
Tabelle1

Seite 1

Lobbyist
Get 2 thalers from each 
person when you roll "6".

LOBBYIST ロビイスト
価格：
サイコロ「６」があなたに出れば、
全員から２ターラーずつ受取れる。

Data Expert
Get 4 thaler from a person 
of your choice when you roll 
"6".

DATENSPEZIALIST データ専門家
価格：５ターラー。
サイコロ「６」があなたに出れば、
一名指定して４ターラー受取れる。

Propagandist
Get 5 thaler from each 
person when you roll "6".

PROPAGANDIST 宣伝屋
価格：９ターラー。
サイコロ「６」があなたに出れば、
全員から５ターラーずつ受取れる。

Minister of Finance
Get for every "5" the 
rounded up half of all thaler 
from all people who have 
more than 9 but less than 
19 thaler.

FINANZMINISTER 財務大臣
価格：５ターラー。
獲得後：サイコロ「５」が誰かに出
るたびに、９以上１９未満のターラ
ーを持つ者全てから、その持金半分
を四捨五入した金額を受け取れる。

Monopolist
Get 1 company of your 
choice from a person of 
your choice if you roll a "9".

MONOPOLIST 独占者
価格：５ターラー。
サイコロ「９」があなたに出れば、
一名指定して「企業 」を一つ譲り
受ける。

Lawyer
Get 1 thaler from the Bank for 
each foreign company with "" 
if you rolled "10".

JURIST 法律家
価格：４ターラー。
サイコロ「１０」があなたに出れば
、右下のシンボルが付いている他人
の各企業につき、会計から１ターラ
ーずつ受取る。

Armament
Get 2 thalers from any 
person who rolled a "9" or 
"11" if you are already 
MILITARIAN.

AUFRÜSTUNG 武装
価格：２ターラー。
既に自分が軍国主義者であるならば
、サイコロ「９」または「１１」が
誰かに出るたびに、その人から２タ
ーラーを受取る。

Locust
Destroy a BIENENSTOCK or 
WIR-KRAFT company of 
your choice if you roll a "1" 
or "12". Get 1 thaler from 
the BÜRGSCHAFTSBANK 
(guarantor bank).

HEUSCHRECKE バッタ
価格：３ターラー。
サイコロ「１」または「１２」があ
なたに出れば、誰かの蜂の巣または
WIR-KRAFT社をひとつ選んで破壊
する。「保証銀行」からは１ターラ
ー受け取る。
壊された蜂の巣／WIR-KRAFT社は
中心に戻して再興されることが可能
。
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Nutrition
Get 1 thaler for every "1" 
from the Bank.

ERNÄHRUNG 栄養
価格：１ターラー。
サイコロ「１」が誰かに出るたびに
、会計から１ターラーを受取る。

Health
Get 1 thaler for every "2" 
from the Bank.

GESUNDHEIT 健康
価格：１ターラー。
サイコロ「２」が誰かに出るたびに
、会計から１ターラーを受取る。

Communication
Get 3 thaler from the Bank 
when you roll "3".

KOMMUNIKATION コミュニケーシ
ョン
価格：１ターラー。
サイコロ「３」があなたに出れば、
会計から３ターラーを受取る。

Security
Get 1 thaler from the Bank 
when you roll "3" or "4".

SICHERHEIT 安全保障
価格：２ターラー。
サイコロに「３」または「４」があ
なたに出れば、会計から１ターラー
受取る。

Education
Get 1 thaler for every "4" 
from the Bank.

BILDUNG 教育
価格：２ターラー。
サイコロ「４」が誰かに出るたびに
、会計から１ターラーを受取る。

Transport
Get 2 thalers for every "5" 
from the Bank.

TRANSPORT 輸送
価格：４ターラー。
サイコロ「５」が誰かに出るたびに
、会計から２ターラーを受取る。

Investor
Finance WIR-KRAFT 
companies and 
BIENENSTÖCKE. Receive for 
each "6" as repayment + 
interest 2 thaler from the 
Bank.

ANLEGER 投資家
価格：３ターラー。
WIR-KRAFT社と蜂の巣等に融資す
ることで、サイコロ「６」が誰かに
出るたびに返済+利息として２ター
ラーを会計 から受取れる。

WIR-KRAFT
If BÜRGSCHAFTSBANK 
(guarantor bank) and 
INVESTOR are active, then 
each WIR-KRAFT generates 
new thaler at every "10" or 
"11". As many thalers as a 
new roll of two dice.

WIR-KRAFT 「我らが力」
価格：無料。
「保証銀行 」と「投資家 」が有効
化されている場合、サイコロ「１０
」または「１１」が誰かに出るたび
に、どのWIR-KRAFT社にも新しい
ターラーが生み出される。その額は
改めて２つのサイコロを振った数の
ターラーとなる。
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Energy
Receive with every "8" from 
the Bank 2 thaler for each of 
your companies with ""

Energie エネルギー
価格：４ターラー。
サイコロ「８」が誰かに出るたびに
、右下のが付いている自分の各企業
につき、会計から２ターラーずつ受
取れる。

Consumer
Distribute with each "7" 1 
own thaler to WIR-KRAFT- or 
BIENENSTOCK-founders. 
Receive because of the 
advantages of their 
products twice as many 
new thalers from the Bank.

KONSUMENT 消費者
価格：３ターラー。
サイコロ「７」が誰かに出るたびに
、「消費者」はWIR-KRAFT社また
は蜂の巣の創業者（ファウンダー）
それぞれに１ターラーずつ渡す。
製品のメリットとして、会計から新
しいターラーをその２倍受取れる。

Education
Receive 2 thalers for each "7" 
from the Bank for each of your 
companies with "".

AUFKLÄRUNG 啓発
価格：６ターラー。
サイコロ「７」が誰かに出るたびに
、右下のシンボルが付いている自分
の各企業につき、２ターラーずつ受
取る。

BIENENSTOCK
If BÜRGSCHAFTSBANK 
(guarantor bank) and 
INVESTOR are active, then 
each BIENENSTOCK generates 
new thaler at every "8". The 
number is equal to a new roll 
of 2 dice.

BIENENSTOCK 「蜂の巣」
価格：無料。
「保証銀行 」と「投資者 」が有効
化されている場合、サイコロ「８」
が誰かに出るたびに「蜂の巣 」に
新しいターラーが生み出される。そ
の額は改めて２つのサイコロを振っ
た数のターラーとなる。

BÜRGSCHAFTSBANK
Everyone is allowed to 
participate voluntarily in 
the BÜRGSCHAFTSBANK 
with 2 thaler per round. 
Only from a minimum of 8 
thaler WIR-KRÄFTE and 
BIENENSTÖCKE are active, 
for which it vouches.

BÜRGSCHAFTSBANK 保証銀行
誰もが任意で１ラウンドにつき２タ
ーラーの保証銀行基金に参加可能。
プレーヤ―全員が共に貯めた金額が
、最低８ターラーがになれば保証銀
行は有効化し、WIR-KRAFTと蜂の
巣に保証を与えることができる。

Partner
From now on you may try 
your luck with one or two 
dice.

PARTNER パートナー
人生目的：会計に６ターラー支払う
と有効化。以後、１つまたは２つの
サイコロを使って運を試すことがで
きる。

Family
From now on you get 1 thaler 
more for each company with " 
".

FAMILIE 家族
人生目的：会計に１２ターラー支払
うと有効化。以後、右下のシンボル
が付いているすべての企業につき、
１ターラー余分に受け取れる。
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Consumption
From now on you may 
exchange one company in 
the display per round.

KONSUM 消費
人生目的：会計に１８ターラー支払
うと有効化。以後、１ラウンドごと
に並べてある企業を一つ交換できる
。

Peace
Red cards cannot hurt you 
anymore.

FRIEDEN 安泰
人生目的：会計に２４ターラー支払
うと有効化。以後、レッドカードの
影響を受けない特権を得る。

Explanations
Titles: Name and picture of 
free card or target card
Filing: Explanation of where 
to put thalers
Price: This is how many 
thaler this card costs
Function: Explanation of 
what the card does

ERKLÄRUNGEN  ① 説明カード①
タイトル：「自由／人生目的カード
」の名称とイラスト。
トレイ：ターラーを渡す先。
価格：このカードに払うターラー。
機能：このカードがどのように機能
するのかという説明。

Explanations
Card title: Name and image of the 
company card
Group: Symbol shows the group of 
cards
Price: This is how many thaler this 
card costs
Number of dice: When number is 
rolled card becomes active
Function: Explanation of what the 
card does

ERKLÄRUNGEN  ② 説明カード ②
カードのタイトル：企業カードの名
称とイラスト。
グループ：シンボルでこのカードが
どのグループに属するのかが分かる
。
価格：そのカードに払うターラー。
サイコロの目数：この数が出るとカ
ードが効力を発揮。
機能：このカードがどのように機能
するのかという説明。
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