コンポーネント
●施設タイル
通常施設…66 枚
表
裏

ミネルウァ

Markets

食糧品屋

１〜４人／ 60 〜 90 分／ 10 歳以上
ゲーム背景
歴史に今もなおその名を轟かす偉大なる帝
国、ローマ帝国。
ローマ帝国はその巨大な領土を管理するた
め重要な都市に都市管理官を派遣し、その
統治を任せました。
プレイヤーは都市管理官となり、ローマ帝
国の 1 都市を任せられます。
偉大なる都市ローマのような繁栄を目指
し、立派な都市を建設することを目指しま
す。もっとも発展した都市を建設し、女
神ミネルウァに祝福されるのはどのプレイ
ヤーでしょうか？

: 1

公共広場…4 枚
表

裏

Forum

公共広場

初期施設…8 枚
表

概要
ゲーム終了時にもっとも多くの勝利点を得
たプレイヤーがこのゲームの勝者となりま
す。
勝利点を得るためには、軍事施設を建てて
勲功を得たり、文化施設で様々な文化の発
展に寄与したり、神殿を建てて神殿にあっ
た都市形成を行ったりします。
しかしその施設を建てるためには資材やお
金が必要になります。
また、施設は建てるだけでは効果がなく、
住宅を建てて施設の効果を発動する必要が
あります。

裏

Wheat ﬁeld

麦畑

神殿…20 枚
表

裏

Temple

神殿

: 3

1

住宅…36 枚
表

●勲功チップ

●文化タイル
裏

Residential building

必要な
文化マークの数

住宅

7

勝利点

文化タイルは演劇、芸術、学問の 3 つの
カテゴリに分かれています。
演劇…8 枚
ラウンドタイル…6 枚
表
裏

芸術…8 枚
学問…8 枚
くんこう

●勲功タイル
ゲームの
ラウンドと順位

（裏面は通常施設と同じです）
施設タイルには以下のような情報が表示さ
れています。

●順番タイル
表

6R 2nd

5

勝利点

●お金チップ
単位はデナリウスです。
１デナリウス …60 枚
３デナリウス …24 枚
10 デナリウス …12 枚

施設の種類
生産施設
商業施設
建設に必要な
文化施設
資材
軍事施設
3+
特殊施設
得られる効果
神殿
住宅
プレイ人数による使用制限
名前

16 枚

Iron mine

鉄鉱山

３人プレイ…カテゴリごとに勝利点 2 の
タイル 1 枚、勝利点 4 のタイル 1 枚は使
用しないので、箱に戻します。
2 人プレイ…カテゴリごとに勝利点 2 のタ
イル 1 枚、勝利点 4 のタイル 1 枚、勝利
点 6 のタイル 1 枚は使用しないので、箱
に戻します。

27 個

●サマリシート

４枚

●ルールブック

１冊
⑶順番タイル
４人プレイ…全ての順番タイルを使用しま
す。
３人プレイ…4 の順番タイルは使用しない
ので箱に戻します。
2 人プレイ…3、4 の順番タイルは使用し
ないので箱に戻します。

ゲームの準備
①プレイ人数に合わせて、以下のコンポー
ネント調整を行います。
⑴初期施設と通常施設
４人プレイ…全ての初期施設・通常施設を
使用します。
３人プレイ…4+ と書かれているタイルを
取り除いて箱に戻します。
２人プレイ…3+ 又は 4+ と書かれている
タイルをすべて取り除いて箱に戻します。

②各プレイヤーは以下の物をそれぞれ受け
取ります。
* 公共広場
…１枚
* 住宅
…９枚
* サマリーシート …１枚
* 小麦チップ
…１個

⑵文化タイル
４人プレイ…全ての文化タイルを使用しま
す。

初期配置の例（４人プレイの場合）
プレイヤー 4

●補佐官チップ
20 枚

プレイヤー 3

公共広場

公共広場

Forum

Forum

住宅

住宅

Residential building

Residential building

神殿タイルの山

4 枚 (1 〜 4 が各 1 枚 )
裏

●資材チップ

Wheat ﬁeld

Woods

Rocky hill

Foundry

Temple

Temple

Temple

Temple

麦畑

森林

岩山

鋳造所

神殿

神殿

神殿

神殿

通常施設の山

小麦× 27 個（３個は予備）

Wheat ﬁeld

麦畑

初期施設

: 3

3

Woods

Rocky hill

Foundry

森林

岩山

鋳造所

1R 1st
3

2R 1st

通常施設

4R 1st

順番タイル

タイル表には数字が書いてあります。
タイル裏には数字と勝利点が書いてありま
す。

2

3

4

: 3

1R 2nd

2R 2nd

5

5R 1st

6R 1st

石材× 27 個（３個は予備）

6

8

10

3R 2nd

5R 2nd

5R 2nd

6R 2nd

住宅

2

2

3R 3rd

4

4R 3rd

4

5R 3rd

5

6R 3rd

1

2

1
2

2

2

Residential building

住宅 9 枚

住宅

Forum

公共広場

鉱石× 27 個（３個は予備）
プレイヤー 1

2

プレイヤー 2

3

: 3

2

Residential building

Forum

公共広場

神殿

: 3

1

勲功タイル

3R 1st

木材× 27 個（３個は予備）

Temple

神殿タイル

文化タイル

各プレイヤーは受け取った公共広場を目の
前に置きます。これを起点として自分の都
市を広げていきます。
※プレイ人数が４人ではない場合、公共広
場、住宅、サマリシートが余ります。余っ
たそれらは箱に戻しておきます。

⑷文化タイル
文化タイルを種類ごとに（演劇、芸術、学
問）分けます。分けた３つをそれぞれ山札
にして、それぞれの山は、一番下の勝利点
が最も大きく、上にいくほど勝利点が小さ
くなるように並べて重ねます。

③プレイするテーブルに以下のコンポーネ
ントを準備します。
⑴初期施設
初期施設を全て表向きにしてテーブル中央
に並べます。このテーブル中央に並べられ
た初期施設（後に通常施設等も並べる）を
施設タイルの場と呼びます。

⑸勲功タイル
勲功タイルをラウンドごとに分けて置いて
おきます。
④一番最近ローマに行った人がスタートプ
レイヤーになります。
ローマに行った事がある人がいない場合は
一番若い人がスタートプレイヤーです。ス
タートプレイヤーはお金を 3 デナリウス
受け取ります。それ以降のプレイヤーは時
計回りにお金を 4 デナリウス、5 デナリウ
ス、6 デナリウス受け取ります。

⑵通常施設
全ての通常施設を裏向きにしてよく混ぜ
て、6 つ分けて山にします。この時、６つ
の山はそれぞれ同じ枚数になるようにしま
す。6 つに分けた通常施設の山のそれぞれ
にラウンドタイルを各 1 枚追加して、山
ごとにシャッフルします。

⑤その他の準備
順番タイルをゲーム脇に並べておいて置き
ます。
以下のコンポーネントは種類別に分けて
ゲーム脇に置いてストックにします。
* 資材チップ（小麦、木材、石材、鉱石）
* お金チップ（1、3、10 デナリウス )
* 勲功チップ
* 補佐官チップ

シャッフルしたそれぞれの通常施設の山を
順番に積んでいき１つの山にします。
１つにした通常施設の山を上から 1 枚め
くって、表向きにテーブル中央に並べ、施
設タイルの場に加えます。通常施設の山か
らラウンドタイルを引くまで通常施設の山
からタイルを引いて施設タイルの場に加え
る事を続けます。ラウンドタイルを引いた
ら、ラウンドタイルをテーブル脇に置きま
す。

※お金について
お金はゲームを通じてストックに無限に存
在します。お金が足りなくなったら何かで
代用してください。また、お金はいつでも
両替できます。

⑶神殿タイル
全ての神殿タイルを集め裏向きにしてよく
混ぜて、全てを１つに重ねて神殿タイルの
山とします。神殿タイルの山から神殿タイ
ルを 5 枚めくり、表向きにテーブル中央
に並べ、施設タイルの場に加えます。

※資材について
各プレイヤーは資材を 1 種類ごとに 6 個
までしか持てません。資材を手に入れる際
に 6 個より多くなる場合、ただちに 6 個
になるまで資材を減らし、減らした 1 個
につき 1 デナリウスをストックから受け
取ります。
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時にはこのアクションは選択できません。
c) 補佐官チップを使用する
補佐官チップを使用して、建設済み施設
の効果を使用します。ただし、手元に補佐
官チップが１個もない時には、このアク
ションは選択できません。
d) パスをする

ゲームの進行
このゲームは全部で 6 ラウンド行い、最
後に得点計算を行って終了です。
各ラウンドは、以下の４つのフェイズに分
かれています。
1) メインフェイズ
2) 補佐官獲得フェイズ
3) 勲功フェイズ
4) 準備フェイズ
※ 6 ラウンド目は、補佐官獲得フェイズ
と準備フェイスを行いません。

●各アクションの詳細
a) 施設を建てる
施設タイルの場から任意の施設タイルを 1
つ選びます。選んだ施設タイルに建設に必
要な資材が書かれている場合、その資材を
ストックに支払います。
支払う資材が足りない場合、足りない資材
1 個につき 3 デナリウスをストックに支払
うことで建てることが可能です。
※資材が足りている場合にお金を支払って
資材の代わりにすることはできません。

※各プレイヤーはゲーム中に、
いつでも
（自
分の手番で無くても）次のアクションを実
行できます。
・資材を売る
プレイヤーは資材（小麦、木材、石材、
鉱石）を売ってお金にすることができま
す。任意の資材１個をストックに戻すご
とに、1 デナリウスをストックから受け
取ります。

次に、その施設を自分の都市に置きます。
その際、施設タイルの配置ルールに従いま
す。

各フェイズの詳細を説明します。

＊施設タイルの配置ルール
・既に自分の都市に置かれている施設タイ
ルに１辺以上隣接するように置きます。
・他の施設タイルに重ねておくことはでき
ません。
・既に自分の都市に置かれている施設タイ
ルを通常除去することはできません。
・施設タイル同士は必ず１辺全てが隣接す
るように置きます。ずらして１辺の一部の
みが隣接するような置き方はできません。
・施設タイルは自分に対して字が読める方
向に置いてください。

1) メインフェイズ
メインフェイズはスタートプレイヤーから
順番に手番を行います。プレイヤーの手番
が終了すると、右隣のプレイヤーがメイン
フェイズを行います。手番は、全員がパス
をするまで何回もまわってきます。
手番が回ってきたプレイヤーは次の４つの
アクションのうち 1 つを行います。
a) 施設を建てる
施設タイルの場からタイルを１枚購入し
て、自分の都市に建てます。施設タイルの
場にタイルが１枚もない場合にはこのアク
ションは選択出来ません。
b) 住宅を建てる
住宅を建て、建設済み施設の効果を使用
します。ただし、手元に住宅が１枚もない

5

文化施設の処理
文化施設の施設効果を使用した場合、その
施設にしるされた文化マーク（演劇／芸術
／学問）を所持します。

既に置かれている
施設タイルに１辺以上
隣接するように置く
Residential building

住宅

1

2

3

配置した住宅の上下左右の
1 方向を選び、１枚ずつ順
番に施設効果を使用する
重なっては
置けない

建てた施設が神殿だった場合、神殿タイル
の山から 1 枚めくり、施設タイルの場に
補充します。神殿タイルの山にタイルが無
い場合は補充を行いません。
b) 住宅を建てる
住宅を建てて施設効果を使用します。
自分の手持ちの住宅を１枚取り、自分の都
市に置きます。その際は、施設タイルの配
置ルールに従います。

が書かれている
- 周囲 8 マスアイコン
場合
施設効果を使用する施設の周囲 8 マスの
施設が対象になります。その施設自身は含
めません。

配置した住宅の上下左右のうち１方向を選
びます。配置した住宅から選択した方向に
向かってタイルごとに１枚ずつ順番に施設
効果を使用します。

Theater

Statue

Library

住宅

劇場

神像

図書館

資材等と違って文化マークに対応するチッ
プは存在せず、住宅を建てて使用した範囲
の施設タイルのなかにその文化マークがい
くつあったか、を数えて判定します。
この手番の施設効果の実行が終了したら、
所持した文化マークと、文化タイルの山の
一番上のタイルの文化マークの数を比べま
す。
所持した文化マークが、文化タイルの一番
上のタイルの文化マークの数以上だった場
合、その文化タイルをもらうことができま
す。
同じカテゴリの文化タイルは１手番に１枚
しかもらえません。
そのカテゴリの文化タイルが１枚もなかっ
た場合は、何も起きません。

6

6

3+

もらえる もらえない

手に入れた芸術マークが 2 つで、今見え
ている芸術の文化タイルはマークが 1 つ
のため、芸術の文化タイルをもらうことが
できます。もらった後、1 マーク 3 点の芸
術の文化タイルが見えましたが、ここでは
このタイルをもらうことはできません。
手に入れた学問マークが 2 つで、今見え
ている学問の文化タイルはマークが 3 つ
のため、学問の文化タイルをもらうことが
できません。

例）現在、文化タイルの山の一番上はそれ
ぞれ、
演劇が 2 マーク 4 点
芸術が 1 マーク 2 点
学問が 3 マーク 6 点
2

2

手に入れた演劇マークが 2 つで、今見え
ている演劇の文化タイルはマークが 2 つ
のため、演劇の文化タイルをもらうことが
できます。

その後、所持した文化マークはすべて失い
ます。

4

4

もらえる

〔建設時〕と
〔ゲーム終了時〕
のアイコンが書かれた施設については、住
宅を建てた際の施設効果は何もありませ
ん。次の施設へ処理を移します。

3+

です。

以下のいずれかの条件を満たしたら施設効
果を発揮させる処理は終了となります。
・別の住宅に到着した。
・施設タイルが置かれていない場所に到着
した。

トラヤヌスは住宅を建てて施設の効果を使
用しました。

6

Residential building

＜

このマーク
〔建設時〕がついている
施設は建設後、直ちに施設効果（「住宅を
建てる」の項目を参照）を使用します。こ
の効果は後で使用することはできません
が、
故意に使用しないことを選択できます。
また、効果を使用できない場合（何かと何
かを交換する効果だが、その元を持ってい
ない等）でも、建設することはできます。

学問

＞

ずらして
置けない

芸術

＝

辺で隣接
していない

施設効果
施設タイルの
「得られる効果
（タイル下部）
」
に書かれている内容によって、様々な効果
があります。
- アイコンのみが書かれている場合
そこに書かれたアイコンのものがもらえま
す。
- アイコンと矢印（⇒）が書かれている場
合
矢印の左のものをストックに支払うと矢印
の右のものがもらえます。これを施設効果
を使用した際には何回も行えます。
- アイコンとコロン（：）が書かれている
場合
コロンの左のものを持っているごとにコロ
ンの右のものがもらえます。
コロンの左のものを支払う必要はありませ
ん。
- アイコンとスラッシュ（／）が書かれて
いる場合
スラッシュで区切られたもののうち 1 つ
を選択してもらえます。

演劇

劇場で演劇マークを 2 つ
神像で芸術マークを 2 つ
図書館で学問マークを 2 つ
を手に入れました。
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c) 補佐官チップを使用する
自分の補佐官チップ１枚を自分の都市に置
いてある任意の住宅の上に置きます。ただ
し、既に補佐官チップが置かれている住宅
には追加で補佐官チップを置くことはでき
ません。配置した補佐官チップの上下左右
のうち 1 方を選びます。配置した補佐官
チップから選択した方向に向かって各タイ
ルごとに１枚ずつ順番に施設効果を使用し
ます

このフェイズは、順番タイルの一番数字の
大きいプレイヤーから順番タイルの大きい
順で手番を行います（時計回りではありま
せん）。
手番が来たプレイヤーは、お金か勲功チッ
プをストックに支払うことで補佐官チップ
を１枚獲得することができます。補佐官
チップを獲得するためのコストは、各プレ
イヤーが獲得済みの補佐官チップの枚数に
より異なります。

施設効果の処理については、住宅を建てた
場合と同じです。

０個…５デナリウス又は勲功チップ１枚
１個…５デナリウス又は勲功チップ１枚
２個…10 デナリウス又は勲功チップ２枚
３個…10 デナリウス又は勲功チップ２枚
４個…15 デナリウス又は勲功チップ３枚

d) パスをする
ただちにゲーム脇に置かれている順番タイ
ルのうち一番数字の小さいものを取り、自
分の前に置きます。１度パスした後に、手
番が回ってきた場合は、a 〜 d のアクショ
ンを選択することはできません。順番タイ
ルを持っている状態で、手番が回ってくる
ごとに、ストックからお金を 1 デナリウ
スを受け取ります。

※１ラウンドで獲得出来る補佐官チップは
各プレイヤー１枚だけです。また補佐官
チップの個数は各プレイヤ−の手元にある
ものと住宅の上に配置済みのものの合計で
す（例：補佐官チップを手元に１個、住宅
の上に２個配置済みのプレイヤーは、獲
得済が 3 個となる。次は 4 個目になるの
で、10 デナリウス又は勲功チップ２枚を
ストックに支払う必要があります）
。

誰かが既にパスをしているメインフェイズ
で、パスをしていないプレイヤーの手番が
回ってきた場合、
◦１デナリウスをストックに支払い、通常
の手番を行う。
◦お金を支払わずにパスをする
のいずれかを選択します。

3) 勲功フェイズ
現在のラウンドの勲功タイルをテーブル中
央に置きます。

全員がパスをした場合、ただちにメイン
フェイズを終了し、補佐官獲得フェイズに
進みます（６ラウンド目の場合は、補佐官
獲得フェイズをスキップして、勲功フェイ
ズに進みます）。

各プレイヤーが所有している勲功チップの
数を比べます。
* 一番多いプレイヤーはこのラウンドの
1st の勲功タイルを受け取ります。
* 二番目に多いプレイヤーはこのラウンド
の 2nd の勲功タイルを受け取ります。
* 三番目に多いプレイヤーはこのラウンド
の 3rd の勲功タイルを受け取ります。
（１
ラウンド目と２ラウンド目は存在しませ
ん。）

2) 補佐官獲得フェイズ
このフェイズは 6 ラウンド目の場合は飛
ばします。
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勲功チップが同数の場合は、同数のプレイ
ヤー間で順番タイルの数字が小さいプレイ
ヤーが上位になります。
ただし、勲功チップが０枚のプレイヤーは
勲功タイルをもらうことができません。現
在のラウンドの勲功タイルでだれも受け取
れなかった勲功タイルは箱に戻します。

ハドリアヌスとアントニヌス・ピウスは勲
功チップを持っていないので、勲功タイル
をもらうことができません。3rd の勲功タ
イルは誰のものにもなりません。

4) 準備フェイズ
このフェイズは 6 ラウンド目の場合は、
飛ばします。次のラウンドの為に以下の準
備を行います。

例）現在 5 ラウンド目です。
ネルバは勲功チップを 3 枚持っており、
順番タイルが１です。
トラヤヌスは勲功チップを 3 枚持ってお
り、順番タイルが２です。
ハドリアヌスは勲功チップを持っていませ
ん。
アントニヌス・ピウスは勲功チップを持っ
ていません。

* 全てのプレイヤーは勲功チップをストッ
クに戻します。
* 全てのプレイヤーは順番タイルをゲーム
脇に戻します。
* 5 ラウンド目の場合、順番タイルを裏返
します。ただし、一番数字の大きい順番タ
イルは裏返さずそのままにしておきます。
* 通常施設の山から 1 枚ずつめくって、表
向きに並べ、施設タイルの場に追加します。
これをラウンドタイルを 1 枚引くまで繰
り返します。
※テーブル中央に残っている施設タイルは
そのまま残しておきます。

ネルバ
5R 1st

トラヤヌス

個数同じ

順番タイルが小さいほう

5R 2nd

ハドリアヌス
なにもない
アントニヌス・ピウス
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4

がない
のでもらえない
除外
5R 3rd

2

なにもない

ネルバとトラヤヌスは勲功チップが 3 枚
で同数です。なので、順番タイルを比べま
す。ネルバの順番タイルは１で、トラヤヌ
スの順番タイル２より小さいので、ネルバ
が１位、トラヤヌスは２位となります。
ネルバは 1st の勲功タイルをもらいます。
トラヤヌスは 2nd の勲功タイルをもらい
ます。

9

ゲームの終了＆勝利条件
6 ラウンドが終了したら、ゲーム終了とな
ります。

施設の種類
Minerva ではさまざまな効果を持った施
設が存在します。ここでは、施設の種類に
ついて説明し、また一部施設の効果につい
て補足を載せます。

それぞれのプレイヤーは勝利点を計算しま
す。
・文化タイルの勝利点
文化タイルは書かれている勝利点がそのま
ま勝利点となります。
・勲功タイルの勝利点
勲功タイルは書かれている勝利点がそのま
ま勝利点となります。
・神殿の勝利点
神殿ごとに勝利点の条件が書かれているの
でそれらを計算し勝利点とします（神殿の
詳細については、ルールブック最後の「施
設の種類」を見て下さい）。
・お金および資材による勝利点
お金および資材は３つにつき 1 勝利点と
なります。
・順番タイルによる勝利点
順番タイルに書かれている勝利点がそのま
ま勝利点となります。
これらを全て合計します。一番勝利点の高
いプレイヤーの勝利です。

生産施設
主に資材が手に入る施設です。
・公共広場

文化施設
文化タイルを手に入れるのに必要な施設で
す。
文化は演劇、芸術、学問の 3 種類があり
ます。
・庭園

・闘技場
Colosseum

闘技場

x2

Garden

庭園

同じ資材を 2 つ支払うごとに勲功チップ
が 2 つもらえます。
木材を 2 つ支払って勲功チップを 2 つも
らった後、小麦を 2 つ支払って勲功チッ
プを２つもらう、といったことは可能です。

Forum

公共広場
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/

好きな資材が 1 つ手に入ります。
商業施設
主にお金が手に入る施設です。
・食糧品屋、炭焼小屋、石材屋、鍛冶屋

同点の場合、文化タイルと勲功タイルの合
計枚数が多いプレイヤーの勝利です。
それでも同点の場合、神殿の数が多いプレ
イヤーの勝利です。
それでも同点の場合、順番タイルの数字が
一番小さいプレイヤーの勝利です。

Markets

Charcoal burner

食糧品屋

炭焼小屋

: 1

Blacksmith

石材屋

鍛冶屋

特殊施設
建設時に効果を使用する施設です。
・交易所
Trading post

交易所

軍事施設
勲功チップおよび勲功タイルを手に入れる
のに必要な施設です。
・馬房、武器庫、兵器工場
Stall

Weaponry

馬房

武器庫

2

2 デナリウスを支払うごとに好きな資材を
１もらいます。
6 デナリウスを支払って、木材 1 つ石材 2
つをもらう、といったことは可能です。
・凱旋門

Armory

Triumphal arch

兵器工場

凱旋門

: 1

指定された資材を 1 つもっているごとに 1
デナリウスがもらえます。
資材は支払う必要がありません。
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下記のいずれかを 1 つもらえます（文化
施設の処理の項を参照）。
演劇マーク 1 つ
芸術マーク 1 つ
学問マーク 1 つ

: 1

Stone dealer

: 1

/

/

指定された資材を 1 つ支払うごとに勲功
チップが 1 つもらえます。

/

好きな文化タイルを 1 枚取ることができ
ます。ただし、各文化タイルで 1 番上に
見えているもののみ取ることができます。
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・食堂

・戦車競技場
Dining hall

Circus

食堂

戦車競技場

好きな資材を 2 つもらうことができます。
もらう資材は 2 つ別々のものでも、同じ
ものでも構いません。
・公共浴場
Public bathhouse

公衆浴場

今建てた戦車競技場の周囲 8 マスにある
住宅 1 つを選び、
その住宅を取り除きます。
このとき取り除いた住宅タイルはゲームか
ら除外し、箱に戻します。
補佐官チップの乗っている住宅は取り除く
ことはできません。
神殿
ゲーム終了時に条件を満たすと勝利点を得
られます。

今建てた公共浴場の周囲 8 マスにある施
設 3 つ選び、その効果を使用します。
文化施設については施設 3 つを使用した
後、
文化施設の処理と同じ処理を行います。
建設時に効果を使用する施設は公共浴場で
は効果を使用することができません。
ゲーム終了時に効果を使用する施設は公共
浴場では効果を使用することができませ
ん。
・水道橋
Raised aqueduct

水道橋

施設の数が条件になる神殿
アイコンには範囲を表すものと種類を表す
ものがあります。
範囲と種類の組み合わせで得られる勝利点
を計算します。
◎範囲を表すアイコン
〔周囲 8 マス〕周囲 8 マスが条件になる
神殿
その神殿の周囲 8 マスにある条件を満た
す施設ごとに指定された勝利点がもらえま
す。
例えば、〔周囲 8 マスにある商業施設 1 軒
ごとに 3 点〕であれば、周囲 8 マスにあ
る商業施設 1 軒ごとに 3 点がもらえます。
その神殿自身は周囲 8 マスに含めません。
〔縦横〕縦横が条件になる神殿
その神殿の縦横にある条件を満たす施設ご
とに指定された勝利点がもらえます。
その神殿から上下左右に無限に伸ばし、条
件を満たす施設があるかどうかを見ます。
途中で施設が置かれないエリアがあっても
かまいません。

今建てた水道橋の周囲 8 マスにある施設
1 つを選び、その施設を直ちに別の場所に
立て直すことができます。ただし、住宅に
対してこの効果を使用することはできませ
ん。
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その神殿自身は縦横に含めません。

〔商業施設〕商業施設の数が条件になる
施設
その神殿に対して条件を満たす商業施設が
いくつあるか数えます。
その数に応じて勝利点がもらえます。

〔７種類〕種類の数が条件になる神殿
その神殿に対して 〔周囲 8 マス〕なら
ば周囲８マス、 〔縦横〕ならば上下左
右を見て、施設の種類が何種類あるか数え
ます。その種類数に応じて勝利点がもらえ
ます。
７種類の施設の内訳は以下の通りです。
〔生産施設〕
〔商業施設〕
〔文化施設〕
〔軍事施設〕
〔特殊施設〕
〔神殿〕
〔住宅〕

〔文化施設〕文化施設の数が条件になる
施設
その神殿に対して条件を満たす文化施設が
いくつあるか数えます。
その数に応じて勝利点がもらえます。

資材の数が条件になる神殿
ゲーム終了時にもっている資材の数ごとに
勝利点がもらえます。
資材は支払う必要はありません。

◎種類をあらわすアイコン
〔生産施設〕生産施設の数が条件になる
施設
その神殿に対して条件を満たす生産施設が
いくつあるか数えます。
その数に応じて勝利点がもらえます。

Temple

神殿

〔軍事施設〕軍事施設の数が条件になる
施設
その神殿に対して条件を満たす軍事施設が
いくつあるか数えます。
その数に応じて勝利点がもらえます。

: 2

〔特殊施設〕特殊施設の数が条件になる
施設
その神殿に対して条件を満たす特殊施設が
いくつあるか数えます。
その数に応じて勝利点がもらえます。

住宅
施設効果を使用する際に建てる施設です。
住宅に施設効果はありません。

〔神殿〕神殿の数が条件になる施設
その神殿に対して条件を満たす神殿がいく
つあるか数えます。
その数に応じて勝利点がもらえます。
その神殿自身は数に数えません。
〔住宅〕住宅の数が条件になる施設
その神殿に対して条件を満たす住宅がいく
つあるか数えます。
その数に応じて勝利点がもらえます。
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１人プレイについて

ゲームのヒント
・このゲームの主な勝利点を得る手段が
* 文化タイルの勝利点
* 勲功タイルの勝利点
* 神殿の勝利点
の３つになります。

このゲームは得点アタック形式で１人でも
プレイすることができます。
基本的に２人プレイの場合と同じですが、
以下の点が変わります。

文化タイルは文化施設、勲功タイルは軍事
施設が必要になります。
序盤にどの方法で勝利点を獲得して勝利に
近づくかを考えましょう。
・住宅の枚数は９枚、補佐官チップも最大
５枚までしか所持することができません。
通常、9 回〜 14 回しか施設の効果を使用
するタイミングはありません。
いかに効率的に住宅や補佐官チップを使用
するかを考えましょう。
・お金は非常に大事です。施設タイルの建
設時に資材が足りなければ、３デナリウス
で１資材の代わりになります。実質３デナ
リウスで好きな資材１個と同じになりま
す。そのため、鋳造所は好きな資材１個も
らえるのとほぼ同じ価値があります。
・手番の終了時にお金１デナリウスか１資
材は残すようにしましょう。でないと誰か
がパスをしてしまうと１デナリウスの支払
いができずに強制的にパスをしなければな
らなくなります。
・勲功チップはプレイヤー間での数の勝負
のため、競いだすときりがありません。周
りを見回すと、他の手段で勝利点を荒稼ぎ
しているプレイヤーがいるかもしれませ
ん。勲功チップの争いはほどほどにしてお
きましょう。

ゲームの準備
①については、順番タイルは使用しないの
で、箱に戻します。
他はすべて２人プレイと同じです。
②については、２人プレイとすべて同じで
す。
③については、初期施設を裏向きにしてよ
く混ぜます。
１枚ずつめくって、表向きにテーブル中央
に並べます。その際、めくった２枚ごとに
ペアにしておきます。
通常施設を２人プレイと同様にセットアッ
プします。
その後１枚ずつめくって、表向きにテーブ
ル中央に並べます。その際、めくった２枚
ごとにペアにしておきます。
ラウンドタイルを引いた際に以下の処理を
行います。
・ペアにならない通常施設が１枚余ってい
る場合…
ラウンドタイルの上にお金を３デナリウ
ス載せ、余った通常施設とペアにしてお
きます。
・ペアにならない通常施設がない場合…
ラウンドタイルをテーブル脇に置きま
す。
他はすべて２人プレイと同じです。
④と⑤については、２人プレイとすべて同
じです。

２）補佐官獲得フェイズ
２人プレイとすべて同じです。
３）勲功フェイズ
現在のラウンドの勲功タイルをゲーム中央
に置きます。
*現在のラウンド数と同じ勲功チップを
持っている場合、このラウンドの 1st の
勲功タイルを受け取ります。
*現在のラウンド数と同じ勲功チップを
持っていないが、勲功チップを１個以上
持っている場合、このラウンドの 2nd の
勲功タイルを受け取ります。
他は２人プレイとすべて同じです。
４）準備フェイズ
２人プレイとすべて同じです。
ゲームの終了＆勝利条件
勝利点の計算については 2 人プレイと同
じです。
勝利点によって下記の称号が与えられま
す！
80 点以上
……偉大なる皇帝・アウグストゥス
70 点〜 79 点 ……執政官・コンスル
60 点〜 69 点 ……軍団長・レガトゥス
50 点〜 59 点 ……幕僚・トリブヌス
40 点〜 49 点 ……百人隊長
30 点〜 39 点 ……十人隊長
29 点以下
……ローマ市民

ゲームの進行
１）メインフェイズ
a) 施設を建てる
施設のペアを１つ選び、そのうち１つを自
分の都市に建て、もう１つをゲームから除
外します。
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ラウンドタイルのあるペアを選んだ場合、
ラウンドタイルを選んだら載っている３デ
ナリウスを手に入れ、ラウンドタイルは
テーブル脇に置いておきます。もう１つの
施設タイルを選んだ場合、ラウンドタイル
の上に載っているお金をストックに戻しま
す。
他は２人プレイとすべて同じです。

まずは 40 点を目指しましょう。
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このたびはお買い上げ頂きありがとうございました。内容物に欠品がありました場合、また、
ご意見・ご感想などございましたら OKAZU（okazubrand@gmail.com）までお願いいた
します。
制作：OKAZU brand
（最新情報はこちらへ http://okazubrand.seesaa.net/）
ゲームデザイン：林尚志（OKAZU）
グラフィックデザイン：ryo@にゃも
マニュアルライティング：HAL99
タイトル命名：健部伸明
テストプレイ：いつものメンバー
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