一緒に街コロを何度もプレイし

て戦術の検討をしていただいた土橋さ

んをはじめ、他数名の方や、記事の校

正にご協力いただいた X680x0同好会

の皆様対しまして、ここに謝辞を述べ

させていただきます。 



付録 

A. 収録カード一覧表 

施設タイプ 施設名 効果 出目 建設費 

農業 麦畑 誰のターンでも銀行から 1コインもらう 1 1** 

酪農 牧場 誰のターンでも銀行から 1コインもらう 2 1 

店舗 パン屋 
自分のターンなら銀行から 1 コインもら

う 
2-3 1** 

飲食店 カフェ 
目を出したプレイヤーから 1 コインもら

う 
3 2 

店舗 コンビニ 
自分のターンなら銀行から 3 コインもら

う 
4 2 

資材 森林 誰のターンでも銀行から 1コインもらう 5 3 

大施設 スタジアム 
自分のターンなら全員から 2 コインもら

う 
6 6 

大施設 テレビ局 

自分のターンなら 

任意のプレイヤー1人から 5コインもら

う 

6 7 

大施設 
ビジネス 

センター 

自分のターンなら 

大施設以外の施設 1件を他のプレイヤー

と交換できる 

6 8 

工場 チーズ工場 

自分のターンなら、 

銀行から自分の[酪農]施設 1件につき 3

コインもらう 

7 5 

工場 家具工場 

自分のターンなら、 

銀行から自分の[資材]施設 1件につき 3

コインもらう 

8 3 

資材 鉱山 誰のターンでも銀行から 5 コインもらう 9 6 

**ゲーム開始時から 1枚所持 (建設費の表記なし) 

  



施設タイプ 施設名 効果 出目 建設費 

農業 リンゴ園 誰のターンでも銀行から 3 コインもらう 10 3 

飲食店 ファミレス 
目を出したプレイヤーから 2 コインもら

う 
9-10 3 

市場 青果市場 

自分のターンなら、 

銀行から自分の[農業]施設 1件につき 2

コインもらう 

11-12 2 

ランドマーク* 駅 ダイスを 2 個同時に振れる - 4 

ランドマーク* 
ショッピング

モール 

自分の[飲食店]と[店舗]施設で得られる

コインを+1 する 
- 10 

ランドマーク* 遊園地 ぞろ目を出したらもう一度自分のターン - 16 

ランドマーク* 電波塔 
毎ターン、一度だけダイスを振りなおせ

る 
- 22 

*ランドマークは大施設に含まれる 

***大施設は１つの街に１つだけしか建設できない 


