カエサル ＸＬ
区分

イベ
ント

タイトル
ALLIES GO HOME
同盟軍の帰還
BARBARIAN
INVENSION
蛮族侵入 (２枚）
BREAD AND
CIRCUSES
パンと娯楽
DEMAND
FOR ACTION!
行動の要求
IDES OF
MARCH
３月15日
LEGIONS
GRUMBLE
軍団兵の不平
OPTIMATES
RALLY
閥族派の結集
POPULARES
RALLY
民衆派の結集
REBELLION
反乱
ALLIED
SETTLEMENT
同盟の移住地
DEFEND THE
REPUBLIC
共和国の防衛
DEMANDS FOR
REFORM
改革の要求
EQUITES
公正
LATIFUNDIA

フォ 大規模奴隷農場
ルム

PROVINCIALS'
CITIZENSHIP
地方の市民権
TAX FARMERS
農場主への課税

THE SENATE
元老院
VETTERANS
SETTLEMENT
熟練兵の植民地
VOX POPULI
民衆の声

カードリスト
内容

各プレイヤーは、あなたから先に、サイを１個振る。それから、その目の数だけ同盟軍ユニットおよび／また
は同盟マーカーを地図上から取除く。
蛮族侵入ルール（12.0）参照。

あなたがローマを支配している場合、サイを振る。このターンにその目の数のゴールドを失う（0未満になる
場合は0になるまで）。
このカードは捨札にはできない！このカードを表にして配置する。次のターンの開始時、両プレイヤーは自
分の徴税フェイズの半分（端数切上）しか受け取れない。このカードは、リーダーを含むローマの軍勢が他
方のローマ軍勢に勝利すｒまで効果が持続する。このような戦闘の後は、プレイから永久に取り除く。
最高司令官がローマかアレクサンドリアにいる場合、暗殺される。両プレイヤーとも関係なく、すぐに自分
の戦術およびアクションカードを捨札としなければならない。それから山札と捨札を一緒にシャッフルし、新
しい山札をつくる。
各プレイヤーは、あなたから先に、自分の支配する各六角形の都市について指定し、そこで１個レギオン増
やすのに５ゴールド消費する。ゴールドが無い場合、相手がそこで１個レギオン受け取る！
より高い閥族派の得点を持つプレイヤー（同点の場合はポンペイウス派）は、サイを２個振り、その目の数
だけゴールドを受け取る。
より高い民衆派の得点を持つプレイヤー（同点の場合はカエサル派）は、サイを２個ふり、その目の数だけ
ゴールドを受け取る。また、１個レギオンを剣戦力３に昇格させることができる。
支配する都市の合計値が低いプレイヤーはサイを振る。そして、その数までの味方同盟軍ユニットを、いず
れの敵支配下の都市（単一の都市または諸都市）に配置できる。
獲得条件： 少なくとも３個の円形都市を支配し、加えて１８ゴールド支払う
購入フェイズ： いずれの支配する円形都市において無料で１個同盟軍ユニットを徴募
勝利： 民衆派×１または閥族派×１
獲得条件： 競り
ドローフェイズ： 無料で引いたカードがイベントかフォルムだった場合、捨札からリーダーまたは戦術カー
ド１枚を８ゴールドで拾うことができる。
勝利： 閥族派×２
獲得条件： ローマの支配、且つ２２ゴールドを支払う
ドローフェイズ： 無料で引いたカードがフォルムかイベントの場合、捨札からアクションカード１枚を5ゴー
ルドで拾うことができる。
勝利： 民衆派×２
獲得条件： 自分の最高司令官が地図上におり、最低２個の六角形の都市および１個の円形都市を支配
徴税フェイズ： サイ１個振った目の数のゴールドを追加
勝利： 民衆派×１または閥族派×１
獲得条件： 最低６個のゴールド値が「３以上」の都市を支配。両者とも満たす場合は競り
徴税及び購入フェイズ： 支配するすべての六角形都市で＋１ゴールド。ただし、そこでレギオンを徴募で
きない。他の場所では可
勝利： 閥族派×２
獲得条件： 最低６個の正方形の都市を支配する。両者とも満たす場合は競り
常時： 手札の枚数を＋１できる
勝利： 民衆派×1
獲得条件： 競り
徴税フェイズ： 支配されていないいずれか１都市（正方形、六角形、円形のいずれも）から収入を集積で
きる
獲得条件： 最高司令官がローマにおり、且つ３２ゴールドを支払う
徴税フェイズ： ローマを支配している間、ここから２倍のゴールドを受け取る
勝利： 門閥派×３
獲得条件： 最低４個の六角形の都市を支配、且つ３２ゴールドを支払う
購入フェイズ： いずれかの六角形の都市で、支配すているかに関わらず、レギオン１個を無料で徴募する
勝利： 民衆派×３
獲得条件： 最高司令官がローマにおり、且つ２６ ゴールド支払う
ドローフェイズ： SPQRカードを余分に１枚無料で引くか、同盟マーカー１枚を無料で、ストックからいずれ
の空白の正方形もしくは六角形の都市へ配置できる
勝利： 民衆派×２

カエサル ＸＬ
区分

タイトル
ALLIES
MOBILIZE
同盟軍の動員
CICERO
SPEAKS
キケロの演説
CLEOPATRA
クレオパトラ
DONATIVE
賄賂
FLEET

アク 艦隊 （２枚）
ション

PRAETORIAN
GUARD
親衛隊
QUADRUPLE LINE
四列横隊
SUCCESSOR
継承者

TREACHERY
裏切り
VENI VIDI VICI
来た、見た、勝った
DOUBLE LINE
二列横隊
FLANK MOVE
側面機動
戦術 SIEGE
攻囲
TRIPLE LINE
三列横隊
CATO THE
YOUNGER
小カトー
MARCUS
ANTONIUS
マルクス・アントニウス
リー MARCUS
BLUTUS
ダー マルクス・ブルートゥス
QUINTUS
SCIPIO
クイントゥス・スキピオ
MARCUS
LEPIDUS
マルクス・レピドゥス

カードリスト
内容

購入時： サイを振って、その目の数だけの同盟軍ユニットをストックから受け取る。これらをいずれの六角
形の都市（単数）または諸都市に、誰が支配していようと配置する。
ドロー時： 相手の手札から無作為に２枚のカードを引き、それらを自分の手札にする。または、ローマを
支配している場合、捨札の山から１枚選択して手札に加える
徴税時： アレクサンドリアを支配している場合、この都市から通常の２倍の収入を受け取る。または、
敵のターン： 相手がゴールドを集積できなくなるか、またはこのターンアレクサンドリアから移動できなくな
る
常時： ほかのアクションまたはイベントの効果を無効にする または、
ドロー時： 無料でカード２枚を引ける
購入時： ストックから１個の同盟マーカーを配置する、または、いずれの味方の六角形都市に無料で１個
レギオンを配置する
行軍時； １行軍の代わりに、１つの港湾にいる一部または全てのユニットを、同じ海域の他の港湾に移動
させられる、または、
戦闘時： 港湾にいるいずれか１つのユニットのスタックの補給コスト(10.31）を免除する
常時： 最高司令官が死ぬのを回避する。すぐに彼を自軍支配のいずれかの都市に配置する。または、
敵のアクションカードを無効にする
戦闘時： その戦闘で戦術カードを使用していなければ、相手の公開した戦術カードを無効にする
常時： 最高司令官が戦死した死亡した場合に再配置するために使用する。すぐに最高司令官を味方ユ
ニットのいるいすれかの都市に配置する。このカードが最初の死亡時にプレイされた場合は、いかなるカー
ドも失わないが、通常どおりゴールドは失う
行軍時： 相手は自分のアクションカードをすべて見せなくてはならない。そしてそれらの1枚を捨札にでき
る。または、 敵ユニットのいる都市をいずれか１つ指定し、サイを振る。相手は、その目の数を満たすだけ
の剣戦力分の、これらのユニットの中から除去しなくてはならない（その都市にいるリーダーも含む）。
戦闘時： 最高司令官が敵とスタックしている場合、サイを振る。その目が彼の剣戦力以下だった場合、そ
の目の数までの、これらの中の非リーダー、非レギオンユニットを取除き（脱走）、ストックからその数のゴー
ルドを受け取る（栄光）。その他の数の目は｢効果なし｣とする
効果： この戦闘にいる各リーダーの剣戦力に１を加える。そして、 第１ラウンドで、この戦闘に参加してい
る各レギオンに、剣戦力２を加える。
効果： この戦闘にいる各リーダーの剣戦力に１を加える。そして、 このラウンドで、この戦闘に参加して
いる各同盟軍ユニットに、剣戦力１を加える。
効果： 防御側の場合、この戦闘は戦われない。すべての攻撃側ユニットを、これらが来た都市に戻す。攻
撃側は。この戦闘で使用したいずれの戦術カードをも手札に戻す
効果： この戦闘にいる各リーダーの剣戦力に１を加える。そして、 最初の２ラウンドで、この戦闘に参加
している各レギオンに、剣戦力２を加える。
購入時： 彼のユニットを無料で受取る
ドローフェイズ： 六角形の都市にいる場合、無料で追加カードを１枚引ける
勝利： 閥族派
購入時： 彼のユニットを無料で受取る
そして、 六角形の都市にいる場合、味方購入フェイズにつき無料で１個レギオンを徴募できる
勝利： 民衆派
購入時： 彼のユニットを無料で受取る
徴税時： サイを振り、その目の数だけさらにゴールドを受取る
勝利： 民衆派または閥族派
購入時： 彼のユニットを無料で受取る
そして、 円形の都市にいる場合、味方購入フェイズにつき無料で１個同盟軍を徴募できる
勝利： 民衆派
購入時： 彼のユニットを無料で受取る
そして、 ユニットとスタックしていれば、味方購入フェイズにつき、そのユニット中から１個を無料で熟練兵
に昇格させることができる

