
 

 

 

 

 
＜Granada/グラナダ＞  

【作】：ディルク・ヘン 【プレイ人数】：2人～6人 【和訳】：海長とオビ湾 

 

ここは中世のグラナダ、シエラネバダ山脈の麓。 

アルハンブラが建造され、絶えず成長し続けるこの都市には、 

異なる国から大勢の建築家が集まっていました。 

皆さんも最高の建築家を雇用して、都市の成長に貢献しましょう！ 

学校、公衆浴場、住宅、市場など、造らなければならないものは幾らでもあります。 

果たして立派な巨大都市を築き上げることができるでしょうか。 

 

≪内容物≫                                                 

⇒スタートタイル 6 枚 
アルハンブラが描かれています。 

6 色あり、スタートタイルとして各プレイヤーに 1枚ずつ配られます。 

このスタートタイルを基点にして、グラナダの街を拡張していきます。 

⇒得点マーカー 6 個 
プレイヤーに応じて 6色あり、各プレイヤーの得点を示すために得点トラックに置かれます。 

⇒黒マーカー 1 個 
ゲームボード上の建物広場の横にあるスペースに置きます。 

建物タイルが補充されるときに、奇数と偶数のうちどちらの価値の建物が表向きになるのかを示すた

めに使用します。 

⇒ゲームボード 1 枚 
ゲーム中、以下のものが置かれます。 

貨幣カード/建物タイル/予備の建物タイル/

得点マーカー/黒マーカー 

・ 建物広場：4 枚の建物タイルを置くスペー

スがあります。各スペースは4種の異なる

貨幣と対応しています。 

・ 貨幣カード置き場：4 枚の貨幣カードを置

くスペースがあります。 

・ 貨幣カードの山：貨幣カードの伏せた山札

を置くスペースです。 

・ 黒マーカー置き場：黒マーカーを置くスペ

ースです。奇数と偶数のどちらかに黒マ

ーカーがおかれます。 

・ 予備の建物タイル置き場：各プレイヤーが

予備の建物タイルを置くスペースです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⇒得点サマリー 3 枚 
通常の得点サマリーが 2枚と、簡易ゲーム用の得点サマリーが 1枚あります。 

得点サマリーの表側には各得点タイミングで何番目までのプレイヤーが何ポイント受け取ることがで

きるのかが示されています。 

得点サマリーの裏側には各得点のタイミングでどの建物から順番に得点計算を行っていくかが示され

ています。 

 
↑得点サマリーの表側↑          ↑得点サマリーの裏側 

 

⇒貨幣カード 異なる 4種の通貨で 計 108 枚 
貨幣カードは建物広場から建物タイルを購入するときに使用します。 

 
貨幣カードには種類の異なる 4つの通貨があります。 

各通貨毎に 1～9の数字が 3枚ずつ、計 108 枚です。 

⇒建物タイル 54 枚 
建物タイルを自分の街に置くことで、グラナダの街を拡張していきます。 

建物タイルの表側と裏側のそれぞれに、9種類ある建物のうちのいずれかが描かれています。建物に

はそれぞれ2～13のコストが割り振られており、1種類の建物につき 12枚のタイルがあります。（ただ

し、表裏があるので 9種類×12 枚÷2の計 54 枚です。） 

建物タイルの表側と裏側には互いに異なる種類の建物が描かれています。建物名の右にある矢印マ

ークの色で反対側の建物の種類がわかるようになっています。また、もし片方の建物に示されている

コストが偶数であれば、その裏側の建物のコストは“表側のコストに+1 の”奇数です。その逆も然りで

す。 

建物タイルの中にはタイルの縁に堀が描かれているものがあります。堀は最高で 3辺までです。 

堀の箇所は建物タイルの表側と裏側で一致しています。 

  
↑表側       ↑裏側 

上図：表側に描かれているのはコスト 2 の図書館です。赤色の矢印マークがついているので、その裏

側はコスト 3（+1 の奇数）の市場（赤）です。 

また、表裏に共通して建物タイルの左、下、右が囲まれています。 

⇒得点カード 2 枚 
得点カードは貨幣カードの山札に混ぜて使用します。 

⇒＋100 マーカー 6 枚 

+100 マーカーはプレイヤーの得点が 100 ポイントを超えた時に使用します。これを受け取ることで、

既に100ポイントは得ているものとして、得点トラックの 2週目に得点マーカーを進めるようにします。 

⇒布袋 １枚 

⇒ルールブック 一式 
 

 

 

 



≪ゲームの目的≫                                                 
プレイヤーは中世グラナダの権力者になり、建築者たちを雇用して街をより大きく拡大していくことを

目指します。得点計算のタイミングで、それぞれの建物についてより多く建築していたプレイヤーが得

点することができます。加えて、各プレイヤーは自分の街にある最も長い堀からも得点することができ

ます。ゲーム終了時、最もポイントを多く得ているプレイヤーが勝者です。 

≪ゲームの準備≫                                             
・ 各プレイヤーは自分の色を選び、対応する色のスタートタイルと得点

マーカーを受け取ります。スタートタイルは各自の前に置き、それぞれ

が築いていくことになるグラナダの街の起点となります。 

・ 各プレイヤーは自分の得点マーカーを得点トラックの“0”のスペース

におきます。 

・ ゲームボードをテーブルの全員から手の届くような位置におきます。 

・ 54 枚全ての建物タイルを布袋の中に入れます。これが建物広場の供

給元になります。 

・ 布袋から中を見ないように建物タイルを 1 枚ずつ、計 4 枚取り出します。取り出した建物タイルは

ゲームボード上の建物広場にある 1 から 4 のスペースにおきます。この時建物タイルのコストが

偶数の面が表側になるようにおいてください。その後、黒

マーカーを建物広場の横にある黒マーカー置き場の奇数

のスペースにおきます。（注：右図では矢印が偶数のスペ

ースを指していますが、実際には奇数のスペースにおい

てください。） 

・ 通常の得点サマリー2 枚を表向きにしてゲームボードの

脇におきます。もう1枚の簡易ゲーム用サマリーは簡易ゲ

ームでしか使用しません。 

・ 得点カードの A と B を貨幣カードから取り出し、残りの貨

幣カードをよく混ぜます。 

・ 次に、各プレイヤーの最初の資金を決めていきます。1人

ずつ順番に行ってください。貨幣カードの山札を上から 1

枚ずつめくり、自分の前に表向きにして並べていきます。

並べられた貨幣カードの価値の合計が（どの通貨であるかに関わらず）20 を超えたらめくるのを

やめてください。同じ手順で全てのプレイヤーが自分の前に貨幣カードを並べ終わったら、各自

並んでいる貨幣カードを全て取り、最初の資金にします。これ以降、各自が所有している貨幣カ

ードの内容は他プレイヤーに見せないようにしてください。 

・ 持っている貨幣カードの枚数が最も少ないプレイヤーがスタートプレイヤーになります。（価値で

はなく、枚数の少ないプレイヤーであることに注意してください。）もし最も少ない枚数のプレイヤ

ーが複数いる場合は、その中で最も価値の合計が低いプレイヤーがスタートプレイヤーになりま

す。もしそれでも複数のプレイヤーがいる場合は、その中で一番年下のプレイヤーがスタートプレ

イヤーになります。 

・ 次に、残った貨幣カードの山札の上から 4 枚を取り、ゲームボード上の貨幣カード置き場に表向

きにして並べます。 

・ さらに残った貨幣カードをおおよそ同じくらいの枚数

になるように 5 つの束に分けます。次に、得点カード

の“A”を 2 つ目の束に、得点カードの“B”を 4 つ目の

束に加えて、それぞれの束を個別によく混ぜます。最

後に5つ目の束が一番下になるようにして、次に 4つ

目の束、3つ目の束、の要領で順番に積み上げます。

これで貨幣カードの山札は完成です。完成した貨幣

カードの山札はゲームボード上の貨幣カードの山札

置き場においてください。 

・ メモ：このように貨幣カードの山札を作成することで、

得点カードが出るタイミングが早すぎたり、遅すぎたり

しないようになります。 

 

 

 

 



≪ゲームの進め方≫                                             
スタートプレイヤーから順に、時計回りで自分の手番を行なっていきます。 

手番のプレイヤーは以下の①～③のアクションの中から 1つを選び、実行しなければなりません。 

① 貨幣カードを取る 
② 建物タイルを購入する （手番の最後に⇒④ 建物タイルをおく） 
③ 自分のグラナダの街を改築する 
建物タイルを購入した場合は、手番の最後にその建物タイルを自分のグラナダにおくか、自分の予備

タイルのスペースにおかなければなりません。この手順「④ 建物タイルをおく」は追って説明します。 

 

◆① 貨幣カードを取る 

貨幣カード置き場からカードを取ることができます。取り方には以下の 2つの選択肢があります。 

・ 貨幣カードを 1 枚取る 

・ 合計の価値が 5以下になるように、貨幣カードを複数枚取る 

複数枚の貨幣カードを取るときは、通貨の種類に関係なく価値の合計が 5以下になるようにします。 

 

※右図の例では、プレイヤーは7もし

くは 9 の貨幣カードを取るか、2 と 3

の貨幣カード 2 枚を取るか選ぶこと

ができます。 

 

 

◆② 建物タイルを購入する 

プレイヤーは建物タイルを 1 枚購入することができます。ただし、建物タイルに示されているコストを、

建物タイルがおかれている場所に示されている通貨で支払わなければなりません。コスト以上の価値

になる貨幣カードを支払ってください。ただし、おつりは返ってきません！ 

支払いに使用した貨幣カードは捨て札になります。 

もしコストとぴったりの価値になる貨幣カードを支払うことが出来た場合、そのプレイヤーは追加でア

クションを行なうことができます。通常通り、①～③の 3 つのアクションから 1 つを選んで行なってくだ

さい。 

プレイヤーが手番を行っている間、建物広場の建物タイルが補充されることはありません。建物タイ

ルが補充されるのは、プレイヤーの手番が終了したときのみです。 

アクションで購入した建物タイルは、その時点では自分のグラナダの街の近くにおいておきます。これ

らの新しい建物タイルは手番の最後に自分のグラナダに繋げることができます。 

 

※右図の例では、コスト11で青の通貨

が指定されている建物タイルを購入し

ています。青の通貨で価値が 7 と 4 の

貨幣カードを支払うことができたため、

このプレイヤーは追加のアクションを

行なうことができます。 

 

◆③ 自分のグラナダの街を改築する 

自分のグラナダを改築するアクションでは、次の選択肢の中から 1つを選んでおこないます。 

・ 自分の予備の建物タイル置き場から 1枚を取り、グラナダに繋げる。 

・ 自分のグラナダにある建物タイルから 1枚を取り、自分の予備の建物タイル置き場におく。 

・ 自分のグラナダにある建物の1枚と、自分の予備の建物タイル置き場にある建物タイル 1枚を交

換する。交換しておかれる建物タイルは、それまで建物タイルのあった場所と同じ場所におくこ

と。 

改築をおこなう場合も通常の建築ルール（後述）に従わなければなりません。新たにおかれた建物が

建築ルールに違反していないか確認してください。 

また、スタートタイルは改築で取り除いたり、交換したりすることはできません。 

※あるプレイヤーの例：はじめに建物を購入するアクションをおこない、しかもぴったりの貨幣カードで

支払いました。このプレイヤーは追加のアクションをおこなうことができます。追加のアクションでもう

一度建物を購入するアクションをおこない、これもぴったりの貨幣カードで支払いました。さらに追加

のアクションをおこなうことができます。追加のアクションは改築をおこなうことにし、自分のグラナダ

におかれている建物タイルと、予備の建物タイル置き場にある建物タイルを交換しました。 



 

以上のとおりアクションをおこなったら、手番は終了します。 

アクションで建物タイルを購入していた場合は、「④ 建物タイルをおく」をおこなってください。 

 

◆④ 建物タイルをおく 

手番中に購入した建物タイル（1枚、もしくは複数の場

合もあります）は、手番の最後にどこにおくか決めるこ

とができます。これらの建物タイルは、自分のグラナ

ダの街につなげるか、もしくは予備の建物置き場にお

きます。予備の建物置き場には何枚でも建物タイル

をおくことができます。 

複数の建物タイルを購入していた場合、それぞれを

グラナダの街につなげるか、予備の建物置き場におく

か、自由に選択してかまいません。 

 

建物タイルをグラナダの街につなげる場合、新たに加える建物タイルは購入したときに表になってい

た面が表になるようにおかなければなりません。もし

建物タイルを裏返してつなげたい場合は、1 種類の通

貨で価値が 3以上になるように、貨幣カードを支払わ

なければなりません。このように追加の貨幣カードを

支払った後、建物タイルを裏返してつなげることがで

きます。（この場合も貨幣カードのおつりは返ってきま

せん。） 

 

建物タイルを予備の建物タイル置き場におく場合、建物タイルのどちらの面を表にしておいてもかまい

ません。このとき、追加で貨幣カードを支払う必要はありません。 

※重要：一度街につなげるか、予備の建物タイル置き場におかれた建物タイルは、それ以降ゲーム中

に裏返すことができなくなります。 

 

◆建物タイルをつなげるときの“建築ルール” 

自分のグラナダの街に建物タイルをつなげるときは、以下のルールに従わなければなりません。 

・ 全ての建物タイルが同じ向きになるようにしなければなりません。（つまり、屋根の向きが同じ方

向にならなければなりません。） 

 
・ 隣接する建物タイル同士の“接触する辺と辺”は同じ地形でなければなりません。堀のある辺に

は堀のある辺を、堀のない辺には堀のない辺しか隣接させることができません。 

 
・ 新たに建物タイルをつなげるとき、置いた建物タイルはスタートタイルから“歩いていける”場所で

なければなりません。堀を渡ったり、タイルの外に出ないとたどり着けないような形で建物タイル

をつなげることはできません。 

 
・ 新しい建物タイルは、少なくとも１辺が他のタイルに接触するようにおかなければなりません。 

 



・ グラナダの街に穴（何もなく囲まれたスペース）ができるようなおきかたはできません。 

 
補足：スタートタイルに掘はありません。 

◆手番の終了 

手番中に手に入れた全ての建物タイルを“自分の街につなぐ”か“予備のタイル置き場におく”かした

ら、その場で手番は終了です。 

貨幣カード置き場の貨幣カードが 4枚になるように補充してください。 

もし貨幣カードの山札がなくなってしまったら、捨て札をよく混ぜ、新しい山札として使用します。 

同じように、建物広場の建物タイルが 4 枚になるように補充します。このとき、黒マーカーがおかれて

いるスペース（偶数か、奇数）に対応する建物タイルの面（偶数、その裏は奇数です）を表にしておき

ます。（例：もし奇数のスペースに黒マーカーがおかれている場合、その回に補充されるタイルは全て

奇数の面を表にしておきます。） 

建物広場のタイル補充が終わったら、黒マーカーをもう一方のスペースに移動させてください。 

 

その後、次のプレイヤーに手番が移ります。 

 

※右の図では建物広場の置き場 2 と置き場 4 が空いている状況です。

この 2 箇所に建物タイルを順番に補充していきます。黒マーカーは偶数

のスペースにあるので、補充するタイルは偶数の面を上にして補充しま

す。 

2 箇所の補充が終わった時点で、黒マーカーを奇数のスペースに移動

させます。 

 

 

 

≪得点計算≫                                                
ゲームの途中を含めて、3 回の得点計算がゲーム終了までに行われます。 

最初の 2回の得点計算“A”と“B”は対応する得点カードが貨幣カードの山札から引かれたときに行い

ます。3回目の得点計算はゲームが終了したタイミングで行います。 

ゲーム途中で引かれた“A”と“B”の得点カードはゲームから取り除きます。その後、次のプレイヤー

に手番が移る前に得点計算を行ってください。 

得点計算では、“各建物の所有数”と“自分の街にある最長の堀”から得点を得ることができます。 

得点を得たプレイヤーは、その得点分だけ得点トラック上の得点マーカーを進めます。 

 

◆堀による得点 

各自、自分の街を囲んでいる堀で、長さが最長のものから得点を得るこ

とができます。 

最長の堀を形成している堀1辺につき、1ポイント得点します。自分の街

を囲んでいる堀が対象になるため、街の中に入り込んでいる堀は得点

の対象になりません。 

※右の図では、数字のつけられている 8 つの辺が得点の対象になりま

す。最長でない堀と、街に入り込んでいる堀は得点の対象になりませ

ん。 

 

 



◆建物の所有数による得点 

各建物において個別に得点が発生します。 

対象となる建物ごとに（自分の街に）もっとも多く配置しているプレイヤーが、全てのプレイヤーが配置

している同じ種類の建物の数だけ得点できます。ただし、2 回目の得点計算以降は 1 番多く配置して

いなくても、上位であれば得点できる可能性があります。 

≪得点計算“A”≫ 

1 回目の得点計算は、“A”の得点カードが貨幣カードの山札から引かれた後に行われます。 

“A”の得点計算では各建物ごとに最も多く配置しているプレイヤーだけが得点できます。 

各建物の得点は、『（全てのプレイヤーが配置している同じ種類の建物の数）×1ポイント』です。 

9 種類の建物について、この得点計算を 1つずつ順番に行ってください。。 

もし最も多く配置しているプレイヤーが複数いる場合は、その中で最も価格の高いその種類の建物タ

イルを配置しているプレイヤーが“最も多く配置している”ことになります。 

ゲーム中、建物の配置数については上記のように順位付けを行ってください。 

 

※右の図では School（学校）の得点計算を行っています。 

School の建物タイルは、黄色のプレイヤーが 3 枚、赤色と緑色の

プレイヤーが2枚配置しています。School の合計枚数は7枚なの

で、得点計算“A”では黄色のプレイヤーだけが 7ポイントを得るこ

とができます。 

仮に黄色と赤色のプレイヤーが双方ともに3枚のSchool を持って

いた場合、その中で最も高い価格のSchoolを配置している方だけ

が得点を得ることができます。 

 

 

≪得点計算“B”≫ 

2 回目の得点計算は、“B”の得点カードが貨幣カードの山札から引かれた後に行われます。 

“B”の得点計算では各建物ごとに最も多く配置しているプレイヤーと、2 番目に多く配置しているプレ

イヤーが得点できます。 

最も多く配置しているプレイヤーの各建物の得点は、『（全てのプレイヤーが配置している同じ種類の

建物の数）×2ポイント』です。 

2 番目に多く配置しているプレイヤーの各建物の得点は、『（全てのプレイヤーが配置している同じ種

類の建物の数）×1ポイント』です。 

9 種類の建物について、この得点計算を 1つずつ順番に行ってください。 

 
≪得点計算“C”≫ 

3 回目の得点計算は、ゲームの終了時に行われます。得点カードとは関係していません。 

ゲームは建物広場のタイルを補充しきれなくなったとき、即座に終了します。（詳細は後述） 

“C”の得点計算では各建物ごとに 3番目まで多く配置しているプレイヤーが得点できます。 

最も多く配置しているプレイヤーの各建物の得点は、『（全てのプレイヤーが配置している同じ種類の

建物の数）×3ポイント』です。 

2 番目に多く配置しているプレイヤーの各建物の得点は、『（全てのプレイヤーが配置している同じ種

類の建物の数）×2ポイント』です。 

3 番目に多く配置しているプレイヤーの各建物の得点は、『（全ての

プレイヤーが配置している同じ種類の建物の数）×1ポイント』です。 

9 種類の建物について、この得点計算を 1 つずつ順番に行ってくだ

さい。 

※補足：得点計算の際は、予備の建物タイル置き場に置かれている

建物を含まないようにしてください。 

 

 

 



≪ゲームの終了≫                                               
誰かの手番の終了時に、建物広場に 4 枚まで建物タイルを補充できなくなったら（補充できるだけの

建物タイルが残っていないなら）、即座にゲームは終了します。（4 枚全て補充できなくても、できるか

ぎり建物タイルは補充しておきます。） 

その後、建物広場に残っている建物タイルを置き場の 1から 4の順番に、対応する貨幣カードの合計

が最も高値であるプレイヤーに与えられます。このとき、建物タイルの価格は関係ありません。 

もし対応する貨幣カードの合計価値が同じプレイヤーが複数いる場合は、建物タイルは誰にも与えら

れません。 

こうして与えられた建物タイルは（次に残っている建物タイルの獲得者を決める工程に移る前に）、即

座に自分の街に配置しなければなりません。もちろん、通常の建築ルールも守らなければなりません。

また、このように与えられた建物タイルは、裏返して配置することはできません。 

もし、与えられたタイルを自分の街に配置したくない、または配置できない場合は、その建物タイルを

自分の予備の建物タイル置き場においてください。 

 

以上のように最後の建物タイルの分配がおわったら、3 回目の得点計算を行います。 

3 回目の得点計算のあと、獲得した得点が最も多いプレイヤーが勝利します。 

もし最高得点のプレイヤーが複数いた場合は、その全員が勝者です。 

 

≪2 人用ルール≫                                             
以下の例外事項を除き、通常のルールで遊びます。 

・ 貨幣カードは各通貨・価格ごとに3枚ずつ入っています。このうち、各通貨・価格のカードを1枚ず

つ取り出し、箱に戻します。2 人用ルールでは残った 72 枚の貨幣カードを使用します。 

・ 3 人目の仮想プレイヤーを加えてゲームを進行します。この仮想プレイヤーをディルクと呼びます。

ディルクは自分の街を作ることはありません。ゲーム中手番を行うこともありません。ただし、建物

タイルを集めてはいます。 

・ ゲームの開始時にディルクのためにランダムで 6 枚の建物タイルを引いて上げます。引いたタイ

ルはディルクの所有物として、偶数の面を上にして 2人から見えやすい場所においておきます。 

・ ディルクは得点計算のときに「建物の所有数による得点（前述）」を獲得します。ただし、自分の街

を作っているわけではないので、堀による得点はありません。 

・ 1回目の得点計算が終わった直後に、もう一度ランダムで6枚の建物タイルを引き、そのとき黒マ

ーカーが置かれているスペースに対応する面（偶数もしくは奇数）を上にしてディルクに与えま

す。 

・ 2 回目の得点計算が終わった直後にも、ディルクにタイルを与えます。ただし、このときディルクに

与える建物タイルの枚数は 6枚とは限りません。袋に残っているタイルの数の 3分の 1 の枚数を

取り出し、そのとき黒マーカーが置かれているスペースに対応する面を上にしてディルクに与え

ます。 

・ その他に 1 点だけルールに変更があります。：プレイヤーが建物タイルを手に入れたとき、それを

自分の街に配置するか、予備のタイル置き場に置く以外の選択肢として、「その建物タイルをディ

ルクにあげる」ことができます。 

・ ディルクに建物をあげる場合は、それを購入したときと同じ面を上にしてあげます。もしくは 1種類

の通貨で 3以上のカードを支払って、裏向きにしてあげることもできます。 

 

≪得点計算の簡略化ルール≫                                           
まだゲームに慣れていない人や、子供と遊ぶ場合には、得点計算を簡略化して遊ぶこともできます。 

簡略化ルールで遊ぶ場合は、簡易ゲーム用の得点サマリーを使用してください。 

堀による得点は通常のルールと同様です。 

≪得点計算“A”≫ 

各建物について、最も多く配置しているプレイヤーは 3ポイントを得ます。 

≪得点計算“B”≫ 

各建物について、最も多く配置しているプレイヤーは 10 ポイントを得ます。 

各建物について、2 番目に多く配置しているプレイヤーは 3ポイントを得ます。 

≪得点計算“C”≫ 

各建物について、最も多く配置しているプレイヤーは 18 ポイントを得ます。 

各建物について、2 番目に多く配置しているプレイヤーは 10 ポイントを得ます。 

各建物について、3 番目に多く配置しているプレイヤーは 3ポイントを得ます。 

以上 


