
場所カードの詳細 
  クラウドファウンダー
手番プレイヤーはミント置き場からミントを３個得ます。その後、他プ
レイヤーはミント置き場からミントを１個ずつ得ます。 

 リーダーシップ評議会
手番プレイヤーは、スタートプレイヤーマーカーとミント置き場からミント
を１個得ます。すでにスタートプレイヤーマーカーを所持している場合で
も、この場所を使用することができます。 

 宝くじ
手番プレイヤーは計画カード山札の一番上からカードを１枚引き、自
分の近隣エリアに裏向きに並べます。この場所カードは計画カード「宝
くじ」を誰かが建設するまで、使用可能（ミント配置スペースがある側）
になりません。

  リサイクル業者
自分の近隣エリアにある計画カードもしくは建造物のいずれか１枚を
選び、裏向きにして計画カード山札の一番下に戻します。

計画カードを戻した場合、記述されているコストと の合計と同じ数
だけ、ミント置き場からミントを得ます。

建造物を戻した場合、記述されたコストと、現時点でその建造物から
獲得できる の合計と同じ数だけ、ミント置き場からミントを得ます。 

 仕入先
計画カードに記述されているコストと同じ数のミントをミント配置ス
ペースに置ます。その後、計画置き場から任意の計画カードを１枚選び、
裏向きにして自分の近隣エリアに並べます。 

  交換会
自分の近隣エリアから計画カードもしくは建造物のいずれか 1 枚を選
び、表向きにして計画置き場に並べます。その後、計画置き場から任
意の計画カードを１枚選び、裏向きにして自分の近隣エリアに並べます。 

  人材派遣会社
手番プレイヤーは別の場所カードを選び、その効果を実行します。配
置スペースに置くミントの数は、選んだ場所を実行するために必要な
数に 1 を足した数となります。人材派遣会社の対象となるのは、その
場所のスペースが少なくとも 1 つ使用されている場所です。

 卸売業者
主要場所カード「生産者」と同様に、ミント置き場からミントを２個得
ます。 この場所は計画カード「卸売業者」を誰かが建設するまで、「オー
プン（ミント配置スペースがある）」側になりません。

プレイ方法などをご覧ください（英語）

建造物の詳細
   組み立て機
主要場所カード「仕入先」から購入した計画は、表向きにして、自分
の近隣エリアに建造物として並べます。  

   橋
文化 建造物２つ分としてカウントします。この効果は以下の建造物
の効果や処理に影響します :
　ミュージアム、オベリスク、事業本部、得点計算時の同点解決

   生活協同組合
保守フェイズ時、ミント置き場からミントを１個得ます。その後、他プ
レイヤーを１人選び、選ばれたプレイヤーはミント置き場からミントを
１個得ます。 

   事業本部
保守フェイズ時、自分の近隣エリアにある建造物１つごとに、ミント置
き場からミントを１個得ます。これには事業本部自体も含まれます。 

   クレーン
主要場所カード「建設業者」で計画を建設する時に、支払うミントが１
個少なくなります。ただし、支払うミントの数は１未満にはなりません。 

   ギャラリー
保守フェイズ時、ミント置き場からミントを１個取り、ギャラリーの上に
置きます。置いたミントは１個ごとに １になります。 

   ゴミ処理場
自分の近隣エリアにある文化 建造物から、 をそれぞれ１ずつ減
らします。ただし はマイナスにはなりません。

  宝くじ
この計画を建設した時、証書場所カード「宝くじ」を 「オープン（ミン
ト配置スペースがある）」側にします。今後は他の場所カードと同様に、
全てのプレイヤーが利用可能になります。

保守フェイズ時に、いずれかのプレイヤーが証書場所カード「宝くじ」
を使用していた場合、この建造物の所有者はミント置き場からミント
を２個得ます。 

   ミュージアム
自分の近隣エリアにある文化 建造物１つごとに １を獲得します。

   オベリスク
自分の近隣エリアにある建造物１つごとに １を獲得します。

   トラック
主要場所カード「仕入先」で計画を購入する時、支払うミントが１個少
なくなります。ただし、支払うミントの数は１未満にはなりません。 

   ヴォルト
自分の近隣エリアにある計画ごとに を獲得します。 

  卸売業者
この計画を建設した時、証書場所カード「卸売業者」を「オープン（ミ
ント配置スペースがある）」側にします。今後は他の場所カードと同様に、
全てのプレイヤーが利用可能になります。

保守フェイズ時に、いずれかのプレイヤーが証書場所カード「卸売業者」
を使用していた場合、この建造物の所有者はミント置き場からミントを
１個得ます。 

● AIカードから対戦相手を選びます。A Iカードは２枚あり、両
面それぞれで４つのA I から選ぶことができます。

● 主要場所カード４枚と証書場所カード２枚を縦１列に並べま
す。「１プレイヤー」か「クローズ」側を表向きにして、次の
順番で並べます：生産者、卸売業者、建設業者、仕入先、リー
ダーシップ評議会、宝くじ 

● 選択ルール：上級場所カード１枚をランダムに選び、宝くじ
の後ろに並べます。

● 全ての計画カードを裏向きにし、よく混ぜて山札を作り、計画
置き場の横に置きます（右図参照）。

● 計画カード山札から２枚引き、表向きにして並べ、計画置き
場を作ります。 

● ミントは近くにまとめて置き、ミント置き場を作ります。

● プレイヤーは、ミント置き場から白ミントを３個取ります。

●  AIカードに書かれている「ゲーム開始時のミント割当数」と同
じ数をミント置き場から取り、AI の近隣エリアに配置します。 セットアップが完了すると、上図のようになります。
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1 人用ゲームでは、通常ルールを次のルールで上書きします :
● 計画カードが主要場所カード「仕入先」もしくは何らかの効果（交換ではない）によって計画置き場から取られた時、直ちに計画カー

ド山札から１枚引き、計画置き場に補充します。

●  AIの手番では、常に場所カードの列の一番上（生産者）から順にミント配置スペースをチェックしていき、最初に利用可能なミン
ト配置スペースでアクションを実行します。

●  AI がいずれの場所カードも選べない場合、パスをします。

●  AI が配置を実行する時、AI の近隣エリアから必要な数のミントを取り、該当するミント配置スペースに置きます。
● 保守フェイズで、場所カードに置かれた全てのミントを戻す時、主要場所カード「仕入先」にミントが無かったら、計画置き場の

２枚を裏向きにして計画カード山札の一番下に戻し、新たに２枚引いて並べます。
●  AI は常に古い計画から建設していきます。
●  AI は計画の購入時、AI カードに記述されている仕入先優先度に基づいて購入を行います。まず、利用可能な計画のコストをチェッ

クします。コストが同じ場合、計画のタイプを確認します。それでも同じ場合、計画カード山札にもっとも近い位置の計画を購入
します。
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説明書裏面：建造物詳細 - エラッタ

12 月 1日に発売した「ミントワークス日本語版」の説明書において、
以下の文章に誤りが含まれておりました。

説明書裏面：建造物詳細　「クレーン」と「トラック」の両項目、最後の文章
×ただし、支払うミントの数は 1以下にはなりません。
○ただし、支払うミントの数は１未満にはなりません。

カード効果に関しましては、カード「クレーン」「トラック」に書かれている、
「〜使用時、ミント１個少なく支払う（最小は１）」のとおりとなります。

ご迷惑おかけし、大変申し訳ありません。
下部に、説明書の部分訂正用のデータを掲載いたしますので、
ご希望の方は、お手数ですが印刷していただき、貼り付けていただければと思います。

今後とも、サイコロ堂をよろしくお願いいたします。


