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※注意：この拡張セットは、チーズのお城本体がなければ遊ぶことができません。

この拡張には４つの拡張ルールが含まれています。
- 拡張ルール１：CHEESY GONZOLA （強力な所有者の変わるネズミコマ参加！）
- 拡張ルール２：THREE-CHEESE-BLOCK TOWER　（５人でプレイするときに必須！）
- 拡張ルール３：CHUNKY CHEESE SHOVER　（追加でスライドアクションできちゃう！）
- 拡張ルール４：PANTRY　（貯蔵庫に忍び込めちゃう！）

必要に応じてチーズのお城のルールに適応して遊べます。１つでも、もちろん全部でも。
※この拡張が加わることで、対象年齢が２歳上がりました。
※この拡張セットの箱に、チーズのお城基本セットのコンポーネントも収容できます。

▼コンポーネント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
この拡張セットに含まれるコンポーネントは以下の通り。

4 grey mice は、５人プレイを行う際の５人目のプレイヤーコマです。

▼ゲームの終了条件の変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
集めるチーズの種類を 4 種類ではなく、5 種類にすることを推奨します。



▼拡張ルール      1  ：  CHEESY GONZOLA  　　　　　　　　　　　　　　　
- 所有者の変わる大きなネズミ
- 屋根の上を走ったり、大きなステップを踏むことができるネズミ
- そして、このネズミ、トラップにかからない！

<必要コンポーネント>

<準備>
チーズのお城のタイルセットアップの際、”Cheesy Gonzola” タイルを加え、お城の真ん中に配置し、そ
の上に “Cheesy Gonzola” コマを置きます。”Cheesy Gonzola” コマのいない部屋に、通常通り屋根を
おきます。この拡張ルールで “Cheesy Gonzola” タイルを加えたことによって、スライドアクションを
行うときのタイルを常に 2 枚のタイルから 1 枚を選ぶことになります。可能であれば、最初の余りタイ
ルはチーズでもネズミ捕りでもないタイルにしておきましょう。

<ゲーム内容>
Hatband をつけた Cheesy ： Cheesy with a hatband

プレイヤーのマウスが ”Cheesy Gonzola” タイルに乗ったとき、そのプレイヤーは ”Cheesy 
Gonzola” コマの帽子に自分の色の Hatband を装着します。（もし既に誰かの Hatband が装着
されていた場合、それを取り外した上で自分の Hatband を装着します。）
自分の色の Hatband を乗せている ”Cheesy Gonzola” コマは、自分のネズミコマと同様に動
かすことができます。

アクション “Cheesy で屋根を取る” ： Action ”Uncovering with Cheesy”
Cheesy で屋根を取るアクションをする場合、Cheesy が立っているマスではなく、Cheesy が
立っている部屋に隣接した屋根を取ることができます。このアクションは 1 アクションとしてカ
ウントします。

アクション “Cheesy で走る” ： Action “Running with Cheesy”
Cheesy で走るアクションを行う場合、以下のような移動ができます。

- 屋根の上を走る。



- ネズミ捕りの上を走る。
- 走っている間、アクションなしで部屋を飛び越える。

このアクションでは、下記を 1 アクションとしてカウントします。
- 同じ部屋の空いてるマスへ移動し止まるとき
- 隣接した部屋の空いてるマスへ移動し止まるとき
- 移動中、屋根を飛び越えるとき

Cheesy とネズミ捕り ： Cheesy and the mousetrap
Cheesy はネズミ捕りにかかりません。なぜなら彼の帽子が引っかかるからです。
もしネズミ捕りに引っかかっている Cheesy がいる列のタイルを動かしたいときは、Cheesy を
持ち上げてタイルを動かしてください。

Cheesy はあなたのためにチーズを集めます： Cheesy collests cheese for you
Cheesy が自分の Hatband を身につけている場合、自分のネズミコマとしてチーズを集めるこ
とができます。

▼拡張ルール      2   ：   THREE-CHEESE-BLOCK TOWER  　　　　　　　
- この塔は可動式
- 他の塔と同様に、城への侵入に使うことができる
- 5 人でプレイする際に必要なルール

<必要コンポーネント>

<準備>
基本ルールのように、プレイヤーは（５人目のプレイヤーを除き）順番に自分のマウスコマを隅の塔に
配置します。最後（５人目）のプレイヤーは、自分のマウスコマと共に “THREE-CHESSE-BLOCK 
TOWER” をお城の側面に配置します。※四隅の塔の側面には置くことはできません。



<ゲーム内容>
プレイヤーはこの “THREE-CHESSE-BLOCK TOWER” を通常の塔と同様、ネズミコマを城へ侵入させ
る際に使用できます。もし、スライドアクションの際、“THREE-CHESSE-BLOCK TOWER” によりタ
イルをスライドさせることができない（スライドが塞がれている）場合、その列に対してスライドアク
ションを使用することができません。

アクション “塔を動かす” ： Action “Moving the tower”
このアクションにより、”THREE-CHESSE-BLOCK TOWER” （ネズミコマがいるいない関わら
ず）を他の場所へ移動させることができます。
※準備と同様、四隅の塔の側面には置くことはできません。
このアクションは、1 アクションとしてカウントされます。

手番中、何回でもこのアクションを選ぶことができます。

▼拡張ルール      3   ：   CHUNKY CHEESE SHOVER  　　　　　　　　　　
- 追加のスライドアクションができるタイルの追加

<必要コンポーネント>

<準備>
チーズのお城のタイルセットアップの際、”Chunky Cheese Shover”タイルを加えます。この拡張ルー
ルで “Chunky Cheese Shover” タイルを加えたことによって、スライドアクションを行うときのタイル
を常に 2 枚のタイルから 1 枚を選ぶことになります。可能であれば、最初の余りタイルはチーズでもネズ
ミ捕りでもないタイルにしておきましょう。

<ゲーム内容>
自分の手番に自分のネズミコマが “Chunky Cheese Shover” タイルにいる場合、追加でスライドアク
ションを行えます。このアクションはアクションとしてカウントしません。もし、自分の手番中、他のネ
ズミコマがこのタイルに乗ることがあれば、それに応じて追加でスライドアクションを行います。



▼拡張ルール      4   ：   PANTRY(  貯蔵庫  )  　　　　　　　　　　　　　　　　
- 城の外側に配置
- 貯蔵庫への唯一出入りができるタイル “Secret door to the pantry” タイルの追加
- スライドアクションのときに使うタイルが４つの中から選ぶことになる
- よくチーズが蓄えられるので、それによりチーズが集めやすくなります

<必要コンポーネント>

<準備>
基本、拡張の全てのタイルを使います。スライドアクション用に 4 枚のタイル（可能であれば、チーズで
もネズミ捕りでもないタイル）があることになります。これらのタイルはお城の横に列にして並べておき
ます。これらのタイルを “Pantry(貯蔵庫)” とします。

<ゲーム内容>
走るアクション（貯蔵庫） ： Action “Running” (Pantry)

このアクションでは下記のことができます。
- “Secret door to the partry” タイルから空いている貯蔵庫タイルへの移動
- 既にいる貯蔵庫タイルから他の空いている貯蔵庫タイルへの移動
- 貯蔵庫から 空いている”Sercret door to the partry” タイルへの移動

これらのアクションは 1 アクションとしてカウントします。
貯蔵庫には最大3つまでのネズミコマが入ることができます。
“Secret door to the partry” タイルが塞がれている場合、他のマウスは貯蔵庫へはいけません。
また、貯蔵庫から出てくることもできません。
貯蔵庫内のネズミ捕りタイルは何も効果のないノーマルタイルとして扱います。

スライドアクション（貯蔵庫） ： Action “Shoving” (Pantry)
このアクションを行うとき、貯蔵庫から 1 枚タイルを選びスライドアクションを行い、新たに押
し出されたタイルを貯蔵庫に置きます。



もし、選んだタイルにネズミコマが乗っていれば、他の空いている貯蔵庫タイルにネズミコマを
移動させます。
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