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ストップ！ latice.com/how
こういうゲームです… ...そしてこのようにプレイします

内容物

ゲームの準備

プレイヤーが4人以上いますか？

トーナメント式の準備

42 28 21

1 ゲームボード

枚（ずつ） 枚（ずつ） 枚（ずつ）

羽

黄色

何かお困りですか？ 喜んでお手伝いします。

他のプレイ方法をお探しですか？
当社サイトをご覧ください：latice.com/more

support@adacio.com
鳥

紺色

カメ

マゼンタ

花

赤

ヤモリ

緑

イルカ

ティール

84 タイル（カラータイル72枚とウィンドタイル12枚）

カラータイルには6種類の色と6種類の形があり、各タイル
は2つずつあります。

すべてのカラータイルとウィンドタイルを表を下にして積
み重ね、一緒にシャッフルします。それからプレイヤーのプ
ールに均等に配ります。

タイルを配った後、各プレイヤーは
プールから5枚のタイルを引き、自分
のラックに置きます。 

ペアになってチームでプレイ！パートナーを選んで一緒に
勝てるよう作戦をたてながらプレイしましょう。やっぱり一
人の頭脳より二人の頭脳の方が優れていますよね。

ゲームでスキルアップして運任せの状況を減らしたいで
すか？ カラータイルをウィンドタイルとは別にシャッフル
し、それをプレイヤーのカードプールに配ります。それか
ら各プレイヤーに均等にウィンドタイルを配り、各プレイ
ヤーに自分のプールの中でシャッフルしてもらいます。

16 サンストーン 20 ハーフストーン

4 タイルラック

L A T I C ELaticeはタイルを色と形で一致させる戦略ゲー
ムです。最初にすべてのタイルをプレイしたプ
レイヤーが勝ちます。

自分のラックからタイルをボ
ード上のタイルと…

複数の辺を一致させるとス
トーンを獲得できます。

スピードタイルでより
多くのタイルを置け

ます

ウィンドタイルを使用してボー
ドのレイアウトを変更

特別スクエアでプレイするこ
とによってさらに多くの移動

を獲得しましょう。

上のすべてを組み合わせてエキサイティング
な コンボを作って、自分のプールからタイル

を 誰よりも先に手放した人が勝ちです！

...一致させます。

このゲームのプレイ方法は読んで学ぶものではありませ
ん！代わりに、オンラインで次の動画を見てみましょう：



?

カラータイルをプレイ

ウィンドタイルをプレイ

+ 追加の1手

+1

1

2

3

タイルを交換 パス

• カラータイルをプレイ         • タイルを交換 
• ウィンドタイルをプレイ       • パス

ゲームの開始

自分の番

色で一致

ウィンドタイルをプレイ
（パイルに捨てる）

タイルを動
かす

1
もう1回プレイ

する

2

形で一致

一番若いプレイヤーから始め、ラックのタイ
ルを中央（ムーン）のスクエアに置き、自分
のプールからタイルを1枚引いて自分の番
を完了します。

ウィンドタイルを使うと、今置かれているタイルを上下左
右に移動して隣接するスクエアを空けることができます。
ウィンドタイルは使うごとに1手として数えられます。ウィ
ンドタイルは使った後捨てて、もう1回動かせます。

プレイする代わりに自分の番をパスすることができます。
タイルをプレイできない、または交換できない場合はパ
スする必要があります。

自分の番の最中に1手以上プレイできますか？

大抵はパスよりもタイルを交換した方が
賢明です。

はい！ 次のページでその方法をご覧ください。

ヒント

ウィンドタイルをプレイした後はもう1手プ
レイできます。カラータイルをプレイした
り、交換したり、別のウィンドタイル（自分の
ラックにある場合）をプレイしたりすること
もできます。ストーンは必要ありません！ 

ウィンドタイルをプレイするときは、ボードで動
かすタイルを隣接するタイルと一致させる必要
はありません。

ウィンドタイルで動かされたタイルは、ボード上
の他のタイルから動かして引き離すことができ
ます。

追加の1手でカラータイルをプレイするときは、
ウィンドで動かしたタイルに関連する位置に置
く必要はありません。

カラータイルを使う場合、カラータイルを今あるのタイル
の隣のボードに追加し、隣接する（斜めでない）すべての
タイルを色または形で一致させます。タイルは4つの辺
のいずれか、または4辺すべてで繋げることができます
が、各辺は色または形（もしくは両方）が一致していなけ
ればなりません。カラータイルは使うごとに1手として数
えられます。 

1手を利用して、自分のラックのタイルの
一部または全部を自分のプールにある
同数の新しいタイルと交換することがで
きます。 

自分のラックから交換したいタイルを取り出し、自分のプ
ールから同数の新しいタイルを引いて自分のラックに置
き（このときにタイルを見てはいけません）、交換したタ
イルを自分のプールに戻してシャッフルします。タイルは
交換するごとに1手として数えられます。

自分の晩の最初の1手は常に自由です。
次の4つから選べます：

新しいタイルを引けるのは自
分の番の終わりのみです。



ストーンと追加の1手

サンスクエア

サンストーンの制限

ストーンの獲得方法

自分の番の初めの1手の後、サンストーン1つまたはハー
フストーン2つを使って、もう1手ずつプレイしましょう。 

サンスクエアでタイルをプレイする
とサンストーンを1つ獲得できます。
このサンストーンは獲得した他のス
トーンすべてに加えて獲得できます。

自分の番の終了時にサンストーンが4つ以上
ある場合、余分なストーンは捨てなければな
りません。

ハーフストーンは無制限です。

残念ながら、ウィンドタイルを使ってサン
スクエアにタイルを移動した場合はカウン
トされません。

ストーンを獲得するには、既にボード上にある複数のタイ
ルの色や形に一致するようタイルを配置します。ストーン
は以下の方法でのみ獲得できます。（サンストーンとハー
フストーンの交換はできません）

ウィンドタイルを使ってタイル
を移動してもストーンは獲得で
きません。そのタイルが複数の
一致するタイルに隣接する位
置に動いても、サンスクエアの
上に動いてもそれは同様です。 

自分の番の最中に複数の手数を購入して、自分のラックか
らストーンかタイルがなくなるまでプレイし続けることが
できます。獲得したストーンはすぐに使うか、後のためにと
っておくこともできます。
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-2-1
1つのサンスト

ーンを使用

または
2つのハーフス
トーンを使用

追加の1手
をプレイ

ダブル

トレフォイル

LATICE

タイルの2つの辺の色か
形を一致させた場合

タイルの3つの辺の色か
形を一致させた場合

タイルの4つの辺の色か
形を一致させた場合

ハーフストーンを1つ獲得

サンストーンを1つ獲得

サンストーンを2つ獲得

自分が有利になるようにウィンドタイルを利用し
ましょう！ウィンドタイルでボードを有利にしてから、追加の
1手でカラータイルをプレイしてストーンを獲得しましょう。

余分なサンストーンを捨てるのではなく、ウィン
ドタイルの購入を検討してください（次ページ参照）。

1 2

ウィンドタイルを使ってサンスクエアを空けま
しょう。

ヒント

ヒント

ヒント



TM

ウィンドの買戻し

自分の番の終了

ゲームの終了

自分のラックにあるタイルが5枚未満の場合、捨て札から
ウィンドタイルを買い戻すことができます。これは1手と
見なされず、自分の番の最中にいつでも行えます。1手を
使ってウィンドタイルをすぐにプレイするか、後のために
とっておくことができます。

プレイできなくなったらとき、自分のラックのタイル5枚す
べてをプレイしたとき、または自分の番を続けないことに
すると、自分の番は終わりです。それぞれの番の終了時に
自分のラックのタイルが5枚未満の場合、ラックに5枚の
タイルがそろうまで自分のプールからタイルを引きます。

初めに自分のプールかラックにタイルがなく
なったプレイヤーの勝ちです。すべてのプレ
イヤーがパスせざるをえない場合、残りのタ
イルが最も少ないプレーヤーが勝ちます。プ
レイヤーに残っているタイルの数が同じであ
れば引き分けとなります。

タイルを5枚にするために十分なタイルが自分のプール
に残っていない場合は、残りのタイルをすべて引きます。
時計回りにプレイを続けます。

Copyright 2017 Adacio Inc.  全部または一部の再
配布は厳重に禁止されています。Laticeは特許出願
中。LatticeおよびAdacioはAdicio Inc.の商標です。

ご意見をお聞かせください。 latice.com/survey
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サンストーンを3つ使う
(2〜3人のプレイヤーのゲーム)

捨て札からウィンド
タイルを取る

サンストーンを2つ使う
(4人のプレイヤーのゲーム）

ウィンドタ
イルの捨て
札（共用）

ストーンのプール
（共用）

* サンストーンのみで、ハーフストーン
はなしです。

latice.com/howで完全なゲームの例をご覧ください。
最初の1手：カラータイル
をプレイしてトレフォイ
ルを作る

手数を購入してカ
ラータイルをプレイ
し、ダブルにする

手数を購入してサ
ンスクエアでカラ
ータイルをプレイ
する

新しいタイルを引いて次
のプレイヤーの番になっ

て続けます 

手数を購入してウ
ィンドタイルをプ
レイする

「交換」を購入して
より良いタイルを
試しましょう。

追加の手数を使って
サンスクエアにLatice

を作る

1回の順番の例

タイル5枚をすべてプ
レイしました！
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