
◆ストーリー
これは魔法の源とされるマナがあふれる、別の世界の物語。
そこは山間にある小国。食通でも知られているのこの国の王ビスマルクは、城に多くのシェフを囲い
こんではその腕前を競わせていた。
年間を通して行われるコンテストで王の舌を魅了すれば宮廷料理人としてその地位を確固たる物にす
るだろう。特に珍しい食材を使って料理をすれば優勝は約束されたようなものだ。
そのためシェフたちは自らの足で野山に出向き食材を探す。時に人の何倍もあるドラゴンに追いかけ
られようとも・・・。

◆ゲームの目的
アナタはビスマルク王に雇われたコックです。1年間を通じて王の喜ぶ料理の出来栄えを競います。
王を喜ばせるためにアナタは自ら食料を採取しに行かねばなりません。
既定の料理は 6種類。中でもアナタにだけ課せられたオーダー料理を作れば評価はさらに上がります。
4タームが終了するとゲームは終了し、6つの料理の合計得点が一番高いプレイヤーがその年一番の宮
廷料理人となりゲームに勝利します。

ルールに関するお問い合わせはメール
またはTwitterにてお問合せください。



・ターゲットカード

・オーダーレシピカード
「ドラゴンのオムレツ」

・食材チップ

カード：98枚・チップ：120枚
得点カウンター 30個・ゲームボード 5枚・マニュアル

オーダーレシピカード：12枚ターゲットカード：25枚
各フィールド 6枚と厨房

thank you カード：1枚
ラウンドプレイヤー表示用

食材チップ：84枚

加工食材チップ：36枚ゲームボード：5枚
各料理の得点ボードとパントリー

ワーカーカード：35枚
1/1/1/2/2/3/4　計 7枚×5色

フィールドカード：25枚
牧場/田園/森林/丘陵/厨房（材料表）

得点カウンター
6×5色：30個

・食材チップを裏にしてよく混ぜ、ひとまとめにしておきます。
・ターゲットカードを各フィールド毎によく混ぜ、それぞれ裏向きにして場に置きます。
・オーダーレシピカード「ドラゴンのオムレツ」を公開して置き、共通の目標とします。
・残りのオーダーレシピカードをよく混ぜ、各プレイヤーに 2枚ずつ配ります。
残ったオーダーレシピカードはゲームから除
外します。配られたオーダーレシピカードは裏
向きにして置き、自分だけが確
認できます。
・各プレイヤーはゲームボード
と 4種類の加工食材チップを
手元に置きます。
・得点カウンターを各料理分、一
人 6個取ります。
・プレイヤーは各自自分の色の
行動力の描かれたワーカーカ
ードとターゲットカードを 5
枚を持ちます。

◆コンポーネント

◆ゲームの準備



ゲームは複数回のラウンドとタームに分かれています。
全てのプレイヤーが一斉にカードを出して処理するまでを 1ラウンドと呼び、進行するプレイヤ
ーをラウンドプレイヤーと呼びます。1ラウンド毎に時計回りにラウンドプレイヤーは交代します。
ワーカーカードを使い切ったプレイヤーは以後のラウンドに参加せず、最後の 1人を除く全ての
プレイヤーがワーカーカードを全て出しきると1タームが終了です。ゲームは4タームで争われます。

◆ゲームの進め方

最近卵料理を食べたプレイヤーが最初のラウンドプレイヤーです。ラウンドプレイヤーは各フィ
ールド毎のターゲットカードが公開されていなければ 1枚を公開します。
(もしも何らかの理由でターゲットカードが公開できない無い場合は、目標値 6とします。)
ラウンドプレイヤーは、プレイヤー人数分の食材チップをめくり該当するフィールドに配置しま
す。複数のフィールドが描かれているチップは好きな方へ配置します。
(もしもプレイ中に食材チップが尽きたときは、使用済みチップをよく混ぜ再び山にします。)

例：4人プレイなので、食材チップ 4枚を公開します。
果実は [森林 ]に、麦は [田園 ]に、ウサギ肉は [森林 ]と [ 田園 ] が描かれているので、
ラウンドプレイヤーは [田園 ]を選びました。同じく取りの卵は [牧場 ]を選びました。

◆ラウンドの準備

プレイヤーは採取したいフィールドを決めます。
全てのプレイヤーは一斉に、手札から目的のフ
ィールドカードとワーカーカードを出します。
ワーカーカードは同時に何枚出しても構いませ
んが、1ラウンドに出せるのは一つのフィール
ドに対してのみです。
(一度使用したワーカーカードは次回のターム
まで使用できません )

例：食材が 2つあるので [田園 ]へ採取しに
行こうと思いました。
ターゲットカードカードは [大イノシシ ]目
標値は 7です。
手札からフィールドカード [田園 ]とワーカ
ーカード [3] と [4] を出しました。

◆プレイ



複数のプレイヤーが同じフィールドカードを
出した場合、このラウンドに出されたプレイ
ヤーごとの行動力の合計数値を比べ、行動力
が少ないプレイヤーから順に処理します。行
動力が同じ場合は出した枚数の少ない方から、
さらに枚数も同じ場合はラウンドプレイヤー
から順に処理します。

全員がワーカーカードを出したら判定を行い
ます。判定はターゲットカードに描かれた目
標値と、ワーカーカードに描かれた行動力を
比べます。判定は牧場 /田園 /森林 /丘陵 /
厨房の順に行います。
・行動力がターゲットカードの目標値を下回っ
ていた場合、討伐が終了するまで次のラウン
ドもワーカーカードはそのままフィールドに
置かれます。
・行動力が目標値と同じになった場合、その場
にある食材を得ることができます。
・もし行動力が目標値を上回った場合、ワーカー
カードは手札に戻されます。
(故意に目標値を上回るようには出せません ) 

ターゲットを倒した(もしくは逃げ切れた等)
としてターゲットカードに描かれたレア食材と、
置かれた食材チップを得ることができます。
場に出ているワーカーカードの枚数が持ち帰
れる食材の数です。食材が足りない場合は得
られません。また食材が余った場合は次のラ
ウンドに持ち越します。
もし 1つのフィールドに複数のプレイヤーの
ワーカーカードがあった場合は、行動力の合
計が大きい順に食材を得ます。(同じ数の場
合はラウンドプレイヤーから順に取ります。)

例：田園のターゲットカードは [大イノシシ ]、
目標値 [7] です。既にフィールドには青の [2]
があります。
このラウンドでは青のプレイヤーが [1] を、
赤のプレイヤーが [4] を出しました。行動力
の小さい青 [1]、赤 [4] の順に処理します。
行動力の合計が目標値と同じ [7] になったの
で [大イノシシ ]を討伐しました。
行動力の大きい赤のプレイヤーから順に、ワー
カーカードの枚数だけ食材を得ます。
赤のプレイヤーはワーカーカード 1枚なので
食材は１つしか持ち帰れません。

◆採取判定
●行動力が目標値と同数になった時

例：青のプレイヤーも同じラウンドに [田園 ]
のカードを出しました。
ワーカーカードは [2] を出しました。
行動力の合計値が少ない青のプレイヤーから
処理されます。残りの目標値は [5] です。
赤のプレイヤーは行動力が [7] なので目標値
を上回ったため、今回出したワーカーカード
は全て手札に戻されます。



例：このラウンドでは青のプレイヤーが
[2/1/1]を、赤のプレイヤーが[4]を出しました。
行動力の合計が少ないプレイヤーが厨房を使
用できますが、今回は両者とも行動力は [4]
でした。ワーカーカードの枚数は青が 3枚、
赤が 1枚です。
よって赤のプレイヤー厨房を使用し、青のプレ
イヤーのワーカーカードは手札に戻されます。

厨房では食材の加工と料理ができます。
(加工と料理を同時に行うこともできます。)
厨房を利用するには通常とプレイと同じよう
に厨房カード（料理早見表）とワーカーカードと
一緒に出します。この時の行動力がこのラウ
ンドで使用できるメイン食材の数になります。
1ラウンドに厨房に入れるプレイヤーは一人
です。もし同じラウンドに複数のプレイヤー
が厨房カードを出した場合、行動力が少ない
プレイヤーが使用することができます。それ
以外のプレイヤーのカードは手札に戻されます。
(行動力が同じ場合は出した枚数の少ない方
から、さらに枚数も同じ場合はラウンドプレ
イヤーから近い方が利用できます。)

◆厨房のプレイ

加工食材を作ります。加工食材とはチーズ、
パスタ、パン、酒類のことです。
元になる食材1つに付き行動力1を消費します。
麦はパン、パスタまたはエールに、ミルクはチー
ズに、果実はワインに加工することができます。
（厨房のターゲットカードにも描かれています。）

加工食材は専用のパントリーがありそれぞれ
の加工食材は 5つまで保存できます。(ワイ
ンとエールは合わせて5つです。)加工食材チッ
プを所持している数の所へ動かしカウントし
ます。
上の図はチーズ [3] 酒類 [2] を持っている事
を表します。

●食材の加工

ターゲットモンスターから取得した食材をレア素材呼びます。
レア素材の所持数制限はありません。
以下の素材は料理に加えるとボーナスを得ることができます。
・猪の肉：肉類、メインまたは追加食材として使用した場合＋1pt
・ハチミツ：特殊食材、どの料理にも追加素材として使用すると＋1pt
・大鷲の肉：卵類、メインまたは追加食材として使用した場合＋1pt
・竜の卵：卵類、メインまたは追加食材として使用した場合＋2pt
ウサギ肉×2、麦×2、トリの卵×2キノコ×２は得点のボーナスはありませんが、後に書かれ
る料理の際に行動力 1で使用でき、2つ分の素材となります。一つずつに分けて利用することは
できません。

◆レア素材について

レア食材 [トリの卵 ]×２



料理をすると得点を得ることができます。メ
イン食材 1つに付き行動力１を消費します。
メイン食材一つに付き 0.5pt となり、小数点
以下は切り捨てとなります。
メイン食材だけでも料理はできますが、メイ
ン食材 1つに対し、1つの追加食材を追加す
ることができ、追加食材も一つに付き 0.5pt
です。
料理にはパンと酒類（ワインまたはエール）
を一緒に給仕することができます。
それぞれ 0.5pt です。（ワインとエールを同
時に出すことはできません。）
料理は全部で 6種類あります。各料理は 1度
だけ得点計上でき、同じ料理を複数作った場
合は 1番高い点数のみが記録されます。
料理に使った食材はターム終了まで取り除き
ます。

例１
合計 5のワーカーカードを出しました。
麦 1をパン1に、ミルクをチーズに加工します。
[トリの卵 ]3をメイン食材として[キノコ]2
と[チーズ]1を加えて[オムレツ]を作ります。
メイン3＋追加3の[オムレツ]なので3.0pt
です。
一緒にパン (0.5pt) と、手元にあるワイン
(0.5pt) を出します。合計 4pt を得ます。

例２
合計 3のワーカーカードを出しました。
[トリの卵 ]2とレア素材 [トリの卵×2]1 を
メイン食材として [キノコ ]1、[ チーズ ]1、
レア素材の [猪の肉 ]1 を加えて [オムレツ ]
を作ります。
行動力は 3ですが、レア素材 [トリの卵×2]
は 1として扱うので、メイン4＋追加3の [オ
ムレツ ]となり料理の合計は 3.5pt です。
猪の肉のボーナスで＋1pt です。
一緒に手札にあるワイン(0.5pt)を出します。
合計 5pt を得ます。

例 1のオムレツより例 2のオムレツの方が得点を上回ったため、
このプレイヤーのオムレツの得点は 5pt となります。

得点カウンターを乗せてカウントします。

◆厨房のプレイ
●料理をする

メイン 3(1.5pt)＋追加 3(1.5pt)
パン (0.5pt)+ ワイン (0.5pt) 合計 4pt

加工 料理 提供

料理 提供

メイン 4(2.0pt)＋追加 3(1.5pt)
合計 5pt＋レア素材１pt＋ワイン (0.5pt)



オーダーレシピカードは追加得点を得られる
カードです。書かれた条件を満たした時に公開
します。加点はゲーム終了時に行います。
カードには大きく分けて 2種類あり、他のプ
レイヤーよりもいち早く作ると得られるもの
と、レア素材を含めた特別料理があります。
「ドラゴンのオムレツ」は共通のオーダーレシ
ピカードとなり、一番初めに竜の卵を使ったオ
ムレツを作ったプレイヤーが得ることができ
ます。

◆オーダーレシピカード

全てのプレイヤーがワーカーカードを出した
後、食材の分配や調理、得点計算が終わったら
ラウンド終了となり、次のプレイヤーにラウン
ドプレイヤーが移ります。
この時、フィールドカードのみを手札に戻し、
使用したワーカーカードは端によけ、このター
ムの間は使用できなくなります。（討伐されて
いないフィールドのワーカーカードは次のラ
ウンドに持ち越します。）
ワーカーカードを使い切ると次のタームが始
まるまでラウンドには参加しません。
もしもラウンドプレイヤーになった場合は食
材の配置や進行役のみを行います。
一番初めにワーカーカードを使いきったプレ
イヤーはボーナスとして提供済みの料理のう
ち 1つを 1pt プラスします。

1人のプレイヤーを残して他の全てのプレイヤー
がワーカーカードを使い切るとそのタームは
終了します。最後までワーカーカードが残って
いたプレイヤーはプレイを中断します。
プレイヤーは持っている食材チップを確認し、
6枚よりも多い食材は選んで取り除きます。
フィールドに残っている食材チップと、厨房で
食材として使用した食材チップも同じように
取り除きます。
この時、フィールド残っているターゲットカー
ドと、厨房でレア食材として使用したターゲッ
トカードをよく混ぜ再び山にします。
全てのワーカーカードをプレイヤーに戻します。

◆ラウンドの終了 ◆タームの終了

以上を繰り返し、4タームが終わったとき、ゲームは終了となります。各料理の得点と、以下の各賞
ボーナスを合計します。
特別な注文賞：条件を満たしたオーダーレシピカード 1枚に付き 3pt のボーナスを得ます。
各料理賞：各料理で 1番得点の高いプレイヤーの料理はさらに 1pt のボーナスを得ます。
唯一の料理賞：他のプレイヤーが誰もその料理を作っていなければさらに 1ptのボーナスを得ます。
完璧なコース賞：6種類の料理を完成させた全てのプレイヤーは 5pt のボーナスを得ます。
全ての得点を合計し、一番多いプレイヤーの勝利です。

◆ゲームの終了



ルールに関するお問い合わせはメール
またはTwitterにてお問合せください。

制作：NIAGARA GAMES
http://www.niagara-games.com
d-egg@niagara-games.com
Twitter：@NIAGARA_GAMES

ゲームデザイン＆アート：オオタキユウ

アドバンストルール
ゲームの終了を 6タームや 8タームにしても良いでしょう。
ゲームの終了を誰かが 6種類の料理全てを完成させたタームまでにしても良いでしょう。
全てのオーダーレシピカードを公開し、全て共通の目標としても良いでしょう。
加工食材を作れる数をカウンターではなくチップの枚数までに制限しても良いでしょう。
（加工食材チップは裏表違う絵が描かれています。）


