マグニフィセント
ゲームデザイン：Eilif Svensson, Kristian Amundsen Østby

対象年齢：14 歳以上

プレイ人数：１～４人

プレイ時間：60 ～ 90 分

紳士淑女、 そして箱の外にいるすべての皆様
マ グ ニ フ ィ セ ン ト

素晴らしき者たちが町にやってきました！
入場券を買い、 時計を合わせましょう――これはありきたりのおふざけではありません。
テントが建てられ、 秘密の元素が放出され――おがくずが文字通りに燃え上がります！
黄昏の名残の上に月が現れたとき、 あなたはきっと知るでしょう。
これが忘れられないショーになるということを！

内容物

ゲームボード１枚

プレイヤーボード４枚

ダイス

キャンプタイル

12 枚（大）

16 枚（小）

12 枚（大）

16 枚（小）

12 枚（大）

16 枚（小）

特殊効果（宝石）

マスターカード 56 枚

ワゴン駒

ポスターカード 54 枚

トレーナーマーカー

裏面

サーカステント 16 枚

裏面

得点マーカー

コイン

帽子駒

トレーナータイル
12 枚

裏面

裏面
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携帯用
ボックス

全体の準備
１．ゲームボードをテーブルの中央に置きます。
２．以下の内容物を仕分けしてサプライを作ります。
・コイン――額面別に分けます。
・宝石――色別に分けます。
・キャンプタイル――種類別に分けます。

各種類の内容物を携帯用ボックスの個別の区画に入れます。このボック
スを全体サプライとして、全プレイヤーの手が届くところに置きます。
３．ダイスを振ってスタートプレイヤーをランダムに決めます。プレイ人数に応じて、以下に記されている数のダ
イスを使います（ゲームボード右上の表も参照してください）。残りのダイスは箱に戻します。スタートプレイヤー
はすべてのダイスを振ってメインテントに置きます。
・２人プレイ：橙３個、緑３個、紫３個、透明２個
・３人プレイ：橙４個、緑４個、紫４個、透明３個
・４人プレイ：すべてのダイス

ポスターディスプレイ

・４人プレイ：すべて
のスペースに置きます
（カード４枚とタイル
４枚）
。

メインテント

・２／３人プレイ：上
３つのスペースに置き
ます（カード３枚とタ
イル３枚）
。

公演トラック

これらの山からマス
ターカードとトレー
ナータイルを引き、メ
インディスプレイの
カード／タイルスペー
スに表向きで置きます。

メインディスプレイ

残りすべてのマスター
カードとすべてのト
レーナータイルをよく
混ぜ、それぞれ裏向き
の山にして対応するス
ペースに置きます。

移動エリア

４． 左 下 に ロ ー マ 数
字（Ⅰ～Ⅳ）が書かれ
ているマスターカード
16 枚を、今 のところ
は脇に置きます。

７．初期ポスター（裏面
が緑）６枚を脇に置きま
す。残りのポスターをよ
く混ぜ、裏向きの山にし
てゲームボード上の対応
するスペースに置きます。

この山からポスターを４
枚引き、ポスターディス
プレイの各スペースに１
枚ずつ表向きで置きます。

得点トラック

５．ワゴン駒を移動エリア内の
対応する初期スペース（太枠で
強調されている、各トラック上
の１スペース）に置きます（上
図参照）。ワゴン駒の前が左側（時
計回り方向）を向くように置い
てください。
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６．移動エリア内のポスターシン
ボルがある 15 スペース（各トラッ
ク上の５スペース）に、テントを
ランダムに１枚ずつ表向きで置
きます。
残ったテントは箱に戻します。

プレイヤーの準備
１．各プレイヤーは１色を選び、その色の以下のものを取ります。
・得点マーカー１枚：得点トラックのスペース “ ０／ 100” に置きます。
チケット点（以降は “ 得点 ”）を獲得するたびに、プレイヤーは自分
の得点マーカーを進めます。
・帽子駒２個：スタートプレイヤーは自分の帽子駒のうち１個を公演
トラックの “#1” スペースに置きます。スタートプレイヤーの左隣の
プレイヤーはその上のスペースに帽子駒を置き……というように置い
ていきます。各プレイヤーは自分のもう１個の帽子駒を手元に置きま
す。

この３人プレイ
ゲームでは黒がス
タートプレイヤー
で、 そ の あ と 赤、
橙と続きます。

２．各プレイヤーにプレイヤーボードをランダムに１枚ずつ配ります。

プレイヤー
ボード番号

重要：プレイヤーボードはＡ面を表向きにしなければなりません！
プレイヤー
各プレイヤーボードには参照用のローマ数字が書かれています（左側
ボードの面
中央付近）
。最初のゲームでは、各プレイヤーは対応する数字のマス
ターカード４枚（
「全体の準備」中に脇に置いたもの）を取ります。
初期資源
３人以下でプレイする場合、残ったすべての “ 初期マスターカード ”
このプレイヤーはプレイヤーボード
Ⅱ
を山に加えて混ぜ直します。
を受け取り、Ａ面を表向きにしました。
３．初期ポスター（裏面が緑）６枚をよく混ぜ、各プレイヤーにラン
ダムに１枚ずつ配って表向きにします。残りの初期ポスターは箱に戻 このプレイヤーは Ⅱ と書かれている
すべてのマスターカードも取りました。
します。
４．各プレイヤーは以下のようにして自分のプレ
イエリアを作ります。

初期ポスター

ポスターエリア

・プレイヤーボード左上の初期テントのすぐ上に、
初期ポスターを表向きで置きます。

初期テント
・プレイヤーボードの近くにマスターカードを表向 （印刷済み）
きで置きます。

テントエリア
保管庫

・初期資源を得ます。

キャンプ

１．宝石：橙、緑、紫、透明の宝石を１個ずつ取り、
保管庫の対応するスペースに置きます。

トレーナー
エリア

２．トレーナーマーカー１個と６コイン：プレイ
ヤーボードの横に（帽子駒と共に）置きます。残
りのトレーナーマーカーは携帯用プレスチック
ボックスの横に置いてサプライとします。
３．重要：スタートプレイヤーは右隣のプレイヤー
に１コインを渡さなければなりません。

マスターカード
（“ Ⅱ ” と書かれている）

５．トレーナータイルの選択：プレイ人数に応じた枚数のトレーナータイルを（「全体の準備」中に引かれたタイ
ルとは別に）山から引き、表向きでテーブル上に置きます。
・２／３人プレイ：タイル３枚
・４人プレイ：タイル４枚
スタートプレイヤーの右隣のプレイヤーから反時計回り順で、各プレイヤーはこれらのタイルのうち１枚を選び、
表向きでトレーナーエリアの左端のスペースに置きます。
２人プレイ時には、選ばれなかったタイルは山に戻して混ぜ直します。
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上級準備：最初のゲームのあと、プレイヤーはマスターカードやプレイヤーボードについて以下のように準備
してプレイすることもできます。
・プレイヤーボードの準備：各プレイヤーはプレイヤーボードのＡ面とＢ面のどちらを使うかを個別に決めま
す（初期資源とキャンプボーナスの配置が異なっています）。
注意：プレイヤーボードⅡのＢ面では、初期資源の一部としてテントが１枚含まれています。このボードを使
うプレイヤーは「全体の準備」で残ったテントを取り、テントエリア内の任意の空きスペースに置いて、その
スペースに示されているボーナス（ポスター＋コイン／宝石／トレーナー／得点）を即座に得ます。詳しくは
６ページを参照してください。
・マスターカードの準備：
「全体の準備」中にどのマスターカードも脇に置きません。各プレイヤーが初期ポスター
をランダムに１枚得たあと、山から各プレイヤーにマスターカードをランダムに５枚ずつ配り、手札とします。
各プレイヤーは手札のうち１枚を同時に選び、プレイエリアに表向きで置いて、残りの手札を左隣のプレイヤー
に渡します。各プレイヤーが４枚のマスターカードを選ぶまで、この手順をあと３回繰り返します。残ったカー
ドは山に戻して混ぜ直します。

ゲームの進行
プレイヤーは３ラウンドに渡って「マグニフィセント」をプレイします。各ラウンド中、各プレイヤーは４手番を
プレイします。プレイヤーは自分のショーのために最も多くのチケット（得点）を得ようとします。これは主に、
ショーの準備やマスターカードの得点計算によって得られます。プレイヤーは演者を雇用するためにキャンプを拡
大し、特殊効果を得たり、テントを建てたり、ポスターを貼ってショーの宣伝をしたりするために移動し、得点と
コインを得るためにショーの準備をしなければなりません。各ラウンド終了時、全プレイヤーは新たなマスターカー
ドを１枚得て、そのあと得点計算するカードを１枚選びます。マスターカードはサーカス団長（プレイヤー）の意
志決定を表しており、それゆえに得点をもたらします。このゲームでは、プレイヤーは望むアクションを実行する
のに必要なパワーを得るためにダイスを選びます。しかし注意してください。取った同じ色のダイスの合計値が大
きいほど、より強いアクションを実行することができますが、ラウンド終了時により多くのコインを支払わなけれ
ばなりません！
スタートプレイヤーから時計回り順に手番をプレイしていきます。自分の手番中、プレイヤーは以下の３ステップ
を実行します。

１．ダイス１個の獲得

カードボーナス

メインテントからダイスを１個選び、プレイエリア内
の任意の空いているマスタカード上に置きます。各ラ
ウンド中、プレイヤーは最終的に、自分の４枚の各カー
ド上にダイスを１個ずつ置くことになります。
選んだカードの上部には、その手番中いつでも（ただ
し１回だけ）使うことができるボーナスが示されてい
ます（いくつか例外があります）
。ボーナスの詳細につ
いては 14 ページを参照してください。

２．パワーの決定

アンナは出目３の橙ダイスを取りました。アン
ナは以前の手番中に取った別の橙ダイスの目を
加え、パワーは８となりました。選んだカード
のボーナスによって、橙ダイスを使ったときの
アンナのパワーは２増えます。このため、アン
ナのパワーは 10 になります。

ここで、プレイヤーは取ったダイスと同じ色の宝石を
サプライに戻してパワーを増やすことができます。戻
した宝石１個ごとに、プレイヤーはパワーを２増やし
ます。透明の宝石は “ ワイルド ” です（任意の色とし
て使うことができます）
。

次の手番中、アンナは透明ダイスを選び、橙と
して使うことにしました。アンナは橙ダイス２
個の目を加え、パワーは 11 となりました。そ
のあと、アンナは橙の宝石を２個サプライに戻
してパワーをさらに４増やし、最終的なパワー
を 15 にしました。

プレイヤーのパワーは「この手番で取ったダイスの目
＋このラウンドでそれまでに取った（すでにマスタカー
ド上に置かれている）同じ色のすべてのダイスの目」
になります。プレイヤーはアクション（後述）を実行
するときにパワーを使います。
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透明ダイス：透明ダイスを取った場合、任意の色（橙
か緑か紫）のダイスとして扱います。パワーを決める
ために、選んだ色のすべてのダイスの目を合計します。
重要：透明ダイスの目は、それを取った手番中にのみ
パワーに加えられます。以前の手番中にマスターカー
ド上に置いた透明ダイスの目をパワーに加えることは
ありません。

このゲームではトレーナーが非常に重要です。手
番中、プレイヤーは特殊能力のためにトレーナー
スペース（自分のトレーナータイル上か、ゲーム
ボード上の共通トレーナースペース）を使うこと
ができます。トレーナーの能力は８ページで説明
されています。

３．以下の３アクションのうち１つの選択

建設

移動

公演

以降は各アクションの詳細なルールです。

アクションＡ：建設
「建設」アクションを実行したプレイヤーは、自分のキャンプをキャンプタイルで拡大します。プレイヤーは以下
のルールに従います。
・プレイヤーボードの左側に示されている “ 建設レベ
ル ” のうち１つを選びます。示されている数値は必要
なパワーで、この値が現在のパワー以下でなければな
りません（すべてのパワーを使い切らなくてもかまい
ません）。小さい四角形は小さいキャンプタイル（キャ
ンプ内の４スペースを覆います）、大きい四角形は大き
いキャンプタイル（６スペースを覆います）を表して
います。
・対応するキャンプタイルを全体サプライから取りま
す。プレイヤーはこの手番中に取ったダイスと同じ色
のキャンプタイルだけを建設することができます。
選んだ “ 建設レベル ”
（大１枚と小１枚）

・最初に建設するキャンプタイルは、キャンプ内の任
意の場所に置くことができます。以降のすべてのタイ
ルは、他のキャンプタイルに少なくとも１スペースは
隣接させて置かなければなりません。

ボーナススペース

カーラは最初の手番で「建設」アクションを選びました。
取った緑ダイスと戻した宝石によって、カーラのパワー
は 10（６＋４）になります。このため、カーラは建
設レベルが 10 までの緑タイルを取ることができます。
カーラは大１枚と小１枚のキャンプタイルを建設する
ことにしました（９パワーが必要です）。

・キャンプ内に置く前に、プレイヤーはキャンプタイ
ルを回転させたり裏返したりすることができます。いっ
たん置いたタイルを移動させたり回転させたり裏返し
たりすることはできません。
・ボーナススペースを覆った場合、プレイヤーは示さ
れているボーナスを即座に得ます（14 ページ参照）。

ボーナスとして、カーラはトレーナーマーカー 1 個と
２コインも得ました。

・同じ手番中に複数のキャンプタイルを建設した場合、
プレイヤーはそれらを任意の順番で建設することがで
きます。次のタイルを建設する前に、プレイヤーは今
建設したタイルからボーナスを得ます。
注意：ある種類のキャンプタイルが全体サプライにな
い場合、もうその種類のキャンプタイルを得ることは
できません。
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アクションＢ：移動
「移動」アクションを実行したプレイヤーは、この手番中に取ったダイスと同じ色のワゴン駒を、トラック沿いに
時計回り方向に進めます。プレイヤーはパワーに等しいスペース数までワゴン駒を進めることができます（すべて
のパワーを使い切らなくてもかまいません）。
宝石とポスター：ワゴン駒が到達（または通過）した
各シンボルごとに、プレイヤーはそれらのシンボルに
応じて宝石１個かポスター１枚を得ます（ポスターシ
ンボルはテントが取られたあとでのみ登場します）。
テント：テントを得るためには、プレイヤーはそのテ
ント上でワゴン駒の移動を終えなければなりません（こ
の手番中はもう移動することはできません）。

宝石の獲得

宝石を得た場合、プレイヤーは保管庫内の対応してい
る空きスペースにその宝石を置きます。
保管できる各種類の宝石の数は最大で３個です。保管
できない宝石を得た場合、プレイヤーは代わりに１コ
インを得ます。
注意：自主的に宝石を得ないことにしてコインを得る
ことはできません。

ベルントは緑ダイスと８パワーを持って「移
動」アクションを実行しました。ベルントは
緑のワゴン駒を８スペースまで進めることが
できます。ベルントは７スペース先のテント
上で止まることにし、そのテントを得ました。
また、ベルントは宝石も４個（緑２個、紫１個、
橙１個）得ました。

テントの獲得

テントを得た場合、プレイヤーはテントエリアの任意
の空きスペースにそのテントを置き（左端の印刷済み
のテントを覆うことはできません）、そのスペースに示
されているボーナスを即座に得ます（14 ページ参照）。
注意：すでにテントを４枚持っている場合、もうテン
トを得ることはできません。依然として、プレイヤー
は（テントを得ることなく）テント上でワゴン駒の移
動を終えることができます。

ベルントはこのテントをテントエリア内のス
ペース上に置き、ボーナス（ポスター１枚と
トレーナーマーカー１個）を得ました。宝石
は保管庫に置かなければなりません。すでに
緑の宝石を２個持っているので、ベルントは
緑の宝石１個を１コインに交換しなければな
りません。

ポスターの獲得

ポスターを１枚得るたびに、プレイヤーは山の上から
ポスターを引くか、ポスターディスプレイから任意の
表向きのポスターを得ます。後者の場合、即座に山か
ら新たなポスターを引いてポスターディスプレイに補
充します。プレイヤーは得たポスターをポスターエリ
アの空きスペースに置かなければなりません（その下
にテントがなくてもかまいません）。
注意：すでにポスターを５枚持っている場合（そして
その場合のみ）
、プレイヤーは以下の３つの選択肢のう
ち１つを選んで実行します。
Ａ）古いポスターを１枚捨て札にし、新たなポスター
を得ます。
Ｂ）今獲得した新たなポスターを捨て札にします。
Ｃ）ポスターを得ないことにします。
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アクションＣ：公演
「公演」アクションを実行したプレイヤーは、ポスターとテント上の条件に対応しているショーを公演して得点と
コインを得ます。
重要：このアクションのために使ったダイスの色に意味はなく、パワーだけが意味を持ちます。
プレイヤーは以下の３ステップを実行します。
１．あるラウンド中にこのアクションを初めて選んだ
とき、プレイヤーはゲームボード上にある自分の帽子
駒を取り、公演トラック上で自分のパワーに対応して
いる（またはそれより下の）空きスペースに置きます。
同じラウンド中にこのアクションをもう一度選んだ場
合、代わりにプレイエリアから帽子駒を取って公演ト
ラック上に置きます。同じラウンド中にこのアクショ
ンを３回以上選んだ場合、自分の帽子駒のうち１個を
新たなスペースに（新たなスペースが現在のスペース
より下になる場合でさえ）移動させます。

カーラは 13 パワーを持っています。スペース 12 が
埋まっていたので、カーラはポスターを２枚まで完成
させることができるスペース 10 に帽子駒を置くこと
にしました。

２．今帽子駒を置いたスペースに示されている数までのポスターに示されているショーを公演します。これを「ポ
スターを完成させる」と呼びます（１枚も完成させないこともできます）。
ポスターを完成させるために、プレイヤーは以下の条件を満たさなければなりません。
・そのポスターの真下にテントがなければなりません。テントエリアの左端のスペースには、常にその上側のポス
ターと共に使うことができる印刷済みのテントがあることに注意してください。
・各ポスターには１種類以上のキャンプタイルが示されています。プレイヤーはこれらのすべてのキャンプタイル
を自分のキャンプ内に建設していなければなりません。複数のポスターを完成させる場合、キャンプタイルの必要
条件を合算します。同じキャンプタイルを必要とする複数のポスターを完成させるためには、プレイヤーはその種
類のキャンプタイルをキャンプ内に必要な数だけ持っていなければなりません。
・プレイヤーはそのポスターに示されている宝石を支払います（ポスターのうち半分は宝石を必要とします）。透
明の宝石は “ ワイルド ” であることを忘れないでください。
・一部のテントも宝石を必要とします。このようなテントの上側にあるポスターを完成させるためには、プレイヤー
はそのテントに示されている宝石（または透明の宝石）も支払わなければなりません。
プレイヤーは完成させたすべてのポスター上と、その下側にあるテント上に示されている得点とコインを得ます。
プレイヤーは完成させたポスターを取り、裏向きの山にしてプレイヤーボードの横に置きます．テントは取り除き
ません――これらは再び使うことができます。
３．ポスターを完成させたあと、プレイヤーはポスターエリア内に残っている任意のポスターを自由に再配置する
ことができます。
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真ん中のポスターの下側にはテントがないの
で、カーラは左端と右端のポスターだけを完
成させることができます。

得点とコインの例

カーラは必要なキャンプタイルをすべて持っ
ていることを確認しました――カーラのキャ
ンプには、これらのカードに示されている橙
キャンプタイル２枚、紫キャンプタイル２枚、
大きな緑キャンプタイル２枚があります。
カーラはポスターのために必要な宝石（橙、緑、
紫）と、右端のテントのために追加の橙の宝
石を支払いました。

カーラは計 27 点と６コイン（印刷済みのテントからの２コインを含みます）を得ました。完成した２枚のポスター
は裏向きの山にしてプレイエリアに置きます。
最後に、カーラは残りのポスターを再配置し、テントがあるスペースに移動させました。

トレーナーの能力
自分の手番中、プレイヤーはトレーナーマーカー（トレーナー）を何個でもトレーナースペース（ゲームボードの
共通スペースか、自分のプレイヤーボードに置かれているトレーナータイル上のスペース）で使うことができます。
手番終了時、プレイヤーはその手番中に使ったすべてのトレーナーをメインテントエリアに移動させます。以下の
一覧はすべてのトレーナースペースの概要です。これらの多くは、その効果を発揮するために特定のアクションを
実行する必要があります。
注意：一部のトレーナースペースは他のスペースより強力です――これは意図的なものです。
各スペースの上段に示されているシンボルは、その効
果を発動させるために必要なトレーナーの数を示して
います。

トレーナー
タイル

トレーナーを１個置き、効果を１回だけ発動さ
せます。

ゲーム
ボード

トレーナーを１個以上置き、その数に等しい回
数だけ効果を発動させます。

トレーナーを２個置き、効果を１回だけ発動さ
せます。

ベルントは「建設」アクションを実行することにした
ので、上図の２つのトレーナースペースにトレーナー
を置くことができます。今やベルントは追加の大きな
テントタイルを１枚建設でき、建設するテントタイル
のうち２枚は取ったダイスとは異なる色のものにする
ことができます。手番終了時、４個のトレーナーマー
カーすべてをメインテントエリアに移動させます。

注意：プレイヤーは獲得したトレーナーを同じ手番中
に使うことができます。しかし、そのトレーナーを獲
得した特定のステップを向上／変更させるために使う
ことはできません。たとえば、キャンプタイルを置い
たことによって得たトレーナーを使って、そのタイル
によるボーナスを２倍にすることはできません（しか
し、このトレーナーを使って次のタイルによるボーナ
スを２倍にすることはできます）。

全般

（選んだアクションは無関係）
手番中いつでも：トレーナー１個ごとに、２
コインを支払ってポスターを１枚得ます（６
ページ参照）。

ダイスを取ったとき、即座に裏返して反対面
に（たとえば５を２に）します。
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手番中いつでも：トレーナー１個ごとに２コ
インを得ます。

手番中いつでも：透明の宝石を１個得ます。

トレーナー１個ごとに、この手番中に取った
ダイスの目に＋１します（たとえばトレー
ナーを２個置いた場合には＋２します）。

建設

（「建設」アクション時のみ）
トレーナー１個ごとに、建設するキャンプタ
イルのうち１枚を、ダイスの色とは異なる色
にすることができます。

追加のパワーを必要とすることなく、大きな
キャンプタイルを追加で１枚建設します。

「建設」アクション実行時、ダイスの目に＋２
します。

この手番中に建設したキャンプタイルのうち
１枚で覆ったすべてのボーナスの効果を２倍
にします。
注意：この効果はカードボーナスで得たキャ
ンプタイルのために使うことはできません。

移動

（「移動」アクション時のみ）
ワゴン駒を反時計回り方向に移動させます。

テントを置くとき、そのボーナスを２倍にし
ます（たとえば４コインとポスター２枚を得
ます）。

「移動」アクション実行時、ダイスの目に＋
３します。

公演

（「公演」アクション時のみ）

「公演」アクションを実行する前に、ポスター
を自由に再配置します。

ポスター１枚を完成させるための必要条件の
うち、キャンプタイル１枚を無視します（宝
石を無視することはできません）。

この手番で完成させたポスター１枚ごとに１
点を得ます。

トレーナー１個ごとに、この手番中に（公演
トラック上のスペースに示されている枚数に
加えて）追加のポスターを１枚完成させます。

「公演」アクション実行時、ダイスの目に＋
２します。
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ラウンドの終了
全プレイヤーが４手番をプレイしたとき、そのラウンドは終了します。ここでプレイヤーは以下のステップを実行
します。
１．支払い：各色（橙、緑、紫）ごとに、自分のマスター
カード上にあるダイスの目を合計します。プレイヤー
はこれらの合計値のうち、一番高い値に等しい額のコ
インを支払わなければなりません。さらに、プレイヤー
はすべての透明ダイスの合計値に等しい額のコインも
支払わなければなりません。

２ラウンド目の終了時、アンナは 11 コイン（橙ダイ
スで８＋透明ダイスで３）を支払わなければなりませ
ん。９コインしか持っていないため、アンナは４点（２
×２）を失いました。

注意：カードに印刷されているダイスシンボルのため
にコインを支払う必要はありません。
必要な額のコインを支払うことができない場合、すべ
てのコインを支払います。そのあと、不足した１コイ
ンごとに、１ラウンド目には１点、２ラウンド目には
２点、３ラウンド目には３点を失います（必要ならば、
得点トラック上で得点マーカーをスペース０より後ろ
に移動させます）
。
２．新たなマスターカードとトレーナータイル：最初
に、公演トラック上に帽子駒を２個置いている各プレ
イヤーは、そのうち下のスペースにある１個をプレイ
エリアに戻します。そのあと、残りの帽子駒の順番（上
から下）に従って、各プレイヤーはメインディスプレ
イからマスターカード１枚と、その横にあるトレーナー
タイル１枚のセットを取ります（最終ラウンド中には
トレーナータイルはありません）。プレイヤーはこの
カードを、自分の他の４枚のマスターカードの横に置
きます。トレーナータイルはトレーナーエリアの空き
スペースに置きます。

最初に、下の方にある青と黄の帽子駒
を所有者の手元に戻します。最初に赤
がセットを選び、最後に残ったセット
を黒が取ります。黒はこのラウンドで
「公演」を行いませんでしたが、依然と
して１セットを得て、次ラウンドのス
タートプレイヤーになることに注意し
てください。

赤はこのセットを取り、トレーナー
タイルをトレーナーエリアに置いて、
マスターカードをプレイエリアに置
きました。

２人プレイ時のみ：２人のプレイヤーの帽子駒のあいだに最低１つの空きスペースがある場合、上の方に帽子駒を
置いているプレイヤーは、１セット（マスターカード１枚＋トレーナータイル１枚）を取ったあと、もう１セット
を選んで捨て札にします。相手は残りのセットを取ります。帽子駒のあいだに空きスペースがない場合、相手は残
りの２セットから１セットを選んで取り、残ったセットを捨て札にします。
３．マスターカード１枚の得点計算と破棄：ここで各プレイヤーは、自分のマスターカード５枚のうち１枚を選ん
で得点計算しなければなりません（今獲得したマスターカードを選ぶこともできます）。プレイヤーは獲得した得
点の分だけ得点マーカーを進めます。そのあと、プレイヤーは選んだカードを捨て札置き場に置きます（12 ペー
ジ「カードの得点計算」参照）
。
４．次ラウンドの準備（１ラウンド目と２ラウンド目のあとのみ）
・メインテントの横にあるすべてのトレーナーマーカーを所有者の手元に戻します。
・「全体の準備」中と同様にして、山から新たなマスターカードとトレーナータイルを引いてメインディスプレイ
に補充します。最終ラウンドの前には、トレーナータイルは引きません。
・公演トラック上の帽子駒を、順番を維持したままでトラックの下側に移動させます。帽子駒を “#1” スペース（一
番下のスペース）に移動させたプレイヤーが次ラウンドのスタートプレイヤーとなります。他のプレイヤーの帽子
駒の位置に関係なく、次ラウンド中も時計回り順にプレイしていきます。
・新たなスタートプレイヤーはすべてのダイスを集めて振り直し、メインテント上に置きます。
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ゲームの終了
３ラウンド目が終了したあと、ゲームは終了します。プレイヤーは以下の得点計算をこの順番で実行します。
マスターカードの得点計算（半分）
：残っている４枚
のマスターカードから半分の得点を得ます（各カード
ごとに端数切り捨て）
。12 ページ「カードの得点計算」
を参照してください。
コインの得点計算：持っている５コインごとに１点を
得ます（端数切り捨て）
。
エリアの得点計算：自分のキャンプ内にある９つの長
方形エリアのうち、完全に覆われている１エリアごと
に４点を得ます。プレイヤーは残っている宝石を使っ
て、長方形エリア内の任意の空きスペースを埋めるこ
とができます（１スペースごとに宝石１個）
。宝石の配
置は、長方形エリアを完成させるためにのみ役立ちま
す。ボーナススペースに宝石を置いてもボーナスを得
ることはなく、完成した列／段の得点計算（一部のマ
スターカードの得点計算条件）の役にも立ちません。

カーラは紫と橙の宝石を使い、この２つの空きスペー
スを埋めました。このため、カーラはこの長方形エリ
アから４点を得ました。

ソロゲームモード
できるだけ高得点を取ろうとしましょう。200 点以上
で勝利です（かなり困難です）
。ですが、ひょっとする
ともっと難しいことに挑戦したいのではないですか？
220 点以上で、あなたはサーカス団長を名乗ることが
できます。240
点以上取ることができたなら、あなた
マ グ ニ フ ィ セ ン ト
は本物の素晴らしき者です！

ゲームの進行の変更：各手番開始時（１手番目を含み
ます）、あなたはポスターディスプレイから任意のカー
ドを１枚捨て札にすることができます。そのカードの
下段にあるシンボルで示されている色（橙か緑か紫）
のダイスをリザーブから１個取って振り、メインテン
トに加えます。そのあと、山から新たなカードを１枚
引いてポスターディスプレイに補充します。

準備の変更：各色のダイス１個と透明のダイス２個を
振り、メインテントに置きます。残りのダイスをゲー
ムボードの横に置いてリザーブとします。メインディ
スプレイにマスターカード４枚とトレーナータイル４
枚を置きます。マスターカードを追加で６枚引き、初
期カードとして４枚選んで手元に置きます。残りの２
枚を山に戻して混ぜ直します。山からトレーナータイ
ルを２枚引き、そのうち１枚を選んであなたのトレー
ナーエリアに置きます。もう１枚を山に戻して混ぜ直
します。使わない色の帽子駒を公演トラックのスペー
ス６、10、16 に置きます。これらのスペースはゲーム
中ずっと占有されたままになります。

ラウンドの終了の変更：メインディスプレイからマス
ターカード＋トレーナータイルのセットを選ぶとき、
あなたは公演トラック上での位置によって選択を制限
されます。セットを選ぶ前に、あなたの帽子駒より上
にある帽子駒１個ごとに、一番上にあるセットを捨て
札にします（たとえばあなたの上に帽子駒が２個ある
場合、上の２セットを捨て札にします）。
セットを選んだあと、残ったすべてのセットをメイン
ディスプレイから捨て札にし、通常通りに新たなセッ
トを補充します。各色のダイス１個と透明のダイス２
個を振ってメインテントに置き、新たなラウンドを始
めます。残ったすべてのダイスをリザーブに置きます。
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カードの得点計算
各マスターカードの下段には得点条件が示されています。各ラウンド終了時、プレイヤーは自分のマスターカード
５枚のうち１枚から得点を得ます。ゲーム終了時、プレイヤーは残りのマスターカード４枚から半分の得点を得ま
す。多くのカードには獲得できる得点の上限があります（カードの下段に示されています）。ゲーム終了時に半分
の得点を得るとき、この得点上限も半分（端数切り捨て）になります。すべての得点計算シンボルが以下に示され
ているわけではありませんが、他のシンボルはここで説明されているものによく似ています。

あなたが建設した小さい橙
キャンプタイル１枚ごとに
４点を得ます（最大 20 点）
。

あなたが建設した大きい橙
キャンプタイル１枚ごとに
５点を得ます（最大 20 点）。

あなたが橙キャンプタイル
で埋め尽くした最大の長方
形（または正方形）内の１
スペースご と に １ 点 を 得
ます（最大 20 点）。

あなたが建設した橙キャン
プタイル１枚ごとに３点を
得ます（最大 21 点）。

あなたのテントエリアにあ
るテント（初期テントは含
みません）１枚ごとに３点
を得ます。

あなたの保管庫にある色つ
きの宝石１個ごとに３点を
得ます（透明の宝石は数え
ません。最大 21 点）。

ポスターカード上段に描か
れている人物を１人選びま
す。あなたが完成させた、
この人物のポスター（初期
ポスターを含みます）１枚
ごとに５点を得ます（最大
20 点）。

あなたが完成させたポス
ター（初期ポスターを含み
ます）上の異なる人物１人
ごとに４点を得ます（最大
20 点）。
「合計値が最も大きい色の
ダイスの合計値＋透明のダ
イスの合計値」に等しい得
点を得ます（あなたが今支
払ったコインの額と同じで
す）。

ゲームボード上とプレイエ
リア に あ る 自 分 の ト レ ー
ナーマーカー１個ごとに３
点を得ます（最大 21 点）。
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あなたが建設した任意の色
の小さいキャンプタイル１
枚ごとに３点を得ます（最
大 21 点）。

あなたが建設した任意の色
の大きいキャンプタイル１
枚ごとに４点を得ます（最
大 20 点）。

あなたのキャンプ内で完全
に建設されている列１つご
と に ６ 点 を 得 ま す（ 最 大
18 点）。
注意：ゲーム終了時には宝
石でスペースを埋める前に
この得点を得ます。

あなたのキャンプ内で完全
に建設されている段１つご
と に ７ 点 を 得 ま す（ 最 大
21 点）
。
注意：ゲーム終了時には宝
石でスペースを埋める前に
この得点を得ます。

ダイスのために支払ったあ
とで、さらに支払うことに
した１コインごとに３点を
得ます（最大 21 点）。

公演トラック上であなたの
帽子駒があるスペースの番
号に等しい得点を得ます。

橙シンボルを持つ完成させ
たポスター（初期ポスター
を含みます）１枚ごとに４
点を得ます（最大 20 点）。

８点を得ます。

「持っている透明のダイス
の合計値×２」に等しい得
点を得ます（最大 20 点）。
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ボーナス
マスターカードを発動させたときと、キャンプタイルでボーナスシンボルを覆ったときと、テントエリアにテント
を置いたとき、
プレイヤーはボーナスを得ます。プレイヤーは 1 つのボーナスを２回以上使うことはできません（た
とえば、トレーナーマーカーを２個支払って緑の小さいキャンプタイルを２枚建設することはできません）。以下
はすべての種類のボーナスの概要です。すべてのシンボルが示されているわけではありませんが、他のシンボルは
ここで説明されているものによく似ています。

１コインを得ます。

色にかかわらず、この手番で取っ
たダイスの目に＋１します。

５点を得ます。

手番開始時にダイスを取ったとき、
即座にそのダイスを任意の目に変
更します。

紫の宝石１個を保管庫に置きます
（すでに３個持っている場合、１
コインを得ます）。

あなたの他のマスターカード３枚のう
ち１枚のボーナスをコピーします。

サプライから自分の色のトレー
ナーを１個取り、プレイエリアに
置きます。
ポスターを（６ページで説明され
ているようにして）１枚得ます。
キャンプ内には、ポスターを２枚
取ることができるボーナスが１つ
あります。

トレーナーマーカーをサプ
ライに１個戻し、緑の小さ
いキャンプタイルを１枚建
設します。このタイルでボー
ナスシンボルを覆った場合、
あなたはそのボーナスを得
ます。

この手番で取ったダイスが橙であ
る（または透明のダイスを取って
橙とした）場合、その目に＋２し
ます。

任意の宝石を３個支払い、橙の小さいキャンプタイル
を１枚建設します。このタイルでボーナスシンボルを
覆った場合、あなたはそのボーナスを得ます。

２コインを支払い、サプライから自分の色のトレーナー
を１個取ってプレイエリアに置きます。
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輸入販売元：
テンデイズゲームズ
〒181-0013東京都三鷹市下連雀3-42-13園田ビル2F
tendaysgames.jp
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