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ゲームの概要                                
ポケットバトルは2つの軍隊によるフィールドバトルを短時間で楽しめる

ゲームです。毎回ゲームを始める前に、戦争の規模（軍隊を編成するた

めのコスト）と、お互いにどの軍隊を使うのかを決めます。それが決まっ

たら、戦いの規模（コスト）以内に収まる範囲で、それぞれ自分の軍隊か

ら使用するユニットを選びます。 

選ばれたユニットは、戦場となる3つのセクターのいずれかへ配備される

ことになります。 

ゲームが始まったら、プレイヤーは交互に自分のユニットに命令を下し

ます。ユニットは指令により移動し、近接戦闘もしくは遠隔射撃等を行な

います。 

より早く、相手の軍隊の半分を壊滅させたプレイヤーが勝利します。 

内容物                                    
・部隊タイル 60枚 

・命令/損害トークン 両面 24枚 

・プレイエイド 2枚 

・サイコロ 6個 

・ルールブック 1冊 

部隊タイルについて                            
タイルはそれぞれが1つの部隊を表しています。この部隊タイルを連結さ

せることで、ユニットを作ることが出来ます。部隊の能力や特徴は下図

のように読み取ることができます。 

 
Traits：特殊能力 Deployment points：編成コスト 

Formation value：フォーメーションポイント 

Engagement dice：近接戦闘用サイコロ 

Shooting dice：遠隔射撃用サイコロ Wound points：損害ポイント 

命令/損害トークンについて                       
両面になっている命令/損害トークンは、ゲーム中に下された命令と受

けた損害を記録するために使用します。 

トークンの片面は命令用、もう一方はユニットが受けた損害を表すため

に使用されます。そのためユニットが損害を受けて損害トークンを使用し

てしまうと、命令を下すための命令トークンも同時に少なくなってしまい

ます。 

 
Order：命令 wound：損害 

バトルフィールドについて                         
バトルフィールドは3つ列に区切られたセクター（左・中央・右）と、5つの

段階に区切られたゾーン（後列A・前列A・近接・前列B・後列B）によって

形成されています。詳しくは下図の通りです。 

 プレイヤーA  

後列右 後列中央 後列左 

前列右 前列中央 前列左 

近接ゾーン 近接ゾーン 近接ゾーン 

前列左 前列中央 前列右 

後列左 後列中央 後列右 

 プレイヤーB  

自陣の左セクターは、相手陣の右セクターが正面にきます。右セクター

も同様に、相手陣の左セクターが正面にきます。 

注意したい点として、バトルフィールドのゾーンについてはユニットが“ど

のような状況であるか”を表すものであり、ユニットがバトルフィールド上

のどの位置にいるかを正確に表すものではありません。 

後列にいるユニットは、“戦闘に参加していない”状況を表しており、通常

は相手の攻撃を受けることがありません。 

前列にいるユニットは“戦闘に参加している”状況を表しており、近接戦

闘や遠隔射撃を行なうことができます。 

近接ゾーンにいるユニットは“敵ユニットと近接戦闘状態にある”状況を

表しています。 

ゲームの準備                                
≪軍隊の編成≫ 

１．戦いを始める前に、各プレイヤーがどの軍隊を使用するのかを決め

て、その軍隊の部隊タイルを全て受け取ります。 

２．次に、今回の戦いの規模を決めます。戦いの規模は、自分の軍隊で

使用できる編成ポイントの上限で表されます。 

３．各プレイヤーは決められた編成ポイントの範囲内で、自分の軍隊の

中から今回の戦いで使用する部隊を選びます。 

４．各プレイヤーは自分の選択した部隊でユニットを組みます。ユニット

とは、１つ以上の部隊が組み合わさることで構成される、部隊によるチー

ムです。ユニットに命令を下すと、そのユニットに編成されている部隊全

てが命令に従った行動することになります。 

ユニットは部隊タイルを横に繋げることで表されます。また、ユニットは

少なくとも１つの損害ポイントがあることが条件です（＃１現時点では、こ

の条件は自動的に満たされます。）。 

ユニットの大きさには制限があります。ユニットに編成された部隊タイル

に示されているそれぞれのフォーメーションポイントを見て、その中で最

低値である数までしかユニットの中に部隊タイルを組み入れることがで

きません。 

例：フォーメーションポイントが3の部隊タイルは、3部隊を超える大きさ

のユニットに組み入れることはできません。フォーメーションポイントが1

の部隊は、自動的に1部隊のみでユニットを構成することになります。 

下図は正しいユニットの組み合わせです。LightCavalry（軽騎兵）のフォ

ーメーションポイントが3であるため、このユニットは3つまでしか部隊を

組み入れることができません。 

 
５．組み合わせたユニットは、この段階では積み重ねた束にしておきま

す。一番上になっている部隊タイルだけが、相手プレイヤーに見えてい

る状態です。 

６．各プレイヤーは戦いの規模の10分の1に値する数の命令/損害トーク

ンを受け取ります。戦いの規模は10の倍数にしておきましょう。60から

100の間にすることを推奨します。 

例：戦いの規模を60と決めた場合、各プレイヤーが受け取る命令/損害

トークンは60/10＝6枚ということになります。 

≪軍隊の配置≫ 

１．各プレイヤーは戦いに使用しない部隊タイル4枚を裏返し、自陣の前

列と後列に置き、セクターの境界線を作ります。 

２．各プレイヤーがサイコロを1回ずつ振り、より大きな数字を出したほう

が攻撃側、小さな数字を出したほうが防御側とします。（※訳者注：これ

はゲーム上の概念であり、ゲーム中の攻撃・手番とは関係がありません。

ゲーム終了時の勝敗に関係する場合があります。） 

３．攻撃側から始めて、交互に自分のユニットを１つずつバトルフィールド

に配置していきます。ユニットは積み重ねた束のまま（一番上の部隊だ

けが見えている状態で）配置します。ユニットは自陣の前列か後列であ

ればどのセクターにでも配置することが出来ます。 

 
４．一方のプレイヤーが全てのユニットを置ききったなら、もう一方のプレ

イヤーは残りのユニットを置ききるまで連続して配置します。両方のプレ

イヤーがユニットを置ききった後、それぞれのユニットを束の形から崩し、

ユニット内の部隊タイルを横に繋げて並べます。※上図の通り。 

ラウンドと手番                               
・戦いはどちらかのプレイヤーの勝利が確定するまで、ラウンドを繰り返

していきます。 



・各ラウンドではプレイヤーが交互に手番を行います。 

・手番を行っているプレイヤーを、アクティブプレイヤーとします。 

・手番は下記の2段階で進められます。 

１．望むのであれば、ユニット1つを準備移動させることができます。この

移動に命令トークンは必要ありません。 

２．命令トークンを使用して自分のユニット1つにアクションを1回行わせ

なければなりません。 

・両方のプレイヤーが命令トークンを使い切ったとき、そのラウンドは終

了します。 

・もし一方のプレイヤーが命令トークンを使い切った場合は、残ったプレ

イヤーは命令トークンを使い切るまで連続して手番を続けることができ

ます。 

・ラウンドが終了したら各プレイヤーは命令トークンを手元に戻します。

またこのラウンド中に失ったユニットに置かれた損害トークンも手元に戻

すことができます。まだユニットに乗っている損害トークンがある場合は、

可能であれば損害分の部隊を失うことにすることで、命令トークンとして

回収することができます。 

・最初のラウンドは攻撃側が最初の手番を行います。それ以降のラウン

ドでは、最初の手番を交互に行っていきます。（2回目のラウンドは防御

側が最初の手番を行い、3回目のラウンドはまた攻撃側が最初の手番を

行います。） 

準備移動 （再編成）                             
望むのであれば、手番の最初に命令トークンを必要としない任意のユニ

ット移動を行うことができます。準備移動では、自陣にいる自分のユニッ

ト1つを選び、隣接するゾーン・セクターに移動させることができます。例

えば後列にいるユニットは、隣接する後列のセクターか、同じセクターの

前列に移動させることができます。例えば前列にいるユニットは隣接す

る前列のセクターか、同じセクターの後列に移動させることができます。 

準備移動では近接ゾーンに移動することはできません。また、近接ゾー

ンにいるユニットは、そもそも近接ゾーンが自陣ではないので移動させ

ることができません。 

アクション                                  
準備移動を行ったか、もしくは行わないことに決めた後、手番のプレイヤ

ーは自分のユニットに1つ以上の命令トークンを使用したアクションを行

わなければなりません。このとき命令を下すユニットは、この手番で準備

移動を行わなかったユニットでなければなりません。 

ユニットに命令を下す際、そのユニットに既に置かれている命令トークン

の数に、さらに1つ多い数の命令トークンを置く必要があります。 

例：もしユニットに1つも命令トークンが置かれていない場合は、そのユニ

ットへ命令を下すために必要な命令トークンは1枚だけです。このユニッ

トに同じラウンドでもう一度命令を下したい場合は、必要な命令トークン

の数は（1+1=）2枚になります。さらにこのユニットに同じラウンドで3回目

の命令を下したい場合は、必要な命令トークンの数は（1+2+1=）4枚にな

ります。そこまで行うと、このユニットの上には7枚の命令トークンが置か

れていることになります。 

 
命令トークンを使用する（命令を下す）ことで、ユニットに以下のアクショ

ンのうちから1つを選んで実行させることができます。（ただし、ユニットに

よっては行えないアクションもあります。） 

１．戦術移動 

２．突撃 

３．近接戦闘の継続 

４．近接戦闘からの離脱 

５．遠隔射撃 

６．特殊能力を使用する 

１．戦術移動                                 
戦術移動で行える移動は、準備移動で行える移動と同じです。 

ユニットがいる場所（ゾーン・セクター）に隣接する場所（ゾーン・セクタ

ー）へ移動できます。戦術移動でも近接ゾーンへの移動はできません。 

２．突撃                                    
近接戦闘用サイコロ（黒）が描かれている部隊（以下、近接戦闘が可能

な部隊と呼称）を含むユニットが前列にいる場合、このユニットは突撃を

行うことができます。 

突撃を行うことで、同じセクターの前列にいる敵ユニットに近接戦闘を試

みることができます。（訳者注：後述しますが、近接ゾーンにいる敵ユニ

ットにも突撃することができます。さらに、ケースにより後列にいる敵ユ

ニットにも突撃可能な場合があります。） 

突撃を行うユニットは、同じセクターの近接ゾーン（そのユニットのすぐ前

のゾーンです。）に移動します。 

突撃を受けたもう一方のプレイヤーは次の選択肢の中からいずれかの

方法を選んで突撃に対応します。 

 

≪Ａ．突撃ユニットを迎撃する≫ 

近接戦闘が可能な部隊が含まれているユニットが、敵の突撃ユニットと

同じセクターの前列にいる場合は、突撃ユニットに対して迎撃を行うこと

ができます。迎撃を行うユニットに命令を下し（命令トークンを使用し）、

近接ゾーンにいる突撃ユニットに接触させます。このようにして接触した

ユニット同士は、近接戦闘状態になります。（詳細は“近接戦闘”を確認

してください。） 

 
Charge：突撃 Intercept：迎撃 

≪Ｂ．突撃ユニットを遠隔射撃する≫ 

遠隔射撃が可能な部隊（白い遠隔射撃サイコロが描かれている部隊）が

含まれているユニットが、敵の突撃ユニットと同じセクターの前列にいる

場合は、突撃ユニットに対して遠隔射撃を行うことができます。遠隔射撃

を行うユニットに命令を下し（命令トークンを使用し）、通常の遠隔射撃ル

ール（後述）に従って攻撃を行います。もし遠隔射撃の後に突撃したユ

ニットが全滅していなかった場合、手番のプレイヤー（即ち突撃したプレ

イヤー）は同じセクターの前列か近接ゾーンにいる敵ユニット1つを自由

に選んで近接ゾーンに移動させ、近接戦闘状態にすることができます。 

 
Charge：突撃 Shoot：遠隔射撃 

≪Ｃ．待機する≫ 

どのユニットにも命令を下さないことも可能です。 

この場合、手番のプレイヤー（即ち突撃したプレイヤー）は同じセクター

の前列か近接ゾーンにいる敵ユニット1つを自由に選んで近接ゾーンに

移動させ、近接戦闘状態にすることができます。 

注意：突撃を受けたプレイヤーが、これに迎撃／遠隔射撃を行ったばあ

いでも、これは手番を行ったことにはなりません。あくまでも突撃を行っ

たプレイヤーの手番中に行われたリアクションになります。突撃を行った

プレイヤーの手番が終わり次第、突撃を受けたプレイヤーの手番（準備

移動＋アクション）が始まります。 

近接戦闘状態のユニットへの突撃                   
既に近接戦闘状態にあるユニットを突撃の対象とすることも可能です。 

このとき、既に近接状態にある敵ユニットの横（90度の位置）にタイルを

接触させるようにして置きます。横に接触しているという置き方自体に特

別な意味はありません。（訳者注：複数のユニットが近接戦闘に参加して

いることをわかりやすくするための置き方と考えられます。） 

このように近接状態になった場合でも、通常の近接戦闘のルールが適

用されます。攻撃は1回につき1つのユニットのみが行い、その結果を受

けるユニットも1つです。同じように、反撃についても攻撃を受けたユニッ

トが（攻撃をしかけてきた）1つのユニットに対してのみ行います。 

もし味方ユニットと近接戦闘状態にある複数の敵ユニットに突撃を行う

場合、近接戦闘状態にあるユニットのグループが2つに分裂します。下

図の例では、1対1の近接戦闘状態が2つになる様子が示されています。 

 
Charge：突撃 

前列・近接ゾーンに敵ユニットがいないセクターへの突撃          
突撃を行なったセクターの近接ゾーン、及び敵前列に敵ユニットが存在

しなかった場合、同じセクターの後列にいる敵ユニット1つを自由に選ん

で近接ゾーンに移動させ、近接戦闘状態にすることができます。突撃を

受けたプレイヤーは、この突撃に対してユニットによる迎撃・遠隔射撃を

行なうことは出来ません。 

敵ユニットが存在しないセクターへの突撃                    
突撃を行なったセクターのどのゾーンにも敵ユニットが存在しなかった

場合、突撃したユニットは“側面攻撃”をすることができます。“側面攻



撃”をするユニットは、隣接するセクターの敵ユニット1つを（どのゾーン

に存在するかに関わらず）自由に選んで近接ゾーンに移動させ、近接戦

闘状態にすることができます。側面攻撃を受けたプレイヤーは、この突

撃に対してユニットによる迎撃・遠隔射撃を行なうことは出来ません。近

接戦闘終了時に生き残っているユニットは、近接戦闘が行なわれたセク

ターの前列に戻ります。（訳者注：側面攻撃で近接戦闘状態が起こるセ

クターは、攻撃を受けたユニットが存在したセクターになります。） 

近接戦闘                                  
突撃を行なうことで（突撃したユニットが遠隔射撃で全滅しない限り）突

撃したユニットと敵ユニットの間に近接戦闘が発生します。 

近接戦闘は以下の手順で進められます。 

１．手番のプレイヤーがサイコロを1つ振ります。もし攻撃を行なう自軍ユ

ニットが同じ手番中に突撃したユニットであれば、追加でサイコロを1つ

振ることができます。（訳者注：つまり、自ユニット突撃時の近接戦闘で

あればサイコロを1つ追加できます。） 

２．サイコロの出目と、攻撃を行なったユニットに書かれている近接戦闘

用サイコロの出目（黒いサイコロのマーク）を照らし合わせます。このとき、

サイコロとユニットに示された出目が一致した数だけ攻撃がヒットしたこ

とになります。（下記例を要参照） 

例：近接戦闘用サイコロが3・3・4・4・5のユニットがサイコロを振って4が

出た場合、攻撃は2回ヒットします。（サイコロの出目1つ×近接戦闘用サ

イコロの出目2つ） 

例：近接戦闘用サイコロが3・3・4・4・5のユニットがサイコロを2つ振って4

と5が出た場合、攻撃は3回ヒットします。（1×2＋1×1=3） 

３．攻撃を受けた（ヒットされた）ユニットは直ちにヒット1回につき1つ損害

を受けます。各部隊は部隊タイルに示されている損害ポイント（WP）の

数だけ損害を受けるとゲームから取り除かれてしまいます。 

例：騎兵（Cavalry：各2WP）2つと歩兵連隊（Infantry：1WP）1つで構成さ

れているユニットが1回ヒットを受けた場合、攻撃を受けたプレイヤーは

“歩兵連隊を取り除く”か、“さらに1WP耐えられる騎兵をあえて取り除く”

か、“騎兵に損害トークンを置く”かのいずれかを選択することが出来ま

す。（訳者注：さらに1WP耐えられる騎兵をあえて取り除く理由としては、

「歩兵連隊を生き残らせたいが、騎兵に損害トークンを置くことでラウン

ド中使用できる命令トークンを減らしたくない」という例などが考えられま

す。） 

例：上の例と同じユニットで騎兵が損害を1つ受けているとします。このユ

ニットがさらにヒットを1回受けた場合、“損害1つを受けている騎兵を取

り除く”か、“まだ損害を受けていない騎兵に損害トークンを置く”か、“歩

兵部隊を取り除く”かのいずれかを選択することが出来ます。 

例：下図において、ローマ軍のプレイヤーがサイコロを1つ振ったところ、

出目は4でした。攻撃は2回ヒットしたことになります。ケルト軍のプレイヤ

ーは損害1つに対して貴族部隊を取り除き、残る損害1つに対して貴族

騎兵に損害トークンを1枚置きました。 

 
可能である限り、損害トークンは損害を受けたプレイヤーがこのラウンド

中でまだ使用していないトークンを使わなければなりません。もし全ての

トークンを命令か損害に使用してしまっていた場合は、自分のユニットに

置かれている使用済みの命令トークンを必要なだけ取って損害トークン

として使用します。使用済みの命令トークンもない場合（全てのトークン

が損害トークンとして使用されている場合）は、損害トークンを置く代わり

に、部隊を取り除かなくてはなりません。 

４．取り除かれた部隊は相手プレイヤーに渡します。これにより、敵軍の

戦力をどれだけ失わせたか、いつでも確認することができます。 

５．次に、攻撃を受けたユニットが生き残った部隊で反撃を行ないます。

反撃のヒット判定については前述した近接攻撃と同様です。（サイコロを

振り、近接戦闘用サイコロと一致した数だけ攻撃がヒットし、ヒットに応じ

て損害トークンが置かれるか、部隊が取り除かれる。） 

反撃を行なうために命令を下す必要はありません。そのため、命令トー

クンを使用する必要もありません。 

６．近接戦闘が終わっても敵味方双方のユニットが生き残っていた場合、

そのユニットは敵ユニットと接触したまま近接ゾーンに残ります。（訳者

注：接触しているということは、近接戦闘状態が継続していることを表し

ます。） 

もし近接戦闘が終わったときに片方のユニットが全滅していた場合、残

ったユニットは近接戦闘状態ではなくなり、同じセクターの自陣前列に戻

ります。 

３．近接戦闘の継続                            
もし手番の開始時に、1つ以上の敵ユニットと近接戦闘状態にある自軍

ユニットがあるならば、プレイヤーはこの自軍ユニットに近接戦闘の継続

を命じることができます。 

この命令により行なわれる近接戦闘は、前項“近接戦闘”で説明された

ものと同様です。（まず命令を下された自軍ユニットが攻撃を行い、敵軍

ユニットが損害を受けた上で、可能であれば反撃する） 

ただし、手番中に突撃を行っていなので、突撃によるサイコロの追加が

行なわれることはありえません。 

４．近接戦闘からの離脱                         
もし手番の開始時に、1つ以上の敵ユニットと近接戦闘状態にある自軍

ユニットがあるならば、プレイヤーはこの自軍ユニットに近接戦闘からの

離脱を命じることができます。離脱した自軍ユニットは同じセクターの自

陣前列に戻ります。 

近接戦闘からの離脱を行なう際、離脱しようとしているユニットと近接戦

闘状態にある全ての敵ユニットは、離脱しようとしているユニットに対し

て追撃を行なうことができます。追撃の判定は“近接戦闘中の反撃”と同

様です。追撃にも命令トークンを使用する必要はありません。 

追撃による損害を受けた上で、離脱しようとしているユニットが全滅して

いないのであれば、そのユニットは同じセクターの自陣前列に戻ることが

できます。同様に、離脱され近接戦闘状態ではなくなった敵ユニットも自

陣前列に戻ります。 

５．遠隔射撃                                
遠隔射撃用サイコロ（白）が描かれている部隊（以下、遠隔射撃が可能

な部隊と呼称）を含むユニットが前列にいる場合、このユニットは遠隔射

撃を行うことができます。 

遠隔射撃の判定は近接戦闘の判定と似ていますが、以下の通りです。 

１．手番のプレイヤーは遠隔射撃を行なうユニットと同じセクターで、近

接ゾーンもしくは敵陣前列にいる敵ユニット1つを選び、攻撃対象としま

す。 

２．サイコロを1つ振ります。サイコロの出目と、攻撃を行なったユニットに

書かれている遠隔射撃用サイコロの出目（白いサイコロのマーク）を照ら

し合わせます。このとき、サイコロとユニットに示された出目が一致した

数だけ攻撃がヒットしたことになります。 

３．攻撃を受けた（ヒットされた）ユニットは直ちにヒット1回につき1つ損害

を受けます。各部隊は部隊タイルに示されている損害ポイント（WP）の

数だけ損害を受けるとゲームから取り除かれてしまいます。 

可能である限り、損害トークンは損害を受けたプレイヤーがこのラウンド

中でまだ使用していないトークンを使わなければなりません。もし全ての

トークンを命令か損害に使用してしまっていた場合は、自分のユニットに

置かれている使用済みの命令トークンを必要なだけ取って損害トークン

として使用します。使用済みの命令トークンもない場合（全てのトークン

が損害トークンとして使用されている場合）は、損害トークンを置く代わり

に、部隊を取り除かなくてはなりません。 

取り除かれた部隊は相手プレイヤーに渡します。これにより、敵軍の戦

力をどれだけ失わせたか、いつでも確認することができます。 

近接戦闘状態のユニットへの遠隔射撃                
既に近接戦闘状態にある敵ユニットを遠隔射撃の対

象とすることも可能です。このとき、遠隔射撃の判定

は通常通り行なわれますが、その損害は対象となる

近接戦闘に関わっている全てのユニットに分配され

ます。（小数点以下切り上げ） 

 

前列・近接ゾーンに敵ユニットがいないセクターへの遠隔射撃          
遠隔射撃を行うセクターの近接ゾーン、及び敵前列

に敵ユニットが存在しなかった場合、同じセクターの

後列にいる敵ユニット1つを自由に選んで遠隔射撃の

対象にすることができます。 

 

 

敵ユニットが存在しないセクターへの遠隔射撃            
遠隔射撃を行うセクターのどのゾーンにも敵ユニ

ットが存在しなかった場合、隣接するセクターの前

列か近接ゾーンにいる敵ユニット1つを自由に選

んで遠隔射撃の対象にすることができます。 

 

 

６．特殊能力を使用する                          
いくつかの部隊が備えている能力（traits）は、通常のゲームルールより

も優先されて適用されます。その中でも特に強力な“特殊能力

（SpecialTraits）”に関しては命令を下し、命令トークンを使用しないと効

果を発揮しません。この“特殊能力”はゲームの最も最初の手番、つまり、

攻撃側の最初の手番では使用することができません。 

 
Special Traits：特殊能力 

（※訳者注：通常の能力と異なり、自軍カラーに包まれています。） 

７．手番をパスする                             
もしも手番になったとき何も行ないたくない場合は、手番を完全にパス

することが出来ます。パスを行なう場合、まだ使用していない命令トーク



ンをテーブルの脇に置き、あたかも命令に使ったかのように使用済み状

態として処理します。その後、相手プレイヤーの手番に移ります。 

パスは戦略的な意味を持った行動です。強力な敵と戦いたくない局面な

どで使用することもあるでしょう。 

ゲームの終了の勝者                           
ゲームはどちらかのプレイヤーが降参するか、ラウンドの終了時にどち

らかのプレイヤーが相手軍隊の半分以上を取り除いていること（取り除

いた敵部隊タイルの損害ポイントを足して計算します。）で終了します。

降参しなかったプレイヤー、もしくは相手軍隊の半分を取り除いたプレイ

ヤーの勝利です。もし両方のプレイヤーが相手軍隊の半分以上を取り

除いていたら、より多くの相手軍隊を取り除いていたプレイヤーが勝利し

ます。それでも同じ場合は、防御側が勝利します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【ローマ軍サマリー】 

能力一覧                                     
≪★特殊能力≫※攻撃側の最初の手番は使用不可能 

※命令トークンを消費 

★Double Order/ダブルオーダー： 

このユニットに命令を下すことで、他の自軍ユニット 2 つに命令を下すこ

とが出来る。ただし、命令時の命令トークンは通常通り使用しなければ

ならない。1 つ目のユニットの行動が完全に処理されてから、2 つ目のユ

ニットの行動を処理すること。（※命令トークンの消費だけでなく、命令を

下す必要あり） 

★Excite/エキサイト： 

自軍ユニットが“突撃”、“近接戦闘の継続”、“遠隔射撃”のいずれかを

行なうとき、使用するサイコロを 1 つ追加することができる。 

≪能力≫ 

+X Engagement/近接戦闘＋X： 

近接戦闘を行なうとき、使用するサイコロを X の数だけ追加することが

できる。 

Impetus/猛進： 

突撃時の近接戦闘を行なうとき、通常はサイコロ 1 つ追加のところを、こ

のユニットは 2 つ追加することができる。 

Leader/リーダーシップ： 

このユニットがバトルフィールドにいる限り、命令/損害トークンを 1 枚追

加で使用することができる。このユニットが取り除かれた場合、追加のト

ークンは使用できなくなる。 

Long Range/ロングレンジ： 

このユニットは後列にいても遠隔射撃を行なうことができる。ただし、的

ユニットの突撃に対しては遠隔射撃を行なうことが出来ない。 

Reactive/反動： 

このユニットに命令を下すときに使用する命令トークンの数は、それまで

に置かれた命令トークンの数と同数でよい。（通常はそれまでに置かれ

た数に＋1）。命令トークンが置かれていない場合は 1枚必要。 

+X Shooting/遠隔射撃＋X： 

遠隔射撃を行なうとき、使用するサイコロを X の数だけ追加することが

できる。 

Slow/鈍足： 

このユニットは準備移動で移動することができない。 

Wide Arc/広域カバー： 

このユニットは隣接するセクターの前列と近接ゾーンにいる敵ユニットを

遠隔射撃の対象とすることができる。 

+X Wounds/損害＋X： 

このユニットが近接戦闘時か遠隔射撃時を行なって 1 回でも敵ユニット

にヒットさせることができたとき、X の数だけ追加で損害を与えることが

出来る。 

部隊一覧                                   
ROM01：Imaginifer/旗手④ 

ROM02：Aquilifer/アクィラの旗手④ 

ROM03：Onager/投石器（オナガ―）⑤ 

ROM04：Scorpio/スコーピオ⑤ 

ROM05：Ballista/バリスタ⑤ 

ROM06：Centurion/百人隊長⑥ 

ROM07_09：Praetorians/近衛兵団④ 

ROM10：Imperator/皇帝⑦ 

ROM11_14：Auxiliares/補助兵団② 

ROM15_19：Legionaries/軍団兵③ 

ROM20_24：Archers/弓兵隊③ 

ROM25_27：Cataphracts/重騎兵⑤ 

ROM28_30：Cavalry/騎兵④ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ケルト軍サマリー】 

能力一覧                                     
≪★特殊能力≫※攻撃側の最初の手番は使用不可能 

※命令トークンを消費 

★Heal/ヒール： 

このユニットに命令を下すことで、自軍ユニットに乗っている損害トーク

ンを 1 つ取り、まだ使用前の命令トークンとして手元に戻すことができる。

（※命令トークンの消費だけでなく、命令を下す必要有り） 

★Excite/エキサイト： 

自軍ユニットが“突撃”、“近接戦闘の継続”、“遠隔射撃”のいずれかを

行なうとき、使用するサイコロを 1 つ追加することができる。 

≪能力≫ 

Disband/分断： 

このユニットが近接戦闘時か遠隔射撃時を行なって 1 回でも敵ユニット

にヒットさせることができて、かつその敵ユニットが全滅していなければ、

相手プレイヤーはまだ使用していない命令トークンを攻撃を受けたユニ

ットの上に置き、あたかも使用済み状態であるかのように扱う。 

+X Engagement/近接戦闘＋X： 

近接戦闘を行なうとき、使用するサイコロを X の数だけ追加することが

できる。 

Fast/機動力： 

手番の最初に、このユニットは移動を行なうことができる。この移動は準

備移動と同様である。 

Fury/激怒： 

このユニットは、上に乗っている損害トークンの数と同じだけ近接攻撃時

にサイコロを追加できる。 

Impetus/猛進： 

突撃時の近接戦闘を行なうとき、通常はサイコロ 1 つ追加のところを、こ

のユニットは 2 つ追加することができる。 

Overwhelming/圧倒： 

このユニットが突撃を行って敵ユニットを全滅させた場合、命令トークン

を使用することなく、さらにもう 1 つ敵ユニットを選んで突撃を行なうこと

ができる。 

Reactive/反動： 

このユニットに命令を下すときに使用する命令トークンの数は、それまで

に置かれた命令トークンの数と同数でよい。（通常はそれまでに置かれ

た数に＋1）。命令トークンが置かれていない場合は 1枚必要。 

部隊一覧                                   
CEL01: Druid/ドルイド（魔術師）⑥ 

CEL02: Warrior Queen/戦士の女王⑦ 

CEL03: Chariot/戦車⑦ 

CEL04: Hero/英雄⑤ 

CEL05_06: Gaesatae/ガエサタエ⑤ 

CEL07_10: Javelinmen/投槍部隊② 

CEL11: Champion/チャンピオン⑤ 

CEL12_14: Horsemen/騎馬隊⑤ 

CEL15_17: Noble Cavalry/貴族騎兵⑤ 

CEL18_20: Noble men/貴族部隊③ 

CEL21_24: Slingers/投石部隊③ 

CEL25_29: Warband/戦士団③ 

CEL30: Warchief/戦士長⑤ 

 


