
⼈数  ：2∼4⼈（通常ゲーム）
    ：1⼈（ソリティアゲーム）
時間  ：5∼15分
対象年齢：6歳以上

ゲームデザイン／イラスト：Takahiro

 もうすぐ合併予定の村の村⻑たちが集まり、酒場で親睦会を開きました。
 盛り上がるうちに、ついに村⻑の⼀⼈が自分の村の自慢話を始めてしまいました。

 これには他の村⻑も黙ってはいられません。酒の勢いも⼿伝い、あることないこと大論戦。
 ⽩熱した村⻑たちは、とうとう新村⻑の座を賭けた⼀大勝負を始めてしまいます。

 勝負の内容は、どの村が⼀番発展して、資源を有効に使っているか。
 あなたの村が⼀番発展していると認めさせ、新たな村の村⻑となりましょう！

内容物

■村カード………32枚
・建物カード………24枚
・職業カード………8枚

■⽣産カード……8枚

効果に関係する資源効果に関係する資源

名前名前

効果効果

資源枠資源枠

建物カード
（村カード）

職業カード
（村カード）

⽣産する資源枠の指定⽣産する資源枠の指定

⽣産カード

概要と目的

・プレイヤーは合併予定の村の村⻑です。自分の村の価値を資源で測り競います。
・「自分の村」とは、自分の前に置かれた村カードのことです。
・「資源」とは、自分の村カードの⽣産する資源枠に描かれたアイコンの合計です。
・⽣産する資源枠は、村カードの後ろに⽣産カードを重ねて指定します。
・村の価値は、資源の価値と、職業カードによる追加の価値の合計で決まります。
・資源や追加の価値は、場にある全ての村カードの効果により自動的に決まります。
・建物カード（村カード）は、資源の単価（1つあたりの価値）を変更します。
・職業カード（村カード）は、条件を満たした村全てに追加の価値などを与えます。

例 この村で⽣産される資源は、
⽊材   1つ、家畜   2つ、穀物   1つです。

炭焼⼩屋の効果で、⽊材   の単価は1つ2ptに、
⽯材   の単価は1つ-3ptになります。

料理⼈の効果で、家畜   1つ、穀物   1つを
持っている村は、5ptのボーナスを得ます。

つまり、この村の価値は、
⽊材   1つ×2pt+5ptで、7ptとなります。



通常ゲームの遊び方（2∼4⼈用）

準備1. 全ての村カードをよく混ぜ、全員に6枚ずつ配り⼿札にします。
       ⼿札は本⼈だけが⾒ることができます。
準備2. ⽣産カードを全員に2枚ずつ配ります。

このゲームにはスタートプレイヤーはありません。
全員同時にプレイします。

1
⼿札から村カード4枚を選び、全員同時に公開します。
※残った⼿札は使用しないので、それぞれ脇などによけておきます。

2
公開された全ての村カードを全員が納得するまで確認し、
それらの村カードをそれぞれの新たな⼿札にします。
※⻑考が気になる場合は、制限時間などを設けてもよいでしょう。

3
新たな⼿札から村カード2枚を選び、⽣産する資源枠を選びます。
⽣産カードを重ねて、全員同時に公開します。
※残った⼿札は使用しないので、それぞれ脇などによけておきます。

4
全ての村の資源と村カードの効果を解決し、価値計算を⾏います。
村の価値を⽐べて⼀番⾼い村⻑の勝利です。

3⼈プレイの場合の例

あなたの村あなたの村
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建物の効果がないので0pt

⽣産された資源数⽣産された資源数

⽯橋で+4pt、城壁で+5pt

建物の効果がないので0pt

穀物畑で+4pt

資源数×資源の点数資源数×資源の点数

職業による効果職業による効果

資源の単価
（1つあたりの価値）



価値計算

1. 村の名前を、メモ帳の2列目から順に記録します。
2. 村ごとに、⽣産される資源の数をそれぞれ記録します。
3. 場の全ての建物カードの効果を解決し、資源ごとの単価を1列目に記録します。
4. 村の資源ごとに、資源数×単価を計算し記録します。
5. 場の全ての職業カードの効果を解決し、村ごとの追加の価値を記録します。
6. 村ごとに、資源と職業カードで発⽣した価値を合計します。

繰り返し

左の条件を1回満たすごとに、右の効果が1回発⽣します。
建物カードの場合はすべての村に、
職業カードの場合は村ごとに解決します。

村に⽊材が1つと家畜が2つあるごとに、村は7点を獲得します。

全体の穀物が1つあるごとに、家畜の単価が+1点されます。
例えば穀物が3つあれば、家畜の単価は+3点です。

■村カードに書かれている表記ルールの説明

条件

左の条件を満たしていれば、右の効果が発⽣します。
建物カードの場合はすべての村に、
職業カードの場合は村ごとに解決します。

全体の穀物が3つ以上あれば、⽯材の単価が+5点されます。

村に家畜が3つ以上あれば、村は10点を獲得します。

村を追加する

指定された資源を⽣産する、仮想的な村（プレイヤー）を
1つ増やします。他の村を参照する効果があった場合、
それは村1つとして数えます。

仮想的な村で⽣産された資源は、
そのカードを出したプレイヤーの村とは無関係で、
資源や点数が加わることもありません。



通常ゲーム用選択ルール

ブースタードラフト

・[準備1]で村カードを6枚配った後、「1枚を⼿札にして残りを隣に回す」を6回⾏います。
・⼿札が推測できるため、⼿順[1][2]を省略し⼿順[3]から始めてもよいでしょう。

2ラウンド制

・1ラウンド目の価値計算を⾏った後、場の村カードを全て中⽴の場に移動させます。
 中⽴の場にある村カードは誰の村でもなくなり、資源枠が無視され効果のみ発揮します。
・それぞれが使用しなかった村カードを全て⼿札に戻します。
・誰にも配られなかった村カードから、2枚ずつ配り⼿札に加えます。
・その6枚を⼿札として、⼿順[1]に戻って2ラウンド目を⾏います。
・2ラウンド目の価値計算は、中⽴の場にある村カードも効果を発揮します。
・1ラウンド目と2ラウンド目の価値の合計が最も⾼い村⻑が勝者です。

1枚ずつ公開

・何らかの⼿段で最初の⼿番プレイヤーを決めます。
・⼿順[1]で同時に4枚出す代わりに、⼿番プレイヤーが1枚をオモテ向きで公開します。
・⼿番プレイヤーは、公開しているカードの枚数が自分よりも少ないプレイヤーを1⼈選び、
 次の⼿番プレイヤーに指定します。
 全員の枚数が同じなら、⼿番プレイヤーが続けてもう⼀度⼿番を⾏います。
・全員が4枚ずつカードを出し終えたら、⼿順[1]を終了し⼿順[2]から続けます。

ソリティアゲームの遊び方（1⼈用）

準備1. 全ての村カードをよく混ぜ、山札を作ります。
準備2. 山札から6枚を引いて⼿札にし、⽣産カードを4枚用意します。

ソリティアゲームは4ラウンド制です。失敗することなく4ラウンドを⾏いきることができれば勝利です。

1
2ラウンド目以降ならば、自分の村を中⽴の場に移動させます。
⼿札が6枚になるまで、山札から引いて⼿札に加えます。

2
山札から2枚ずつ、2組をオモテ向きにします。
これを「隣村」と呼びます。
隣村から⼀方を選び、もう⼀方を捨て札にします。

3
⼿札から2枚を選び、選んだ隣村と合わせて村カード4枚の自分の村を作ります。
4枚の村カードにそれぞれ資源カードを重ねて資源を発⽣させます。

4

価値計算を⾏います。中⽴の場にある村カードは効果のみ発揮します。
現在のラウンドの村の価値が目標値以上になれば成功です。
目標値はラウンドごとに20pt、40pt、60pt、80ptです。
失敗した場合、敗北となり次のラウンドを⾏うことができません。
4ラウンド目を成功すれば勝利です。100pt以上で勝利すれば大勝利です。



拡張セット「兵⼒と経済」

前回の合併とはまた別の場所。ここにも合併予定の村がありました。
どこでも同じような問題になるようで、やはり村⻑同⼠の勝負が⾏われるようです。

 しかし少しだけ違っていたのは、これらの村は独自の兵⼒や潤沢な経済⼒を持っていて、
 合併会議に圧⼒をかけてくることです。

 これらの圧⼒を使い、またはそれを跳ね除け。新たな村の村⻑を目指しましょう！

内容物

ミニ拡張「特産品」
■特産品カード…………………4枚

拡張1「兵⼒」
■村カード………………………8枚
■武器⽣産カード………………4枚

拡張2「経済」
■村カード………………………8枚
■市場需要カード………………4枚
■市場供給カード………………4枚

ミニ拡張「特産品」 通常ゲーム ソリティアゲーム

この拡張は、⽣産する資源が同じ場合に同じ点数になってしまう
問題の解消を目的としています。

通常ゲーム

準備2のあとで、特産品カードを全員に1枚ずつ配り公開します。

価値計算6のあとで、特産品カードの点数を追加します。
特産品カードの資源は、配られた村に限り1つ1点になります。

ソリティアゲーム

準備2のあとで、特産品カードを1枚引いてオモテ向きにします。
通常ゲームと同様に、特産品カードの点数を追加します。

得点源が増えるため、拡張なしに⽐べて難易度が下がります。

点数を発⽣させる資源点数を発⽣させる資源

特産品カード



拡張1「兵⼒」 通常ゲーム

この拡張は、資源以外の得点源によりゲームの幅を広げます。
また、村同⼠の相互⼲渉を追加し読み合いの重要性を⾼めます。

準備1で、  マークのある村カードを追加して配ります。
準備2で、武器⽣産カードを全員に1枚ずつ配ります。
武器⽣産カードは、村カードの資源の他に武器を1つ発⽣させます。

「遊び方」の、以下の⼿順を変更します。

W

3

⽣産カード1枚と同時に武器⽣産カードを使用します。

武器を⽣産する場合 武器を⽣産しない場合

価値計算2の時に、武器の数も記録しておきます。
価値計算6のあとで、武器による点数を追加します。
武器による点数は、村ごとに以下のどちらかのルールで計算されます。

A
自分の村の武器が1以上で、他に同じ武器の村がある場合、-5点です。
村カードの効果で仮想村が追加された場合、その村も対象になります。
（仮想村が2つ以上追加された場合、値を合算することはありません）

B
自分の村と同じ武器の村がない場合。
自分の村よりも低い武器の村が1つあるごとに5点です。
村カードの効果で仮想村が追加された場合、その村も対象になります。

例1
村 武器 ルール 点数

村a 0 B [0勝] 0点

村b 1 A [村c] -5点

村c 1 A [村b] -5点

村d 4 B [3勝] 15点

例2
村 武器 ルール 点数

村a 0 B [0勝] 0点

村b 0 B [0勝] 0点

村c 2 A [闘技場] -5点

村d 3 B [5勝] 25点

闘技場 2 計算しない

交易所 0 計算しない

特殊資源「武器」

武器⽣産カード

       と混ぜて遊ぶこともできます。拡張2「経済」



拡張2「経済」 通常ゲーム ソリティアゲーム

この拡張は、有利な資源が発⽣するため、読み合いの材料が増えます。
また、発⽣する資源の量が多くなり、派⼿なゲームを楽しめます。

通常ゲーム

準備1で、  マークのある村カードを追加して配ります。
準備2のあとで、市場需要カード、市場供給カードをよく混ぜて
1枚ずつめくり、全員に公開して置いておきます。

価値計算2のあとで、資源からコインを発⽣させます。
市場需要カードの資源の組があればコインが1つ発⽣します。

そのあとで、財⼒から資源を発⽣させます。
市場需要カード、または村カードから発⽣するコイン1つごとに、
市場供給カードの資源が発⽣します。

残りの価値計算は通常通り⾏います。

C

例1 市場需要カード、市場供給カードが右図の場合

資源 ⽣産 需要 供給 合計

⽊材 2 +2 4

⽯材 2 2

家畜 0 0

穀物 1 1

コイン 0 +2 2

例2 市場需要カード、市場供給カードが右図の場合

資源 ⽣産 需要 供給 合計

⽊材 1 +3 4

⽯材 1 1

家畜 1 1

穀物 1 1

コイン 1 +2 3

特殊資源「コイン」

財⼒を発⽣させる
資源の組み合わせ
財⼒を発⽣させる
資源の組み合わせ

市場需要カード

財⼒から発⽣する資源財⼒から発⽣する資源

市場供給カード

ソリティアゲーム

通常ゲームと同様に村カードを追加し、市場需要、市場供給カードの処理を⾏います。
特産品同様に難易度が下がります。



特殊な資源の説明

このシンボルは、任意の資源1種類を表します。
どの資源を表すかは、テキスト内で別途指定されています。

カードの個別解説

 武器商⼈の兵⼒追加は、兵⼒を⽐較する直前（価値計算6のあと）に
⾏われます。

 鍛冶屋、湯治場の判定は価値計算3で、⾒張り⼈、墓掘り⼈の判定は

価値計算5で⾏うので、追加前の兵⼒を参照します。

 訓練所、投⽯機の兵⼒発⽣は、建物カードの効果を処理
する時（価値計算3）の最初に⾏われます。

 鍛冶屋、湯治場、⾒張り⼈、墓掘り⼈の判定は、すべて

発⽣後の兵⼒を参照します。

 闘技場、交易所により追加された仮想村は、価値計算2の

時に資源を⽣産します。他には何の効果もありません。
 兵⼒を⽐較する場合、それぞれの仮想村が村1つとして
扱われます。

 ⽊材港は、⽊材を含むマークを持つ村カード全てを参照します。
 例えば、以下の全てのマークは⽊材を含むマークです。
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