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十二季節の魔法使い

ルールルール

　かの有名な十二季節の試合が行われるアルゴスの森の中心部

に、王国最高の魔術師たちが集められています。３年に渡る競争

のあと、シーディット王国の新たな大魔術師が選ばれるでしょう。

　魔術師よ、位置につきなさい！　先祖伝来の魔法のアイテムを

身につけ、最も忠実な使い魔を召喚し、難題に立ち向かう準備を

しましょう！

14
歳以上

２～４
人

60
分
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クリスタルトラック

　各プレイヤーが持っているクリスタルの数を示します。

プレイヤーはクリスタルを使って以下のことができます。

一部のパワーカードを召喚／活性化することができ

ます。

ゲーム終了時、プレイヤーは持っているクリスタル

の数に等しい名声点（勝利点）を得ます。

季節ダイス

　４色の季節ダイスが５個ずつ（計 20 個）あります。青ダイスは冬、緑は春、

黄色は夏、赤は秋用です。各ラウンド開始時、現在の季節に対応するダイス

を振ります。ダイスの各面は、プレイヤーが実行できるアクションを１つ（ま

たは複数）もたらします。また、ラウンド終了時に季節ホイール上で季節マー

カーを何スペース進めるかも、このダイスによって決まります。

ゲームボードとトークン

　ゲームボードは以下の３エリアに分かれています。

年度トラックにはトークンを置いて、現在プレ

イされているターン（１、２、３年目）を示し

ます。ゲームは３年目終了時に終了します。

季節ホイールには季節トークンを置いて、現在

のラウンドの季節（青い３スペースは冬、緑の

３スペースは春、黄色の３スペースは夏、赤い

３スペースは秋です）を示します。

魔力変換チャートは、季節に応じて各種類

の魔力を何個のクリスタルに変換できるか

を示します。

魔法石トークン

　各プレイヤーは１色を選び、その色の魔法石トーク

ン４個を取ります。これは以下のことを示すために使

われます。

各プレイヤーが持っているクリスタルの数（ク

リスタルトラック上）

各プレイヤーの召喚ゲージのレベル（個人ボー

ド上）

各プレイヤーが使用できるボーナスの数（個人

ボード上）

個人ボード

　各プレイヤーは３エリアに分かれている個人ボードを持ちます。

魔力リザーブは、プレイヤーがゲーム中に獲得した魔

力トークンを保管するところです（最大７枚）。

召喚ゲージは、プレイヤーが場に出しておくことがで

きるパワーカードの最大枚数を示します。

ボーナストラックは、プレイヤーがゲーム中に使うこ

とができる利点をもたらします。しかし、ボーナスを

使ったプレイヤーはゲーム終了時に名声点を失います。
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パワーカード

　50 種類のパワーカードが２枚ずつあり、以下

のように使うことができます。

ゲーム終了時に名声点を得ることができ

ます。

その効果によってゲームの進行に影響を

与えます。

　パワーカードは以下の２つのカテゴリーに分

かれています。

・魔法のアイテム（上下の輪郭が紫色）の効果

は所有者にのみ利益を与えます。

・使い魔（上下の輪郭が橙色）の効果は複数の

プレイヤーに適用されます。

パワーカードの凡例：

カード名

召喚に必要な魔力かクリスタル（また

はその両方）。 シンボルがある場合、

そのカードのコストはプレイ人数（２

人、３人、４人）によって変わります。

カード効果

ゲーム終了時に得られる名声点

カード番号とゲームシンボル。１～ 30

番のカードは基本的なカードで、初心

者向けです。31 ～ 50 番のカードはよ

り複雑なカードで、ゲームを新鮮なも

のにするのにうってつけです。

カード効果の種別で、その効果がいつ

適用されるかを示します。

ライブラリートークン

　ライブラリートークンは、２年目または３年目にプレイ

ヤーの手札に補充されるパワーカードを示しています。

魔力トークン

　魔力トークンには大気、水、炎、大地の４種類があります。

各魔力は季節に応じて稀少さが上下します。プレイヤーは魔力

トークンを使って以下のことができます。

一部のパワーカードを召喚／活性化することができます。

「魔力の変換」を通じてクリスタルを得ることができます。

大気 水 炎 大地
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最初に、他プレイヤーと同時に９枚のパワーカードを選びます。
ゲームに大きな影響を与えるので、慎重に選びましょう。

そのあと、各ラウンド中のダイスによってもたらされる
アクションを実行するため、移りゆく季節に順応しましょう！

魔力を集め、使い魔と魔法のアイテムを召喚し、名声の象徴である
クリスタルを充分に蓄え、王国で最も優れた魔術師になりましょう。

ゲームの準備

共有物の準備

ゲームボードをテーブルの中央に置きます。

年度トークンを年度トラックのスペースⅠに置き、季節トークンを季節

ホイールのスペース１に置きます（右図参照）。

２人プレイ：各色のダイスを３個ずつランダムに選び、季節ホイー

ル上で対応している季節の近くに置きます。

３人プレイ：各色のダイスを４個ずつランダムに選び、季節ホイー

ル上で対応している季節の近くに置きます。

４人プレイ：各色のダイス５個すべてを季節ホイール上で対

応している季節の近くに置きます。

クリスタルトラックをゲームボードの横に置きます。

魔力トークンをクリスタルトラックの横に置き、魔力ストックとします。

ゲームの難易度レベルの選択

　このゲームのルールを理解したら、プレイヤーが初心者か熟練者かに応じ

て、ゲームの難易度を調整するためにこの項を使ってください。

見習い魔術師レベル（初心者レベル）

　ゲームのフェイズ１（前哨戦）でプレイヤーが９枚のカードを選ぶステッ

プは、最初のゲームでは難しいかもしれません。

　ゲームを分かりやすくするために、９枚の “ 構築済み ” パワーカードを用

意しました。フェイズ１のステップⅠを実行する代わりに、各プレイヤーは

下記のセットの中から１組を取ります。

　  セット１：１、２、７、17、18、20、26、29、30 番のカード

　  セット２：３、５、９、14、15、21、23、25、28 番のカード

　  セット３：４、６、７、９、12、16、22、24、30 番のカード

　  セット４：１、２、３、11、13、15、18、25、27 番のカード

　31 ～ 50 番のカードは箱に戻し、残りのカードを使って山札を作ります。

　そのあと、各プレイヤーは前哨戦の「デックの構築」ステップから直接ゲー

ムを開始します。他のルールに変更はありません。

魔術師レベル（中級レベル）

大魔術師レベル（上級レベル）

　以降のゲームでは、１～ 30 番のパワーカードのみでプレイし、31 ～ 50

番のカードは箱に戻すことを推奨します。１～ 30 番のカードは効果を理解

しやすく、このゲームの世界観をゆっくりと掴むのに役立つでしょう。

　熟練の魔術師になったなら、プレイヤーは１～ 30

番のカードに加え、31 ～ 50 番のパワーカードを含め

ることができます。これらのカードは基本カードより

複雑な効果を持っています。しかしプレイヤーは新た

な効果やカードの組み合わせを発見し、ゲームの楽し

みを広げることができるでしょう。

９枚

捨て札

山札

９枚



ルール

個別の準備

　そのあと、各プレイヤーは個人ボードを１枚選びます。プレイヤーは個人

ボードを手元に置き、個人ボードと同じ色の魔法石トークン４個を取ります。

　プレイヤーは魔法石トークンを以下の場所に置きます。

 クリスタルトラック下段のスペース０に１個。

 クリスタルトラック上段のスペース０に１個。このトークンはプレイヤー

のクリスタルが 100 個を超えたときに百の位を示すためのものです。

  個人ボードのボーナストラックのスペース０に１個。

  個人ボードの召喚ゲージのスペース０に１個。

　各プレイヤーはライブラリーⅡ／ライブラリーⅢトークンを１枚ずつ取り

ます。すべてのパワーカードをよく混ぜ、各プレイヤーに裏向きで９枚ずつ配

ります。残りのカードは裏向きの山にしてゲームボードの横に置きます。山札

の横に捨て札用のスペースを空けておきます。ゲーム中に捨て札となった（ま

たは生け贄となった）カードはここに置かれます。

　ゲーム中に山札が尽きた場合、捨て札置き場のカードすべてをよく混ぜ、新

たな山札とします。

　最も若いプレイヤーからゲームを開始します。

ゲームの概要
　このゲームでは２つのフェイズをプレイします。

 フェイズ１（前哨戦と呼ばれます）では、プレイヤーは９枚のパワーカー

ドを選びます。これはフェイズ２の戦略を決定します。

 フェイズ２（試合と呼ばれます）では、プレイヤーは３年に渡ってできる

だけ多くの名声点を獲得し、それによってシーディット王国の大魔術師の

称号を得ようとします。

フェイズ１――前哨戦

Ⅰ：パワーカード９枚の選択
　各プレイヤーは配られた９枚のパワーカードを見ます。このカードの中か

ら、各プレイヤーは１枚を選んで裏向きで手元に置きます。残りのカードは

左隣のプレイヤーとのあいだに裏向きで置きます（下図参照）。

　全プレイヤーがこれを行ったら、各プレイヤーは右隣のプレイヤーから渡

された８枚のカードを取ります。各プレイヤーはもう一度１枚を選び、１枚

目に選んだカードと共に裏向きで手元に置いて、残りを左隣のプレイヤーに

渡します。選ぶカードがなくなるまでこの手順を繰り返します。このフェイ

ズの終了時、各プレイヤーは裏向きのパワーカード９枚を手元に置いている

ことになります。

Ⅱ：デックの構築
　選択した９枚のパワーカードを使い、各プレイヤーはカード３枚のセット

を３組作ります。１セット目は即座に手札となり、プレイヤーはこのカード

を使って試合を始めます。

　２セット目はライブラリーⅡトークンの下

に置かれ、試合の２年目にプレイヤーの手札

に加えられます。３セット目はライブラリー

Ⅲトークンの下に置かれ、試合の３年目にプ

レイヤーの手札に加えられます。ゲーム中い

つでも、プレイヤーは自分が選んだパワー

カードを見ることができます。

　重要な注意：一部のパワーカードは、ゲーム終了時により重要になる効果を

持っています。このため、そのようなカードはライブラリーⅢトークンの下

に置き、初期手札の邪魔にならないようにした方がいいでしょう。また、面

白い組み合わせ効果を持つカードもあります。それを利用するため、そのよ

うなカードはすべて同じ年度にプレイした方がいいでしょう。

フェイズ２――試合

　試合は連続する数ラウンドに渡って行われ、その終了時にはゲームの勝者

が選ばれます。

Ⅰ：ラウンドの開始

季節ダイスのロール

　ラウンドのスタートプレイヤーは、現在の季節（季節トークンによって示

されています）に対応する季節ダイスを取って振ります。

　重要な注意：１ラウンド目は最も若いプレイヤーがスタートプレイヤーと

なります。

　例：ポールとリアは２人ゲームを始めました。１ラウンド目、季節トーク

ンは季節ホイールのスペース１に置かれており、今の季節が冬であることを

示しています。このため、スタートプレイヤーのポールは青ダイスを取って

振ります。
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季節ダイスの選択

　ダイスの各面には１つ以上のシンボルが描かれています。各シンボルは、プ

レイヤーが手番中に実行することができるアクションに対応しています。

　スタートプレイヤーは振ったダイスの中から１個を選んで手元に置きます。

　そのあと、左隣のプレイヤーは残りのダイスの中から１個を選んで手元に置

きます。各プレイヤーがダイスを１個ずつ選ぶまでこの手順を繰り返します。

最後にはどのプレイヤーも選ばなかったダイスが１個残るはずです。

　ここから各プレイヤーの手番を開始します。

　例：ポールは冬に対応する青ダイスを３個振りました。ポールはそのうち１

個を取って手元に置きました。対戦相手のリアは残りの２個から１個を選びま

した。あとにはどちらも選ばなかったダイス１個が残りました。

　重要な注意：常に「プレイ人数＋１」個のダイスがあるので、ラウンドの最

後番手プレイヤーは常に２個の季節ダイスから１個を選びます。

Ⅱ：プレイヤーの手番
　全プレイヤーが自分の季節ダイスを選んだら、各プレイヤーはスタートプレ

イヤーから時計回り順に手番をプレイします。

　手番プレイヤーは以下のアクションを好きなだけ実行することができます。

自分の季節ダイスのアクションの実行（１回だけ）

パワーカードの召喚／活性化（複数回可）

個人ボードのボーナスの使用（複数回可）

季節ダイスに関連するアクション

　手番中、プレイヤーは自分が選んだダイスによってもたらされるアクション

（複数のこともあります）を実行することができます。

　魔力トークンの獲得：選んだダイスにこれらのシンボルのうち１種類

が描かれている場合、プレイヤーはその種類の魔力を得ます。プレイヤー

はストックから、ダイスに示されている種類の魔力トークンをシンボル

の数だけ取り、自分のリザーブに置きます。現在の季節に応じて、各魔

力の稀少さは上下します。

　重要な注意：いかなる場合でも、プレイヤーは自分のリザーブに魔力トーク

ンを８枚以上置くことはできません。すでに魔力トークンを７枚持っていると

きに、アクションによって新たな魔力トークンを得た場合、プレイヤーはその

うち７枚だけを保管することができます。プレイヤーは次のアクションを実行

する前に保管する魔力トークンを決めなければなりません。

　例：ポールはこのダイスを選んでいました。このため、ポールはストックか

ら大地の魔力トークンを２枚取ってリザーブに置きました。

クリスタルの獲得：選んだダイスに数字が書かれている場合、プレイヤー

はその数の分だけクリスタルを得ます。プレイヤーはクリスタルトラック上に

ある自分の魔法石トークンを、獲得したクリスタルの数だけ進めます。

　例：ポールはこのダイスを選んで

いました。このため、ポールはス

トックから大地の魔力トークンを２

枚取ってリザーブに置き、クリスタ

ルトラック上にある魔法石トークン

を２スペース進めました。

召喚ゲージのレベルアップ：選んだダイスにこのシンボルが描かれてい

る場合、プレイヤーは召喚ゲージのレベルを１上げます。

　このゲージは、プレイヤーが場に出しておくことができるパワーカードの最

大枚数を示します。各プレイヤーの召喚ゲージの最大レベルは 15 です。

　例：ポールはこのダイスを選んでいました。

このため、ポールはストックから大地の魔力

トークンを２枚取ってリザーブに置き、個人

ボードにある召喚ゲージ上の魔法石トークン

を１スペース進めました。
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カードの獲得：選んだダイスにこのシンボルが描かれている場合、プ

レイヤーはパワーカードを１枚引きます。そのあと、プレイヤーはそのカー

ドを手札に加えるか、捨て札にすることができます。プレイヤーは手札を何

枚でも持つことができます。

魔力の変換：選んだダイスにこのシンボルが描かれている場合、プレ

イヤーはリザーブにある魔力トークンを何枚でも（そして何種類でも）クリ

スタルに変換することができます。プレイヤーはこのアクションを、その手

番の終了時まで何回でも実行することができます。

　各種類の魔力を何個のクリスタルに変換できるかを決めるため、プレイヤー

はゲームボード上の変換チャートを参照します。このチャートには、季節ご

とに各魔力を何個のクリスタルに変換できるかが示されています。

　魔力の変換比率は季節ごとに変わるので、チャートは４つのエリアに分か

れており、それぞれ冬、春、夏、秋に対応しています。

秋

冬

春

　外側の円に示されている魔力は、常にクリスタル１個に変換されます。中

央の円に示されている魔力はクリスタル２個に、内側の円に示されている魔

力はクリスタル３個に変換されます。

　「魔力の変換」を行うプレイヤーは、変換したい魔力トークンをストックか

ら選びます。そのあと、プレイヤーは現在の季節の変換チャートを参照し、各

魔力トークンを何個のクリスタルに変換できるかを確認します。プレイヤー

は獲得したクリスタルの分だけ、クリスタルトラック上にある魔法石トーク

ンを進めます。変換した魔力トークンはストックに戻します。

冬

　例：冬ラウンド中、ポールは炎の魔力トークン１枚と大地の魔力トークン２

枚を変換することにしました。冬のあいだ、炎の魔力トークンはクリスタル

２個、大地の魔力トークンはクリスタル３個に変換することができます。ポー

ルは３枚の魔力トークンをストックに戻し、クリスタルを８個得て、その分

だけクリスタルトラック上にある魔法石トークンを進めました。

　重要な注意：「魔力の変換」アクションは手番終了時まで有効です。このた

め、プレイヤーは最初にリザーブの魔力トークンを変換してから別のアクショ

ンを実行し、そのあと再び魔力を変換することができます。

パワーカードに関連するアクション：召喚と効果

１：パワーカードの召喚
　ゲームの進行上で、パワーカードは多くの効果を持ちます。

　その力を使うために、プレイヤーはパワーカードを召喚し、場に出さなけ

ればなりません。そのためには以下の条件を満たす必要があります。

プレイヤーは召喚コストとして、パワーカードに示されている種類と数

の魔力かクリスタル（またはその両方）を支払わなければなりません。

プレイヤーはカードを召喚するのに充分なレベルまで召喚ゲージを上げ

ていなければなりません。たとえば２枚目のパワーカードを召喚するた

めには、召喚ゲージが２レベル以上になっている必要があります。

　すべての条件を満たしたら、プレイヤーはそのパワーカードを召喚して、個

人ボードの前に表向きで置きます。このパワーカードは場に出ていると見な

されます。プレイヤーは召喚したカードの効果を読み上げ、他のすべてのプ

レイヤーにその効果を知らせます。

重要な注意：

前述の条件を満たしている限り、プレイヤーは手番中にパワーカードを

何枚でも召喚することができます。

プレイヤーは同一のパワーカード２枚を場に出すことができます。それ

らのパワーカードの効果は累積します。

プレイヤーは手札に何枚でもパワーカードを持つことができます。

パワーカードの効果がゲームのルールを破る場合、パワーカードの効果

を優先します。

このルールブックの巻末に、パワーカードの効果を詳しく記した別表が

あります。

無料で場に出されたカードは、召喚されたとは見なされません。

８個
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　例：ポールはパワーカード「幸運の手」を召喚することにしました。はじめ

に、ポールは新たなカードを召喚するのに充分なレベルに召喚ゲージが上がっ

ているかどうかを確認します。ポールは現在３枚のカードを場に出しており、

召喚ゲージは４なので、カードをもう１枚召喚することができます。そのあと、

ポールは大地、炎、大気の魔力トークン１枚ずつとクリスタル３個を召喚コ

ストとして支払いました。「幸運の手」は召喚され、個人ボードの前に表向き

で置かれます。

２：パワーカードの効果の種類
　パワーカードの効果の種類によって、召喚されたカードの効果をいつ解決

するのかが決まります。カードの効果には以下の３種類があります。

登場時効果：このカード効果は、そのカードを場に出したときにのみ

発動します。

永続効果：除去されない限り、このカード効果はゲーム中ずっと持続

します。

活性化効果：このカード効果は、所有者がそのカードを活性化したと

きにのみ発動します。カードの活性化効果を使うため、プレイヤーは

以下の処理を実行しなければなりません。

そのパワーカードを 90°横向きに回転させます。このカードは次ラウン

ド開始時にのみ元の向きに戻ります。すでに回転しているカードを、そ

の手番中にもう一度回転させることはできません。

そのカードの活性化コストを支払います。一部のパワーカードは活性化

のために、他のカードを生け贄にするといった条件を満たさなければな

りません。活性化コストを支払えない場合、プレイヤーはその効果を使

うことはできません。

　これら２つの条件を満たしたら、プレイヤーはそのカードの効果を適用す

ることができます。

ボーナスの使用に関連するアクション

　ゲーム中、プレイヤーは３回までボーナスを使うことができます。これら

のアクションはプレイヤーに追加の利益をもたらしますが、ボーナスを使っ

たプレイヤーはゲーム終了時に名声点を失うことになります。

　ボーナスには以下の４種類があります。

　このボーナスを使ったプレイヤーは、自分のリザーブにある任意

の魔力トークン２枚を、ストックにある任意の魔力トークン２枚と

交換することができます。

　このボーナスを使ったプレイヤーは「魔力の変換」アクションを

実行することができます。各季節の変換比率は＋１されます。たと

えば、冬の変換比率は通常「大地の魔力トークン１枚：クリスタル

３個」ですが、このボーナスを使えば「大地の魔力トークン１枚：

クリスタル４個」になります。

　このボーナスを使ったプレイヤーは、召喚ゲージのレベルを１上

げることができます。

　このボーナスは の季節ダイスによる「カードの獲得」アクショ

ンを実行したときに使います。プレイヤーはパワーカードを１枚で

はなく２枚引いて、そのうち１枚を手札に加え、もう１枚を捨て札

にします。

　ボーナスを使うたびに、プレイヤーはボーナストラック上の魔法石トークン

を１スペース進めなければなりません。これによって、プレイヤーはゲーム

終了時に名声点を失います。ゲーム中にボーナスを１回だけ使ったプレイヤー

は、ゲーム終了時に５名声点を失います。ボーナスを２回使ったプレイヤー

は 12 名声点、３回使ったプレイヤーは 20 名声点を失います。

　重要な注意：ゲーム中、プレイヤーは最大３回までしかボーナスを使うこ

とができません。プレイヤーは同じボーナスを複数回使うことも、毎回異な

るボーナスを使うこともできます。また、同じラウンド中にボーナスを複数

回使うことも、１回ずつ別々のラウンドに使うこともできます。

アクションの解決順

　季節ダイス上の「魔力の獲得」「クリスタルの獲得」「カードの獲得」「召喚ゲー

ジのレベルアップ」アクションは、他のアクションを実行する前に解決しな

ければなりません。これらのアクションを解決したあと、プレイヤーは任意

の順番で他のアクションを実行することができます。

Ⅲ：ラウンドの終了
　全プレイヤーが手番を終えたとき、そのラウンドは終了します。

季節トークンの前進と季節の変更

　ラウンド終了時、プレイヤーが選ばなかったダイスが出した面に描かれてい

る点の数を確認し、その数に等しいスペース数だけ季節トークンを進めます。

各ダイスが持つ点の数の配分はすべて同じです（点１つが２面、点２つが２面、

点３つが２面）。このため、ゲームの進行速度はプレイヤーが選ばなかったダ

イスに応じて変わります。
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　ラウンド終了時に季節トークンがスペース３、６、９、12 を越えた場合、

季節が変わります。季節の変更は一部のパワーカードの効果を発動させます。

　例：このダイスはどのプレイヤーにも選ばれませんでした。このダ

イスには点が３つ描かれているので、ラウンド終了時に季節トークン

を３スペース進めます。

年度の変更

　季節トークンがスペース 12 からスペース１に移動したとき、年度が変わり

ます。ボード中央の年度トークンを１スペース進めます。ゲームが２年目／３

年目に入ったとき、プレイヤーは対応するライブラリートークンの下に保管

しておいたパワーカードを手札に加えます。前の年のパワーカードをまだ持っ

ている場合、それを手札に残したまま、新たなカードを手札に加えます。

新たなスタートプレイヤー

　スタートプレイヤーの左隣のプレイヤーが新たなスタートプレイヤーとな

ります。

　このプレイヤーは季節トークンが示している季節に対応したダイスを振り、

新たなラウンドを開始します。

Ⅳ：ゲームの終了
　ゲームの３年目中、ラウンド終了時に季節トークンがスペース 12 を越えて

いる場合、ゲームは終了します。プレイヤーは以下の名声点を合計します。

クリスタル１個につき１名声点

場に出しているパワーカードに示されている名声点

　この名声点合計から以下のペナルティーを引きます。

手札に残っているパワーカード１枚につき－５名声点

ボーナストラックに示されているペナルティー

　重要な注意：ゲーム終了時に未使用で残っている魔力トークンは、名声点

としての価値を持ちません。

　最も多くの名声点を獲得したプレイヤーは、シーディット王国の新たな大

魔術師として任命されます。同点の場合、その中で最も多くのパワーカード

を場に出しているプレイヤーが勝者となります。

　例：ゲーム終了時、ポールはクリスタルトラック上に 72 個のクリスタル

を持っていました。これは 72 名声点になります。カードの名声点を合計し、

ポールはさらに 68 名声点を得て、計 140 名声点を獲得しました。しかし、ポー

ルはゲーム中にボーナスを２回使っており（－ 12 名声点）、手札にパワーカー

ドを１枚残していました（－５名声点）。ポールの最終得点は 123 名声点と

なります。

カードのリストと詳細

大気の護符 (Amulet of Air)

　「大気の護符」を場に出したとき、あなたは召喚ゲージのレベルを

２上げます。

炎の護符 (Amulet of Fire)

　「炎の護符」を場に出したとき、あなたはパワーカードを４枚引い

て確認し、そのうち１枚を手札に加え、他の３枚を捨て札にします。

大地の護符 (Amulet of Earth)

　「大地の護符」を場に出したとき、あなたはクリスタルを９個得ます。

水の護符 (Amulet of Water)

「水の護符」を場に出したとき、あなたはストックから任意の魔

力トークンを４枚取り、「水の護符」の上に置きます。

「水の護符」上の魔力トークンはリザーブの一部とは見なされま

せん。このため、この魔力トークンは「驚異の箱」「物乞いの角」

「大気の精霊」「シーディットのランタン」「ルイス・グレイフェ

イス」「夢の薬」「生命の薬」「アルスの呪われた書」の影響を受

けません。

イシュタルの天秤 (Balance of Ishtar)

「イシュタルの天秤」を活性化したとき、あなたは１種類の魔力

トークン３枚を支払い、クリスタルを９個得ます。

「イシュタルの天秤」は、あなたが「クリスタルの獲得」アクショ

ンを実行できないときでも活性化させることができます。

「アイオゥの財布」を持っている場合、あなたは「イシュタルの天秤」を

活性化させるたびにクリスタルを 12 個（９個ではなく）得ます。

春の杖 (Staff of Spring)

パワーカードを召喚するたびに、あなたはクリスタルを３個得

ます。
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「春の杖」の効果は、あなたが手札からパワーカードを召喚したときにの

み適用されます。「聖杯」「水晶玉」「夢の薬」など、他のカードの使用によっ

てパワーカードを場に出した場合には、あなたはクリスタルを得ることはで

きません。

時のブーツ (Temporal Boots)

「時のブーツ」を場に出すために、魔力トークンやクリスタル

は必要ありません。

「時のブーツ」を場に出したとき、あなたは季節トークンを１

～３スペースだけ前進または後退させます。

「時のブーツ」によって季節トークンが冬から秋に後退した場合、以下の

処理を実行します。

 ・年度トークンを１スペース後退させます。

 ・手札のパワーカードはそのまま保持します。

「時のブーツ」によって季節が変わった場合、「強欲なフィグリム」「時の

砂時計」といった、季節の変更時に発動するカードが即座に発動します。

アイオゥの財布 (Purse of Io)

魔力を変換するたびに、あなたは変換した魔力トークン１枚ご

とに、変換によって得たクリスタルの分に加えて追加のクリス

タルを１個得ます。

「アイオゥの財布」の効果は「イシュタルの天秤」「生命の薬」

にも適用されます。

「アイオゥの」の効果は「大食漢の大鍋」「竜の頭蓋骨」には影響を与えま

せん。

聖杯 (Divine Chalice)

「聖杯」を召喚したとき、あなたはパワーカードを４枚引き、そ

のうち１枚を無料で（召喚コストを支払うことなく）場に出し

ます。こうして場に出されたパワーカードは「魔法のヒル」「春

の杖」「ヤンの忘れられた花瓶」の効果を発動させません。残

りの３枚のカードは捨て札にします。

あなたは新たなカードを場に出せるレベルまで召喚ゲージを上げていなけ

ればなりません。さもなければ、あなたは引いたカードをすべて捨て札に

します。

信心深きサイラス (Syllas the Faithful)
　「信心深きサイラス」を場に出したとき、他のすべてのプレイ

ヤーは場に出しているパワーカードのうち１枚を選んで生け贄

にしなければなりません。

強欲なフィグリム (Figrim the Avaricious)
「強欲なフィグリム」の召喚コストはプレイ人数に応じて変わり

ます。

季節が変わるたびに、他のすべてのプレイヤーはあなたにクリ

スタル１個を支払わなければなりません。他プレイヤーはクリ

スタルを１個ずつ失い、あなたはその合計分だけクリスタルを

得ます。

女予言者ナリア (Naria the Prophetess)

　「女予言者ナリア」を場に出したとき、あなたはプレイ人数に等し

い枚数のパワーカードを引いて、そのうち１枚を手札に加えます。

そのあと、残りのパワーカードから１枚ずつ選んで他のすべてのプ

レイヤーに配ります。

驚異の箱 (Wondrous Chest)

ラウンド終了時にリザーブに４枚以上の魔力トークンがある場

合、あなたはクリスタルを３個得ます。

「驚異の箱」の効果は、リザーブの一部と見なされる「呪われた

魔法書」上の魔力トークンによっても発動します。逆に、「水の

護符」「大食漢の大鍋」上の魔力トークンはリザーブの一部では

ないので、「驚異の箱」に影響を与えません。

物乞いの角 (Beggar’s Horn)

ラウンド終了時にリザーブに１枚以下しか魔力トークンがない

場合、あなたはストックから任意の魔力トークン１枚を得てリ

ザーブに置きます。

「物乞いの角」の効果は、リザーブの一部と見なされる「呪われ

た魔法書」上の魔力トークンの影響を受けます。逆に、「水の護

符」「大食漢の大鍋」上の魔力トークンはリザーブの一部ではな

いので、「物乞いの角」に影響を与えません。

悪意のダイス (Die of Malice)

「悪意のダイス」を場に出すために、魔力トークンやクリスタル

は必要ありません。

「悪意のダイス」を活性化したとき、あなたは自分が選んだ季節

ダイスのアクションを実行する前に、その季節ダイスを振り直

します。あなたは新たな出目に関連するアクションを実行する

ことができます（振り直す前のアクションは実行できません）。

「悪意のダイス」を活性化するたびに、あなたはクリスタルを２個得ます。

「悪意のダイス」を場に２枚出している場合、あなたは両方のカードを順

番に活性化して、季節ダイスを２回まで振り直すことができます。この場

合、あなたはクリスタルを４個得ます。

クリスタルを持っていない他プレイヤーは「強欲なフィグリム」の影響を

受けません。
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破壊者ケルン (Kairn the Destroyer)
　「破壊者ケルン」を活性化したとき、あなたは任意の魔力トーク

ンを１枚支払い、他のすべてのプレイヤーはクリスタルを４個ずつ

失います。

アムサグ・ロングネック (Amsug Longneck)

「アムサグ・ロングネック」を場に出したとき、各プレイヤー（あ

なたを含みます）は場に出している魔法のアイテムカードを１

枚選び、手札に戻します。

魔法のアイテムを場に出していないプレイヤーは「アムサグ・

ロングネック」の影響を受けません。

呪われた魔法書 (Bespelled Grimoire)
「呪われた魔法書」を場に出したとき、あなたはストックから任

意の魔力トークンを２枚取り、「呪われた魔法書」の上に置きます。

場に出ている限り、「呪われた魔法書」はリザーブの上限を増や

し、あなたは７枚ではなく 10 枚まで魔力トークンを持てるよ

うになります。

「呪われた魔法書」上の魔力トークンはあなたのリザーブの一部と見なさ

れます。このため、この魔力トークンは「驚異の箱」「物乞いの角」「大

気の精霊」「シーディットのランタン」「ルイス・グレイフェイス」「夢の

薬」「生命の薬」「アルスの呪われた書」の影響を受けます。

あなたはいつでも「呪われた魔法書」上の魔力トークンをリザーブに移

動させる（またはその逆）ことができます。

「呪われた魔法書」を２枚持っていても、魔力トークンを 13 枚まで持て

るようにはなりません。魔力トークンの上限は最大で 10 枚です。このた

め、あなたは２枚目の「呪われた魔法書」上に魔力トークンを置くこと

はできません（召喚時効果による魔力トークン２枚を得ることはできま

すが、通常のリザーブか１枚目の「呪われた魔法書」上に置かなければ

なりません）。

ラグフィールドの兜 (Ragfield’s Helm)

　ゲーム終了時、他の誰よりも多くのパワーカードを場に出してい

る場合、あなたは追加のクリスタルを 20 個得ます。単独最多でな

い限り、あなたはこの追加のクリスタルを得ることはできません。

幸運の手 (Hand of Fortune)
パワーカードを召喚するごとに、あなたはその召喚コストを任

意の１魔力分だけ減らすことができます。ただし、召喚コスト

の魔力を０以下にすることはできません。

いかなる場合でも、「幸運の手」によってパワーカードの活性化

コスト（たとえば「水晶玉」の活性化コストなど）を減らすこ

とはできません。

「幸運の手」は「精霊の護符」の召喚コストに影響を与えます。

ルイス・グレイフェイス (Lewis Greyface)
「ルイス・グレイフェイス」を場に出したとき、あなたは他プレ

イヤーを１人選び、そのプレイヤーがリザーブに持っているの

と同じ種類の魔力トークンを同じ数だけストックから取って、

自分のリザーブに置きます。

他プレイヤーからコピーした魔力トークンは盗んだわけではありません。

相手は自分の魔力トークンを保持します。

「ルイス・グレイフェイス」は「水の護符」「大食漢の大鍋」上の魔力トー

クンはコピーしませんが、「呪われた魔法書」上の魔力トークンはコピー

します。

イオリスの神秘的な立方体 (Runic Cube of Eolis)

「イオリスの神秘的な立方体」は何の効果も持っていませんが、ゲー

ム終了時に 30 名声点の価値を持ちます。

力の薬 (Potion of Power)
「力の薬」を活性化したとき、あなたはこのカードを生け贄にし、

パワーカードを１枚引いて、召喚ゲージのレベルを２上げます。

あなたは引いたパワーカードを手札にしなければならず、捨て

札にすることはできません。

夢の薬 (Potion of Dreams)
「夢の薬」を活性化したとき、あなたはこのカードを生け贄にし、

リザーブにあるすべての魔力トークンを支払って、手札のパワー

カード１枚を無料で場に出すことができます。

あなたは魔力トークンを１枚も持っていない場合でも「夢の薬」

を使うことができます。

「夢の薬」を活性化したとき、「水の護符」「大食漢の大鍋」上の魔力トー

クンを支払う必要はありません。しかし、「呪われた魔法書」上の魔力トー

クンは支払わなければなりません。

「夢の薬」によって場に出されたカードは「魔法のヒル」「春の杖」「ヤン

の忘れられた花瓶」の効果を発動させません。

知識の薬 (Potion of Knowledge)
　「知識の薬」を活性化したとき、あなたはこのカードを生け贄にし、

ストックから任意の魔力トークンを５枚取ってリザーブに置きます。
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生命の薬 (Potion of Life)
「生命の薬」を活性化したとき、あなたはこのカードを生け贄に

します。あなたはリザーブにあるすべての魔力トークンを、１

枚ごとにクリスタル４個に変換します。

プレイヤーは「魔力の変換」アクションを実行することなしに

「生命の薬」を活性化することができます。

「呪われた魔法書」上の魔力トークンとは異なり、「水の護符」「大食漢の

大鍋」上の魔力トークンは「生命の薬」の影響を受けません。

「生命の薬」を活性化したあと、あなたはそのラウンド中は「魔力の変換」

アクションを実行することはできません。

「生命の薬」は「アイオゥの財布」の影響を受けます。

時の砂時計 (Hourglass of Time)
　季節が変わるたびに、あなたはストックから任意の魔力トーク

ンを１枚取ってリザーブに置きます。

大いなる力の王笏 (Scepter of Greatness)

「大いなる力の王笏」を場に出したとき、あなたは場に出している

他の魔法のアイテムカード１枚ごとにクリスタルを３個得ます。

オラフの聖なる彫像 (Olaf’s Blessed Statue)
　「オラフの聖なる彫像」を場に出したとき、あなたはクリスタルを

20 個得ます。

ヤンの忘れられた花瓶 (Yjang’s Forgotten Vase)

パワーカードを召喚するたびに、あなたはストックから任意の

魔力トークンを１枚取ってリザーブに置きます。

「ヤンの忘れられた花瓶」の効果は、あなたが手札からパワー

カードを召喚したときにのみ適用されます。「聖杯」「水晶玉」「夢

の薬」など、他のカードの使用によってパワーカードを場に出

した場合には、あなたは魔力トークンを得ることはできません。

精霊の護符 (Elemental Amulet)

「精霊の護符」を召喚するために支払った魔力トークンの種類に

応じて、あなたはさまざまな効果を発動させることができます。

「精霊の護符」を場に出したときに水の魔力トークンを１枚支

払った場合、あなたはストックから任意の魔力トークンを２枚

取ってリザーブに置きます。

「精霊の護符」を場に出したときに大地の魔力トークンを１枚支払った場

合、あなたはクリスタルを５個得ます。

「精霊の護符」を場に出したときに炎の魔力トークンを１枚支払った場合、

あなたはパワーカードを１枚引いて手札に加えます。このカードを捨て札

にすることはできません。

「精霊の護符」を場に出したときに大気の魔力トークンを１枚支払った場

合、あなたは召喚ゲージのレベルを１上げます。

あなたは４種類の魔力トークンを組み合わせて支払い、それぞれの効果を

発動させることができます。しかし、同じ種類の魔力トークンを複数支払

い、同じ効果を複数回発動させることはできません。

「精霊の護符」は「幸運の手」による魔力減少の恩恵を受けることができ

ます。このため、魔力トークンを１枚だけ支払い、異なる２つの効果を発

動させることができます。

「精霊の護符」を「聖杯」「夢の薬」「水晶玉」によって場に出した場合、

全種類の魔力トークンを１枚ずつ支払ったと見なし、すべての効果を発動

させます。

光の木 (Tree of Light)

「光の木」を活性化したとき、あなたはクリスタルを３個支払っ

て、ストックから任意の魔力トークンを１枚取ります。または、

魔力トークンを１枚支払うことによって、その手番中に「魔力

の変換」アクションを実行できるようになります。

活性化したカードは横向きになるので、同じ手番中に「光の木」の２つの

活性化効果を両方使うことはできません。

魔法のヒル (Arcano Leech)
「魔法のヒル」の召喚コストはプレイ人数に応じて変わります。

パワーカードを召喚する前に、他プレイヤーはあなたにクリス

タルを１個支払わなければなりません。相手はクリスタルを１

個失い、あなたはクリスタルを１個得ます。この支払いができ

ない場合、そのプレイヤーはパワーカードを召喚することがで

きません。

「魔法のヒル」の効果は手札からパワーカードを召喚したときにのみ適用

されます。「聖杯」「水晶玉」「夢の薬」など、他のカードの使用によって

パワーカードを場に出したプレイヤーは、あなたにクリスタルを支払う必

要はありません。

水晶玉 (Crystal Orb)

「水晶玉」を活性化したとき、あなたは以下のいずれかを実行す

ることができます。

・山札の一番上のパワーカードを見る。そのパワーカードを山

札の一番上に戻すか、任意の魔力トークンを４枚支払って無

料で召喚する。

・クリスタルを３個支払い、山札の一番上のパワーカードを捨

て札にする。

「水晶玉」によって場に出したカードの召喚コストを支払う必要はありま

せん。しかし、あなたは依然として充分なレベルまで召喚ゲージを上げて

いなければなりません。

「水晶玉」によって場に出したカードは「魔法のヒル」「春の杖」「ヤンの

忘れられた花瓶」の効果を発動させません。

活性化のたびに、あなたは「水晶玉」の２つの活性化効果のうちいずれか

一方だけを使うことができます。
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大食漢の大鍋 (Glutton Cauldron)

「大食漢の大鍋」を場に出すために、魔力トークンやクリスタル

は必要ありません。

各手番中に、あなたはリザーブにある魔力トークン１枚を「大

食漢の大釜」上に置くことができます。

「大食漢の大釜」上にある限り、あなたはその魔力トークンを使うことは

できません。

「大食漢の大釜」上に魔力トークンが７枚置かれたとき、その効果を即座

に適用します（このカードを生け贄にし、「大食漢の大釜」上の魔力トー

クンをリザーブに戻し、クリスタルを 15 個得ます）。

「大食漢の大釜」上の魔力トークンはリザーブの一部とは見なされません。

このため、この魔力トークンは「驚異の箱」「物乞いの角」「大気の精霊」

「シーディットのランタン」「ルイス・グレイフェイス」「夢の薬」「生命の薬」

「アルスの呪われた書」の影響を受けません。

注意：プレイヤーは常に、リザーブに７枚までしか魔力トークンを持つ

ことができません。

吸血鬼の王冠 (Vampiric Crown)
「吸血鬼の王冠」を場に出したとき、あなたはパワーカード１

枚を引くか、捨て札にします。あなたは引いた（または捨て札

にした）カードの名声点に等しい数の任意の魔力トークンをス

トックから取り、リザーブに置きます。

カードを引いた場合、あなたはそのカードを手札にしなければなりません。

あなたは引いた（または捨て札にした）カードを他プレイヤーに公開し

なければなりません。

引いた（または捨て札にした）カードが名声点を持っていない（または

負の名声点を持っている）場合、あなたは魔力トークンを得ることがで

きません。

竜の頭蓋骨 (Dragon Skull)

「竜の頭蓋骨」を活性化したとき、あなたはパワーカードを３枚

選んで生け贄にし、クリスタルを 15 個得ます。

「竜の頭蓋骨」の効果は「アイオゥの財布」の影響を受けません。

アルゴスの悪魔 (Demon of Argos)

「アルゴスの悪魔」を場に出したとき、他のすべてのプレイヤー

は召喚ゲージのレベルを１下げ、パワーカードを１枚引きます。

このアクションは手番順に解決します。

他プレイヤーは引いたパワーカードを捨て札にすることはでき

ません。

「アルゴスの悪魔」の効果を解決したあと、召喚ゲージと比較して多すぎ

るパワーカードを場に出している場合でも、そのプレイヤーはカードを

生け贄にする必要はありません。

タイタス・ディープゲイズ (Titus Deepgaze)

「タイタス・ディープゲイズ」の召喚コストはプレイ人数に応じ

て変わります。

ラウンド終了時、他のすべてのプレイヤーはあなたにクリスタ

ルを１個支払わなければなりません。他プレイヤーはクリスタ

ルを１個ずつ失い、あなたはその合計分だけクリスタルを得ます。

大気の精霊 (Air Elemental)

「大気の精霊」を場に出したとき、他のすべてのプレイヤーはリザー

ブにある魔力トークンすべてを大気の魔力トークンに交換します。

「呪われた魔法書」上の魔力トークンはリザーブの一部なので、

「大気の精霊」の影響を受けます。逆に、「水の護符」「大食漢の

大鍋」上の魔力トークンはリザーブの一部ではないので、「大気

の精霊」の影響を受けません。

泥棒妖精 (Thieving Fairies)

「泥棒妖精」の召喚コストはプレイ人数に応じて変わります。

「泥棒妖精」の効果は、他プレイヤーがパワーカードの 効果

を活性化させた場合にのみ適用されます。登場時効果や永続効

果を使った場合には適用されません。

クリスタルのうち１個は、活性化効果を持つカードを活性化させたプレ

イヤーから得たものです。

２個目のクリスタルは相手から盗んだものではありません。

活性化効果を持つカードを使ったとき、そのプレイヤーがクリスタルを

１個も持っていない場合、あなたはクリスタルを盗むことはできません。

しかし、相手は依然としてそのパワーカードを活性化させることができ、

あなたは追加のクリスタル１個を得ることができます。

アルスの呪われた書 (Cursed Treatise of Arus)
「アルスの呪われた書」を場に出したとき、あなたはストックか

ら任意の魔力トークンを２枚取ってリザーブに置き、召喚ゲー

ジのレベルを１あげ、クリスタルを１個得ます。

「アルスの呪われた書」を生け贄にした場合、あなたはリザーブ

にあるすべての魔力トークン（「呪われた魔法書」上のものを含

みます）をストックに戻します。

「水の護符」「大食漢の大鍋」上の魔力トークンは影響を受けません。

「アルスの呪われた書」は負の名声点を持っています。

クリスタルを持っておらず、あなたに支払うことができないプレイヤー

がいる場合、クリスタルを持っているプレイヤーだけが「タイタス・ディー

プゲイズ」の影響を受けます。そのあと、あなたはラウンド終了時に「タ

イタス・ディープゲイズ」を生け贄にします。
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使い魔の像 (Idol of the Familiar)

　「使い魔の像」を活性化したとき、あなたは場に出している使

い魔カードの枚数に等しい数のクリスタルを得ます。

「使い魔の偶像」を場に出したとき、あなたはクリスタルを 10

個得ます。

生け贄の短剣 (Necrotic Kriss)

　「生け贄の短剣」を活性化したとき、あなたは手札から使い魔カー

ドを１枚捨て札にし、場に出している使い魔カードを１枚生け贄に

します。そのあと、あなたはストックから任意の魔力トークンを４

枚取り、リザーブに置きます。

シーディットのランタン (Lantern of Xidit)
ゲーム終了時、あなたはリザーブにある魔力トークン１枚ごと

にクリスタル３個を得ます。

「呪われた魔法書」上の魔力トークンはリザーブの一部なので、

それぞれクリスタル３個の価値を持ちます。

「水の護符」「大食漢の大鍋」上の魔力トークンはリザーブの一部ではない

ので、ゲーム終了時に追加のクリスタルをもたらしません。

ウルムの封印された箱 (Sealed Chest of Urm)
ゲーム終了時、使い魔カードを１枚も場に出していない場合、

あなたはクリスタルを 20 個得ます。

手札の使い魔カードは「ウルムの封印された箱」の効果を打ち

消しません。

季節の鏡 (Mirror of the Seasons)
「季節の鏡」を活性化したとき、あなたはクリスタルを “ Ｘ ” 個

支払います。そのあと、リザーブにある１種類の魔力トークン

“ Ｘ ” 枚を、ストックにある別の１種類の魔力トークン “ Ｘ ” 枚

に交換します。

“ Ｘ ” はあなたが支払ったクリスタルの数です。たとえばクリスタルを３

個支払った場合、あなたはリザーブにある１種類の魔力トークン３枚を、

ストックにある別の１種類の魔力トークン３枚に交換することができます。

“ Ｘ ” を０より大きくなければなりません。

ラグノールのペンダント (Pendant of Ragnor)
「ラグノールのペンダント」を場に出したとき、あなたは場に出

している他の魔法のアイテムカード１枚ごとに、ストックから

任意の魔力トークンを１枚取ってリザーブに置きます。

シド・ナイトシェイド (Sid Nightshade)
「シド・ナイトシェイド」の召喚コストはプレイ人数に応じて変

わります。

「シド・ナイトシェイド」を場に出したとき、あなたが最も多く

のクリスタルを持っている場合、あなたは他のすべてのプレイ

ヤーからクリスタルを５個ずつ盗みます。他プレイヤーはクリ

スタルを５個ずつ失い、あなたはその合計分だけクリスタルを得

ます。

あなたと同じかそれ以上のクリスタルを持つプレイヤーが１人でもいる場

合、あなたは他の誰からもクリスタルを盗むことはできません。

５個未満のクリスタルしか持っていないプレイヤーがいる場合、「シド・

ナイトシェイド」はそのプレイヤーが持つクリスタルをすべて盗みます。

そのプレイヤーは持っているクリスタルをすべて失い、あなたは「シド・

ナイトシェイド」が盗んだ分だけクリスタルを得ます。

オニィスの呪われた魂 (Damned Soul of Onys)
「オニィスの呪われた魂」を場に出したとき、あなたはクリスタ

ルを 10 個得て、ストックから水の魔力トークンを１枚取ってリ

ザーブに置きます。

「オニィスの呪われた魂」を場に出したプレイヤーだけがクリス

タル 10 個と水の魔力トークン１枚を得ます。

手番中いつでも、「オニィスの呪われた魂」を持っているプレイヤーは水

の魔力トークン１枚をストックに戻し、このカードを左隣のプレイヤーに

渡すことができます。このため、「オニィスの呪われた魂」の所有者は変

わります。「オニィスの呪われた魂」の所有者は１ラウンド中に何回も変

わることがあります。

ラウンド終了時、「オニィスの呪われた魂」を持っているプレイヤーはク

リスタルを３個失います。

「オニィスの呪われた魂」は負の名声点を持っています。

「オニィスの呪われた魂」を渡されたとき、召喚ゲージのレベルが充分に

高くなかったとしても、あなたは「オニィスの呪われた魂」を受け取らな

ければなりません。
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ゲームの準備

ゲームの概要

ゲームボードをテーブルの中央に置く。年度トークンを年度トラックの

スペースⅠに置き、季節トークンを季節ホイールのスペース１に置く。

各色のダイスを「プレイ人数＋１」個ずつ置く。

クリスタルトラックをゲームボードの横に置く。

魔力トークンをクリスタルトラックの横に置き、魔力ストックとする。

個人ボード１枚、ライブラリートークン２枚、個人ボードと同じ色の魔

法石トークン４個を取る。魔法石トークンを以下の場所に置く。

 ・クリスタルトラック下段のスペース０

 ・クリスタルトラック上段のスペース０

 ・個人ボード上にあるボーナストラックのスペース０

 ・召喚ゲージのスペース０

　各プレイヤーにパワーカード９枚を裏向きで配る。残りのカードをゲーム

ボードの横に裏向きで置き、山札とする。山札の横に捨て札置き場用のスペー

スを空けておく。

前哨戦

　パワーカード９枚の選択
　・配られた９枚のパワーカードを確認する。そのうち１枚を選び、裏向き

で手元に置く。

　・残りのカードを左隣のプレイヤーとのあいだに裏向きで置く。

　・全プレイヤーがこれを実行したあと、右隣のプレイヤーから渡された８

枚のカードを取る。もう一度１枚を選び、すでに選んだカードと共に裏

向きで手元に置いて、残りのカードを左隣のプレイヤーに渡す。選ぶカー

ドがなくなるまでこの手順を繰り返す。

デックの構築

　・選んだ９枚のパワーカードを使い、カード３枚のセットを３組作る。１

セット目は即座に手札となる。

　・２、３セット目はそれぞれライブラリーⅡ、Ⅲトークンの下に置かれ、

２、３年目の開始時に手札に加えられる。

試合

　ラウンドの開始
　最も若いプレイヤーがスタートプレイヤーとなり、現在のラウンドの季節

（季節トークンによって示されている）に対応する季節ダイスを取って振る。

スタートプレイヤーから時計回り順に、各プレイヤーはダイス１個を取って

手元に置く。

　プレイヤーの手番
　手番プレイヤーは以下のアクションを実行する。

　・自分の季節ダイスのアクションの実行（１回だけ）

　・パワーカードの召喚／活性化（複数回可）

　・個人ボードのボーナスの使用（複数回可）

　季節ダイスによる「魔力の獲得」「クリスタルの獲得」「カードの獲得」「召

喚ゲージのレベルアップ」は、他のアクションを実行する前に解決しなけれ

ばならない。

ラウンドの終了
　・全プレイヤーがダイスを選び、アクションを実行したら、残った（どの

プレイヤーも選ばなかった）ダイスが出した面に描かれている点の数に

等しいスペース数だけ季節トークンを進める。

　・季節トークンがスペース 12 からスペース１に（秋から冬に）移動したと

き、年度トラック上の年度トークンを１スペース進める。

　・プレイヤーは対応するライブラリートークンの下にあるパワーカードを

得る。

　・スタートプレイヤーの左隣のプレイヤーが新たなスタートプレイヤーと

なる。そのプレイヤーは現在の季節（季節トークンによって示されている）

に対応する季節ダイスを取って振る。新たなラウンドを開始する。

ゲームの終了と得点計算

 ゲームの３年目中、ラウンド終了時に季節トークンがスペース 12 を越えてい

る場合、ゲームは終了する。各プレイヤーは以下の名声点を合計する。

クリスタル１個につき１名声点

　この合計から、各プレイヤーは以下の名声点を引く。
手札に残っているパワーカード１枚につき－５名声点

パワーカード

　地が紫のパワーカードは魔法のアイテムを、地が橙のパワーカードは使い

魔を表している。

カード名

魔力かクリスタル（またはその

両方）で支払う召喚コスト

カード効果

ゲーム終了時に与えられる

名声点

ゲームシンボルとカード番号

カード効果の種別（効果が

いつ適用されるかを示す）

場に出しているパワーカードに示されている名声点

ボーナストラックに示されているペナルティー



ルール

季節ごとの各魔力の出現頻度

冬
春
夏
秋

多い
水／大気
大地／水
大地／炎
炎／大気

少ない
炎
大気
水
大地

発見不可
大地
炎
大気
水

ダイスシンボル

シンボル１つごとに対応する魔力トークン１枚を得てリザーブに置く

カードシンボル

数字分のクリスタルを得る

手番中に何回でも「魔力の変換」を実行できる

召喚ゲージのレベルを１上げる

パワーカードを１枚引く

残っているダイスが出した面に描かれている点の数だけ季節トークンを

進める

水の魔力トークン

大地の魔力トークン

炎の魔力トークン

大気の魔力トークン

クリスタル

プレイ人数（２人、３人、４人）に応じたパワーカードの召喚コスト

登場時効果

永続効果

活性化効果

カードの名声点

重要な用語集
 生け贄にする：場に出しているパワーカードを捨て札置き場に置く。

 カードの活性化：活性化効果を持つカードの効果を発動させるため、

カードを横向ける。

 クリスタルを得る：クリスタルトラック上の自分の魔法石トークンを、

獲得したクリスタルの数だけ進める。

 召喚：召喚ゲージのレベルが充分に高い場合に、召喚コストを支払う

ことでパワーカードを場に出すアクション。

 召喚ゲージ：個人ボード上にあり、各プレイヤーが最大何枚のパワー

カードを場に出すことができるかを示すゲージ。

 捨て札置き場：手札から捨てられたか、場から生け贄にされたパワー

カードを裏向きで置く場所。

 捨て札にする：手札のパワーカードを捨て札置き場に置く。

 ストック：プレイヤーが使っていない魔力トークンが保管されている

エリア。

 使い魔：パワーカードの種類。上段と下段の枠が橙色。

 変換：ゲームボード上に示されている変換比率に応じて、自分の魔力

トークンをクリスタルに交換するアクション。

 魔法のアイテム：パワーカードの種類。上段と下段の枠が紫色。

 魔力トークンを得る：ストックから魔力トークンを取り、自分の個人

ボードのリザーブに置く。

 魔力トークンを支払う：リザーブの魔力トークンをストックに戻す。

 名声点：勝利点。

 山札：前哨戦中に配られなかったパワーカードの山。

 リザーブ：魔力トークンを７枚まで保管することができる、個人ボー

ド上側のスペース。


