
ゲーム・マニュアル

このゲームの背景ゲームの背景のゲームの背景背景:
モノポリー®では、出来るだけ多くの財産を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さるだけ多くの財産を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ多くの財産を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さくのゲームの背景財産を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さを自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さのゲームの背景ために獲得し、他のプレーヤーを破産さ獲得し、他のプレーヤーを破産さし、他のプレーヤーを破産さのゲームの背景プレーヤーを自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ破産を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産ささ

せるのゲームの背景が目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのはです。大抵幼い頃から私たちが教わるのは大抵幼い頃から私たちが教わるのはい頃から私たちが教わるのは頃から私たちが教わるのはから私たちが教わるのは私たちが教わるのはたちが目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは教わるのはわるのゲームの背景は「権利は強者に与えられるものだ」は強者に与えられるものだ」に獲得し、他のプレーヤーを破産さ与えられるものだ」えら私たちが教わるのはれるものゲームの背景だ」

とい頃から私たちが教わるのはうことで、確かに…かに獲得し、他のプレーヤーを破産さ… そのゲームの背景ような戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょう戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょうを自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ取れば多くを達成することが出来るのでしょうれば多くを達成することが出来るのでしょう多くの財産を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さくを自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ達成することが出来るのでしょうすることが目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは出来るだけ多くの財産を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さるのゲームの背景でしょう。大抵幼い頃から私たちが教わるのは

 歴史本や現在の世の流れが、それを多く物語っています。しかし、別の考え方をしてみるや現在の世の流れが、それを多く物語っています。しかし、別の考え方をしてみる現在の世の流れが、それを多く物語っています。しかし、別の考え方をしてみるのゲームの背景世の流れが、それを多く物語っています。しかし、別の考え方をしてみるのゲームの背景流れが、それを多く物語っています。しかし、別の考え方をしてみるれが目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは、それを自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ多くの財産を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さく物語っています。しかし、別の考え方をしてみるってい頃から私たちが教わるのはます。大抵幼い頃から私たちが教わるのはしかし、別の考え方をしてみるのゲームの背景考え方をしてみるえ方をしてみるを自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さしてみる

とどうな戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょうるのゲームの背景でしょうか？「アンチ・モノポリー」は可能なことでなのしょうか？うまくいな戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょうことでな戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょうのゲームの背景しょうか？うまくい頃から私たちが教わるのは

くのゲームの背景でしょうか？私たちが教わるのはたちは ― 想像だけでもしてみて下さいだけ多くの財産を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さでもしてみて下さいさい頃から私たちが教わるのは ― 皆で互いに強者になれるのでで互いに強者になれるのでい頃から私たちが教わるのはに獲得し、他のプレーヤーを破産さ強者に与えられるものだ」に獲得し、他のプレーヤーを破産さな戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょうれるのゲームの背景で

しょうか？みんな戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょうで共に豊かになれるのでしょうか？搾取から身を守れるものでしょうか？に獲得し、他のプレーヤーを破産さ豊かになれるのでしょうか？搾取から身を守れるものでしょうか？かに獲得し、他のプレーヤーを破産さな戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょうれるのゲームの背景でしょうか？搾取れば多くを達成することが出来るのでしょうから私たちが教わるのは身を守れるものでしょうか？を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ守れるものでしょうか？れるものゲームの背景でしょうか？

他のプレーヤーを破産さ人を全く苦しめたりせずに？を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ全く苦しめたりせずに？く苦しめたりせずに？しめたりせずに獲得し、他のプレーヤーを破産さ？

まさに獲得し、他のプレーヤーを破産さ、これら私たちが教わるのはのゲームの背景疑問に答えてくれるのがこのゲームです。驚異的にリアルで、目的別に異に獲得し、他のプレーヤーを破産さ答えてくれるのがこのゲームです。驚異的にリアルで、目的別に異えてくれるのゲームの背景が目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのはこのゲームの背景ゲームの背景です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは驚異的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのはに獲得し、他のプレーヤーを破産さリアルで、目的別に異で、目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは別の考え方をしてみるに獲得し、他のプレーヤーを破産さ異

な戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょうる戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょうと「な戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょうるほど効果」が備わっている…そんなゲームのベースになったのは、なんと」が目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは備わっている…そんなゲームのベースになったのは、なんとわってい頃から私たちが教わるのはる…そんな戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょうゲームの背景のゲームの背景ベースになったのは、なんとに獲得し、他のプレーヤーを破産さな戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょうったのゲームの背景は、な戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょうんと

100 年以上もの昔、ルドルフ・ディーゼルが考案した「ソリダリズム（連帯主義）」です。ものゲームの背景昔、ルで、目的別に異ドルで、目的別に異フ・ディーゼルで、目的別に異が目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは考え方をしてみる案した「ソリダリズム（連帯主義）」です。した「ソリダリズムの背景（連帯主義）」です。連帯主義）」です。」です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは

ヴィルで、目的別に異クラフト・ゲームの背景のゲームの背景目標:
ゲームの背景のゲームの背景目標は「人を全く苦しめたりせずに？生目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは」を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ達成することが出来るのでしょうすることです。大抵幼い頃から私たちが教わるのはこれら私たちが教わるのはは家族 FAMILIE、消費 

KONSUM、安泰 FRIEDEN、パートナー PARTNER とい頃から私たちが教わるのはう四種の人生目的カードに表されのゲームの背景人を全く苦しめたりせずに？生目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのはカードに獲得し、他のプレーヤーを破産さ表されされ

てい頃から私たちが教わるのはます。大抵幼い頃から私たちが教わるのはカードのゲームの背景黒い星に示されている価格で有効化することが出来ますが、どれを先にい頃から私たちが教わるのは星に示されている価格で有効化することが出来ますが、どれを先にに獲得し、他のプレーヤーを破産さ示されている価格で有効化することが出来ますが、どれを先にされてい頃から私たちが教わるのはる価格で有効化することが出来ますが、どれを先にで有効化することが出来ますが、どれを先にすることが目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは出来るだけ多くの財産を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さますが目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは、どれを自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ先にに獲得し、他のプレーヤーを破産さ

有効化することが出来ますが、どれを先にするのゲームの背景かは自由です。です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは
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Funktion:
Erklärung, 

was die 
K arte 

bewirkt

Titel der K arte: Name und Bild der Frei- oder Zielkarte 
Ablage:
Erklärung, 
wohin mit 
den Talern

Preis:
So viele 

Taler kostet
diese K arte

トレイ：
ターラーを自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ渡す先。す先に。大抵幼い頃から私たちが教わるのは

価格で有効化することが出来ますが、どれを先に：
このゲームの背景カードに獲得し、他のプレーヤーを破産さ払うう

ターラー。大抵幼い頃から私たちが教わるのは

機能なことでなのしょうか？うまくい：
このゲームの背景カードが目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのはどのゲームの背景
ように獲得し、他のプレーヤーを破産さ機能なことでなのしょうか？うまくいするのゲームの背景

かを自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ説明。大抵幼い頃から私たちが教わるのは

カードのゲームの背景タイトルで、目的別に異：
「自由です。カード／人生目的カード」の名称とイラスト。人を全く苦しめたりせずに？生目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのはカード」のゲームの背景名称とイラスト。とイラスになったのは、なんとト。大抵幼い頃から私たちが教わるのは



留意事項：人を全く苦しめたりせずに？生目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのはカードは最初に配られるので、達成したい目標は目の前にありますが、に獲得し、他のプレーヤーを破産さ配られるので、達成したい目標は目の前にありますが、ら私たちが教わるのはれるのゲームの背景で、達成することが出来るのでしょうしたい頃から私たちが教わるのは目標は目のゲームの背景前にありますが、に獲得し、他のプレーヤーを破産さありますが目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは、

そのゲームの背景時点では無効です。カードに記された価格のターラーを支払うことが出来れば、その人では無効です。大抵幼い頃から私たちが教わるのはカードに獲得し、他のプレーヤーを破産さ記された価格のターラーを支払うことが出来れば、その人された価格で有効化することが出来ますが、どれを先にのゲームの背景ターラーを自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ支払ううことが目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは出来るだけ多くの財産を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産されば多くを達成することが出来るのでしょう、そのゲームの背景人を全く苦しめたりせずに？

生目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのはを自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ達成することが出来るのでしょうしたとい頃から私たちが教わるのはうことに獲得し、他のプレーヤーを破産さな戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょうり、カードが目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは有効化することが出来ますが、どれを先にされます。大抵幼い頃から私たちが教わるのはそのゲームの背景カードに獲得し、他のプレーヤーを破産さは緑の三角のゲームの背景三角▲

を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さおい頃から私たちが教わるのはて印をつけることでプレーヤー全員に知らしめることになります。を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さつけ多くの財産を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さることでプレーヤー全く苦しめたりせずに？員に知らしめることになります。に獲得し、他のプレーヤーを破産さ知らしめることになります。ら私たちが教わるのはしめることに獲得し、他のプレーヤーを破産さな戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょうります。大抵幼い頃から私たちが教わるのは

ヴィルで、目的別に異クラフト・ゲームの背景のゲームの背景準備わっている…そんなゲームのベースになったのは、なんと：
ゲーム開始前にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。プレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。、次のカードを一枚ずつ配っておきます。次のカードを一枚ずつ配っておきます。のカードを一枚ずつ配っておきます。カードを一枚ずつ配っておきます。を一枚ずつ配っておきます。一枚ずつ配っておきます。ずつ配っておきます。配っておきます。っておきます。

 人を全く苦しめたりせずに？生目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのはカード  ：パートナー PARTNER・家族 FAMILIE・消費 KONSUM・安泰 

FRIEDEN のゲームの背景四種の人生目的カードに表され（連帯主義）」です。プレーヤーが目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは四人を全く苦しめたりせずに？揃わないとき、使わない人数分の人生目的カーわな戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょうい頃から私たちが教わるのはとき、使わない人数分の人生目的カーわな戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょうい頃から私たちが教わるのは人を全く苦しめたりせずに？数分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さのゲームの背景人を全く苦しめたりせずに？生目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのはカー

ドは箱の中に入れておく）。これらのカードは★にある金額を会計に収めるまではのゲームの背景中に入れておく）。これらのカードは★にある金額を会計に収めるまではに獲得し、他のプレーヤーを破産さ入れておく）。これらのカードは★にある金額を会計に収めるまではれておく）」です。。大抵幼い頃から私たちが教わるのはこれら私たちが教わるのはのゲームの背景カードは★に獲得し、他のプレーヤーを破産さある金額を会計に収めるまではを自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ会計に収めるまではに獲得し、他のプレーヤーを破産さ収めるまではめるまでは

無効です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは

 企業カードカード  ：栄養 ERNÄHRUNG・健康GESUNDHEIT・通信 KOMMUNIKATION のゲームの背景

三種の人生目的カードに表され（連帯主義）」です。残りの企業カードは箱の図に従い中央に配置）、この三つの企業は最初からりのゲームの背景企業カードカードは箱の中に入れておく）。これらのカードは★にある金額を会計に収めるまではのゲームの背景図に従い中央に配置）、この三つの企業は最初からに獲得し、他のプレーヤーを破産さ従い中央に配置）、この三つの企業は最初からい頃から私たちが教わるのは中に入れておく）。これらのカードは★にある金額を会計に収めるまでは央に配置）、この三つの企業は最初からに獲得し、他のプレーヤーを破産さ配られるので、達成したい目標は目の前にありますが、置）」です。、このゲームの背景三つのゲームの背景企業カードは最初に配られるので、達成したい目標は目の前にありますが、から私たちが教わるのは

与えられるものだ」えら私たちが教わるのはれてい頃から私たちが教わるのはます。大抵幼い頃から私たちが教わるのはこれら私たちが教わるのはのゲームの背景カードはすぐに獲得し、他のプレーヤーを破産さ有効です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは

 ゲームの背景マネー  ：５ターラー

◦ 最年長の者が自分の持金と並行して「会計のゲームの背景者に与えられるものだ」が目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さのゲームの背景持金と並行して「会計して「会計に収めるまでは KASSE」のゲームの背景管理をする。を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さする。大抵幼い頃から私たちが教わるのは

次のカードを一枚ずつ配っておきます。のカードを一枚ずつ配っておきます。図に、様々なシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。、次のカードを一枚ずつ配っておきます。様々なシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：なシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：シンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：数字が何を表すのかが説明してあります：が何を表すのかが説明してあります：何を表すのかが説明してあります：を一枚ずつ配っておきます。表すのかが説明してあります：すのカードを一枚ずつ配っておきます。かが何を表すのかが説明してあります：説明してあります：してあります：

2

グルで、目的別に異ープ：
シンボルで、目的別に異でこのゲームの背景
カードが目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのはどのゲームの背景グ
ルで、目的別に異ープに獲得し、他のプレーヤーを破産さ属するのするのゲームの背景
かが目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さかる。大抵幼い頃から私たちが教わるのは

価格で有効化することが出来ますが、どれを先に：
このゲームの背景カードに獲得し、他のプレーヤーを破産さ払うう

ターラー。大抵幼い頃から私たちが教わるのは

機能なことでなのしょうか？うまくい：
このゲームの背景カードが目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのはどのゲームの背景よう
に獲得し、他のプレーヤーを破産さ機能なことでなのしょうか？うまくいするのゲームの背景かとい頃から私たちが教わるのはう

説明。大抵幼い頃から私たちが教わるのは

サイコロの目数のゲームの背景目数：
このゲームの背景数が目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは出ると

カードが目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは効力を発揮。を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ発揮。大抵幼い頃から私たちが教わるのは

カードのゲームの背景タイトルで、目的別に異：
企業カードカードのゲームの背景名称とイラスト。とイラスになったのは、なんとト



ゲームの背景ラウンド：
 最年少の者からサイコロを振ります。のカードを一枚ずつ配っておきます。者からサイコロを振ります。からサイコロを振ります。サイコロを振ります。を一枚ずつ配っておきます。振ります。ります。

 ゲームのカードを一枚ずつ配っておきます。最初は、誰もがサイコロ１個で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードは、次のカードを一枚ずつ配っておきます。誰もがサイコロ１個で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードもが何を表すのかが説明してあります：サイコロを振ります。１個で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード個で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードで始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード始めるのカードを一枚ずつ配っておきます。で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード、次のカードを一枚ずつ配っておきます。１個で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードからサイコロを振ります。６しか振ります。り出せません。人生目的カードせません。人生目的カードカードを一枚ずつ配っておきます。

のカードを一枚ずつ配っておきます。「パートナー」を獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのかパートナー」を一枚ずつ配っておきます。獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのかしてからサイコロを振ります。、次のカードを一枚ずつ配っておきます。ラウンドを一枚ずつ配っておきます。ごとにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。サイコロを振ります。１個で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード個で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードで始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのかぶのカードを一枚ずつ配っておきます。か、次のカードを一枚ずつ配っておきます。それとも２個で遊ぶのか個で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードで始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのかぶのカードを一枚ずつ配っておきます。か

を一枚ずつ配っておきます。選択できます。２個で遊ぶ時は、サイコロの目を足し算します：「１」と「３」が出たなら「４」と解釈で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードきます。２個で遊ぶのか個で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードで始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのかぶ時は、サイコロの目を足し算します：「１」と「３」が出たなら「４」と解釈は、次のカードを一枚ずつ配っておきます。サイコロを振ります。のカードを一枚ずつ配っておきます。目を一枚ずつ配っておきます。足し算します：「１」と「３」が出たなら「４」と解釈し算します：「１」と「３」が出たなら「４」と解釈します：「パートナー」を獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのか１個で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード」と「パートナー」を獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのか３」が何を表すのかが説明してあります：出せません。人生目的カードたなシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：らサイコロを振ります。「パートナー」を獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのか４」と解釈

します。

 ゲーム開始前にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。配っておきます。らサイコロを振ります。れていた三種の企業カード「栄養のカードを一枚ずつ配っておきます。企業カード「栄養カードを一枚ずつ配っておきます。「パートナー」を獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのか栄養 ERNÄHRUNG・健康

GESUNDHEIT・通信 KOMMUNIKATION」はすべて即有効で、効力を発揮します。で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード、次のカードを一枚ずつ配っておきます。効で、効力を発揮します。力を発揮します。を一枚ずつ配っておきます。発揮します。します。

 振ります。ったサイコロを振ります。のカードを一枚ずつ配っておきます。目数にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。応じて、先ずはプレイヤー全員が所持している有効カードに書いてあるじて、次のカードを一枚ずつ配っておきます。先ずはプレイヤー全員が所持している有効カードに書いてあるずはプレイヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。が何を表すのかが説明してあります：所持している有効カードに書いてあるしている有効で、効力を発揮します。カードを一枚ずつ配っておきます。にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。書いてあるいてある

請求権が平等に作動し、各プレイヤーの手元にあるターラーから請求内容が満たされます。プが何を表すのかが説明してあります：平等に作動し、各プレイヤーの手元にあるターラーから請求内容が満たされます。プにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。作動し、各プレイヤーの手元にあるターラーから請求内容が満たされます。プし、次のカードを一枚ずつ配っておきます。各プレイヤーの手元にあるターラーから請求内容が満たされます。ププレイヤーのカードを一枚ずつ配っておきます。手元にあるターラーから請求内容が満たされます。プにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。あるターラーからサイコロを振ります。請求内容が満たされます。プが何を表すのかが説明してあります：満たされます。プたされます。プ

レーヤーのカードを一枚ずつ配っておきます。手元にあるターラーから請求内容が満たされます。プにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。あるターラーのカードを一枚ずつ配っておきます。量が足りなければ、請求権は消滅が何を表すのかが説明してあります：足し算します：「１」と「３」が出たなら「４」と解釈りなシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：ければ、次のカードを一枚ずつ配っておきます。請求権が平等に作動し、各プレイヤーの手元にあるターラーから請求内容が満たされます。プは消滅します（借金はしない）。借金はしない）。はしなシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：い）。

 どのカードを一枚ずつ配っておきます。カードを一枚ずつ配っておきます。が何を表すのかが説明してあります：収入をもたらすのかは、振り出されたサイコロの目数によって決まります。カードのを一枚ずつ配っておきます。もたらサイコロを振ります。すのカードを一枚ずつ配っておきます。かは、次のカードを一枚ずつ配っておきます。振ります。り出せません。人生目的カードされたサイコロを振ります。のカードを一枚ずつ配っておきます。目数にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。よって決まります。カードのまります。カードを一枚ずつ配っておきます。のカードを一枚ずつ配っておきます。右

上にある数字にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。ある数字が何を表すのかが説明してあります：と同じ目数が出た場合、その一回のゲームラウンドでカードが有効となります。そのじ目数が何を表すのかが説明してあります：出せません。人生目的カードた場合、次のカードを一枚ずつ配っておきます。そのカードを一枚ずつ配っておきます。一回のゲームラウンドでカードが有効となります。そののカードを一枚ずつ配っておきます。ゲームラウンドを一枚ずつ配っておきます。で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードカードを一枚ずつ配っておきます。が何を表すのかが説明してあります：有効で、効力を発揮します。となシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：ります。そのカードを一枚ずつ配っておきます。

カードを一枚ずつ配っておきます。にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。どうすべきなシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：のカードを一枚ずつ配っておきます。かが何を表すのかが説明してあります：書いてあるいてあります。

例：財務大臣 FINANZMINISTER のカードを一枚ずつ配っておきます。カードを一枚ずつ配っておきます。

 「パートナー」を獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのか企業カード「栄養カードを一枚ずつ配っておきます。」のカードを一枚ずつ配っておきます。いくつ配っておきます。かは、次のカードを一枚ずつ配っておきます。自分自身が出したサイコロの数でなければ収入が得られません（例が何を表すのかが説明してあります：出せません。人生目的カードしたサイコロを振ります。のカードを一枚ずつ配っておきます。数で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードなシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：ければ収入をもたらすのかは、振り出されたサイコロの目数によって決まります。カードのが何を表すのかが説明してあります：得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのからサイコロを振ります。れません（借金はしない）。例

えば「パートナー」を獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのか安全保障 SICHERHEIT」カードを一枚ずつ配っておきます。）。残りの「企業カード」の場合は、プレーヤーの誰かがそのりのカードを一枚ずつ配っておきます。「パートナー」を獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのか企業カード「栄養カードを一枚ずつ配っておきます。」のカードを一枚ずつ配っておきます。場合は、次のカードを一枚ずつ配っておきます。プレーヤーのカードを一枚ずつ配っておきます。誰もがサイコロ１個で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードかが何を表すのかが説明してあります：そのカードを一枚ずつ配っておきます。

数を一枚ずつ配っておきます。サイコロを振ります。で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード出せません。人生目的カードせば、次のカードを一枚ずつ配っておきます。全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。のカードを一枚ずつ配っておきます。カードを一枚ずつ配っておきます。のカードを一枚ずつ配っておきます。有効で、効力を発揮します。化に繋がります（例えば「健康にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。繋がります（例えば「健康が何を表すのかが説明してあります：ります（借金はしない）。例えば「パートナー」を獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのか健康 GESUNDHEIT」カー

ドを一枚ずつ配っておきます。）。

3

サイコロの目数「５」が目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは誰かに出るたびに、９以上１９未満のターラかに獲得し、他のプレーヤーを破産さ出るたびに獲得し、他のプレーヤーを破産さ、９以上１９未満のターラ以上もの昔、ルドルフ・ディーゼルが考案した「ソリダリズム（連帯主義）」です。１９以上１９未満のターラ未満のターラのゲームの背景ターラ
ーを自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ持つ者に与えられるものだ」全く苦しめたりせずに？てから私たちが教わるのは、そのゲームの背景持金半分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さを自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ四捨五入れておく）。これらのカードは★にある金額を会計に収めるまではした金額を会計に収めるまではを自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ受けけ多くの財産を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ
取れば多くを達成することが出来るのでしょうれる。大抵幼い頃から私たちが教わるのは

財務大臣



 赤・青・緑の企業カードは、複数になるとその機能に応じて足し算や掛け算をすることができます。のカードを一枚ずつ配っておきます。企業カード「栄養カードを一枚ずつ配っておきます。は、次のカードを一枚ずつ配っておきます。複数にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。なシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：るとそのカードを一枚ずつ配っておきます。機能に応じて足し算や掛け算をすることができます。にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。応じて、先ずはプレイヤー全員が所持している有効カードに書いてあるじて足し算します：「１」と「３」が出たなら「４」と解釈し算します：「１」と「３」が出たなら「４」と解釈や数字が何を表すのかが説明してあります：掛け算をすることができます。け算します：「１」と「３」が出たなら「４」と解釈を一枚ずつ配っておきます。することが何を表すのかが説明してあります：で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードきます。

企業カード「栄養カードを一枚ずつ配っておきます。を一枚ずつ配っておきます。 2 枚ずつ配っておきます。以上にある数字持している有効カードに書いてあるっている人は、次のカードを一枚ずつ配っておきます。このカードを一枚ずつ配っておきます。ようにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。して 2 回のゲームラウンドでカードが有効となります。その分以上にある数字のカードを一枚ずつ配っておきます。収入をもたらすのかは、振り出されたサイコロの目数によって決まります。カードのを一枚ずつ配っておきます。得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのかることにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。なシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：ります。

 自分のカードを一枚ずつ配っておきます。番が回ってくると「企業カード」もしくは「人生目的カード」のが何を表すのかが説明してあります：回のゲームラウンドでカードが有効となります。そのってくると「パートナー」を獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのか企業カード「栄養カードを一枚ずつ配っておきます。」もしくは「パートナー」を獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのか人生目的カードカードを一枚ずつ配っておきます。」のカードを一枚ずつ配っておきます。どちらサイコロを振ります。かを一枚ずつ配っておきます。買う権利を得ることう権が平等に作動し、各プレイヤーの手元にあるターラーから請求内容が満たされます。プ利を得ることを一枚ずつ配っておきます。得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのかること

が何を表すのかが説明してあります：出せません。人生目的カード来ます（アクション）。そのます（借金はしない）。アクション）。そのカードを一枚ずつ配っておきます。ラウンドを一枚ずつ配っておきます。毎に一度のアクションにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。一度のアクションのカードを一枚ずつ配っておきます。アクションが何を表すのかが説明してあります：許されています。「ヴィルされています。「パートナー」を獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのかヴィル-クラフト

WIR-KRAFT」 または「パートナー」を獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのか蜂の巣のカードを一枚ずつ配っておきます。巣 BIENENSTOCK」のカードを一枚ずつ配っておきます。カードを一枚ずつ配っておきます。もアクションと見なしますが、これらになシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：しますが何を表すのかが説明してあります：、次のカードを一枚ずつ配っておきます。これらサイコロを振ります。にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。

はターラーを一枚ずつ配っておきます。払う必要はありません。新たに獲得した「企業カード」は、プレーヤーが次のラウンドう必要はありません。新たに獲得した「企業カード」は、プレーヤーが次のラウンドはありません。新たに獲得した「企業カード」は、プレーヤーが次のラウンドたにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのかした「パートナー」を獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのか企業カード「栄養カードを一枚ずつ配っておきます。」は、次のカードを一枚ずつ配っておきます。プレーヤーが何を表すのかが説明してあります：次のカードを一枚ずつ配っておきます。のカードを一枚ずつ配っておきます。ラウンドを一枚ずつ配っておきます。

で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードサイコロを振ります。を一枚ずつ配っておきます。振ります。る時は、サイコロの目を足し算します：「１」と「３」が出たなら「４」と解釈からサイコロを振ります。有効で、効力を発揮します。にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。なシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：ります。また、次のカードを一枚ずつ配っておきます。ラウンドを一枚ずつ配っておきます。毎に一度のアクションにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。任意で２ターラーずつ「保証銀行」に払で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード２個で遊ぶのかターラーずつ配っておきます。「パートナー」を獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのか保証銀行」に払」にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。払う必要はありません。新たに獲得した「企業カード」は、プレーヤーが次のラウンド

い込むことが出来ます。これはアクションとは見なしません。むことが何を表すのかが説明してあります：出せません。人生目的カード来ます（アクション）。そのます。これはアクションとは見なしますが、これらになシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：しません。

4

健康

サイコロの目数「２」が目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは誰かに出るたびに、９以上１９未満のターラかに獲得し、他のプレーヤーを破産さ出るたび
に獲得し、他のプレーヤーを破産さ、会計に収めるまではから私たちが教わるのは１ターラーを自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ受け取れば多くを達成することが出来るのでしょうる。大抵幼い頃から私たちが教わるのは

サイコロの目数に獲得し、他のプレーヤーを破産さ「３」または「４」が目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのはあ
な戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょうたに獲得し、他のプレーヤーを破産さ出れば多くを達成することが出来るのでしょう、会計に収めるまではから私たちが教わるのは１ターラー
受け取れば多くを達成することが出来るのでしょうる。大抵幼い頃から私たちが教わるのは

安全保障



5

「保証銀行して「会計 」と「投資家 」が目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは有効化することが出来ますが、どれを先にさ
れてい頃から私たちが教わるのはる場合、サイコロの目数「１０」または
「１１」が目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは誰かに出るたびに、９以上１９未満のターラかに獲得し、他のプレーヤーを破産さ出るたびに獲得し、他のプレーヤーを破産さ、どのゲームの背景 WIR-
KRAFT社にも新しいターラーが生み出さに獲得し、他のプレーヤーを破産さも新しいターラーが生み出さしい頃から私たちが教わるのはターラーが目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは生み出さ
れる。大抵幼い頃から私たちが教わるのはそのゲームの背景額を会計に収めるまではは改めて２つのサイコロをめて２つのゲームの背景サイコロの目数を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ
振った数のターラーとなる。った数のゲームの背景ターラーとな戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょうる。大抵幼い頃から私たちが教わるのは
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Wenn BÜRGSCHAFTSBANK und ANLEGER
aktiv sind, dann erzeugt bei jeder 8
jeder BIENENSTOCK neue Taler. Die Anzahl
ist gleich eines neuen Wurfs mit 2 Würfeln.

BIENENSTOCK

0

8

誰かに出るたびに、９以上１９未満のターラもが目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは任意で１ラウンドに獲得し、他のプレーヤーを破産さつき２ターラ
ーのゲームの背景保証銀行して「会計基金に獲得し、他のプレーヤーを破産さ参加可能なことでなのしょうか？うまくい。大抵幼い頃から私たちが教わるのは最低８タタ
ーラーが目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは貯まると保証が与えらまると保証が目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは与えられるものだ」えら私たちが教わるのは
れ、 WIR-KRAFT と蜂の巣等が有効化。のゲームの背景巣等が有効化。が目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは有効化することが出来ますが、どれを先に。大抵幼い頃から私たちが教わるのは

WIR-KRAFT社にも新しいターラーが生み出さと蜂の巣等が有効化。のゲームの背景巣等が有効化。に獲得し、他のプレーヤーを破産さ融資すること
で、サイコロの目数「６」が目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは誰かに出るたびに、９以上１９未満のターラかに獲得し、他のプレーヤーを破産さ出るたび
に獲得し、他のプレーヤーを破産さ返済+利は強者に与えられるものだ」息として２ターラーを会計 として２ターラーを自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ会計に収めるまでは 
から私たちが教わるのは受け取れば多くを達成することが出来るのでしょうれる。大抵幼い頃から私たちが教わるのは

 「我らが力」らが力」力」

 保証銀行

投資家

 蜂の巣の巣巣
「保証銀行して「会計 」と「投資者に与えられるものだ」 」が目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは有効化することが出来ますが、どれを先にさ
れてい頃から私たちが教わるのはる場合、サイコロの目数「８タ」が目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは誰かに出るたびに、９以上１９未満のターラかに獲得し、他のプレーヤーを破産さ
出るたびに獲得し、他のプレーヤーを破産さ「蜂の巣等が有効化。のゲームの背景巣 」に獲得し、他のプレーヤーを破産さ新しいターラーが生み出さしい頃から私たちが教わるのはターラ
ーが目的です。大抵幼い頃から私たちが教わるのは生み出される。大抵幼い頃から私たちが教わるのはそのゲームの背景額を会計に収めるまではは改めて２つのサイコロをめて２つ
のゲームの背景サイコロの目数を自分のために獲得し、他のプレーヤーを破産さ振った数のターラーとなる。った数のゲームの背景ターラーとな戦略を取れば多くを達成することが出来るのでしょう
る。大抵幼い頃から私たちが教わるのは



 保証銀行」に払 BÜRGSCHAFTSBANK は投資家 ANLEGER にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。対して「ヴィル−クラフトして「パートナー」を獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのかヴィル−クラフト WIR-

KRAFT 社」と「蜂の巣」と「パートナー」を獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのか蜂の巣のカードを一枚ずつ配っておきます。巣 BIENENSTOCK 社」と「蜂の巣」のカードを一枚ずつ配っておきます。保証を一枚ずつ配っておきます。します。このカードを一枚ずつ配っておきます。保証銀行」に払が何を表すのかが説明してあります：制度のアクション全体の資金のカードを一枚ずつ配っておきます。資金はしない）。

調達を可能にします。それによると、『緑のカード戦略（後述）』をとるのならば保証銀行にはを一枚ずつ配っておきます。可能に応じて足し算や掛け算をすることができます。にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。します。それにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。よると、次のカードを一枚ずつ配っておきます。『緑のカード戦略（後述）』をとるのならば保証銀行には緑の企業カードは、複数になるとその機能に応じて足し算や掛け算をすることができます。のカードを一枚ずつ配っておきます。カードを一枚ずつ配っておきます。戦略（借金はしない）。後述）』を一枚ずつ配っておきます。とるのカードを一枚ずつ配っておきます。なシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：らサイコロを振ります。ば保証銀行」に払にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。は 8

ターラーが何を表すのかが説明してあります：預けられていなければならないことけらサイコロを振ります。れていなシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：ければなシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：らサイコロを振ります。なシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：いことにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。加ええ、次のカードを一枚ずつ配っておきます。プレーヤーのカードを一枚ずつ配っておきます。中で最低一名は企業カードで始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード最低一名は企業カードは企業カード「栄養カードを一枚ずつ配っておきます。

のカードを一枚ずつ配っておきます。「パートナー」を獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのか投資家 ANLEGER」を一枚ずつ配っておきます。取得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのかしていなシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：ければなシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：らサイコロを振ります。なシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：いことにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。なシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：ります。

 ゲームラウンドを一枚ずつ配っておきます。は時は、サイコロの目を足し算します：「１」と「３」が出たなら「４」と解釈計回のゲームラウンドでカードが有効となります。そのりのカードを一枚ずつ配っておきます。順番が回ってくると「企業カード」もしくは「人生目的カード」ので始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード進行」に払します。全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。が何を表すのかが説明してあります：一回のゲームラウンドでカードが有効となります。そのずつ配っておきます。サイコロを振ります。を一枚ずつ配っておきます。振ります。れたらサイコロを振ります。、次のカードを一枚ずつ配っておきます。１個で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードラウンドを一枚ずつ配っておきます。のカードを一枚ずつ配っておきます。

終了です。で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードす。

ヴィルで、目的別に異クラフトのゲームの背景基本や現在の世の流れが、それを多く物語っています。しかし、別の考え方をしてみる概念：
四種の企業カード「栄養のカードを一枚ずつ配っておきます。人生目的カードカードを一枚ずつ配っておきます。を一枚ずつ配っておきます。獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのかするにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。は、次のカードを一枚ずつ配っておきます。各プレイヤーの手元にあるターラーから請求内容が満たされます。ププレーヤーは多くの「ターラー」が必要です。これはこのくのカードを一枚ずつ配っておきます。「パートナー」を獲得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのかターラー」が何を表すのかが説明してあります：必要はありません。新たに獲得した「企業カード」は、プレーヤーが次のラウンドで始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードす。これはこのカードを一枚ずつ配っておきます。

ゲームにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。おける通貨です。それだけの金額を手に入れるためには着手資金と、更にその他全ての収で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードす。それだけのカードを一枚ずつ配っておきます。金はしない）。額を手に入れるためには着手資金と、更にその他全ての収を一枚ずつ配っておきます。手にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。入をもたらすのかは、振り出されたサイコロの目数によって決まります。カードのれるためにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。は着手資金はしない）。と、次のカードを一枚ずつ配っておきます。更にその他全ての収にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。そのカードを一枚ずつ配っておきます。他全てのカードを一枚ずつ配っておきます。収

入をもたらすのかは、振り出されたサイコロの目数によって決まります。カードのを一枚ずつ配っておきます。企業カード「栄養にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。投資する（借金はしない）。＝企業カードを買う）ことになります。その時あなたが選ぶのは『企業カード「栄養カードを一枚ずつ配っておきます。を一枚ずつ配っておきます。買う権利を得ることう）ことにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。なシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：ります。そのカードを一枚ずつ配っておきます。時は、サイコロの目を足し算します：「１」と「３」が出たなら「４」と解釈あなシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：たが何を表すのかが説明してあります：選ぶのカードを一枚ずつ配っておきます。は『緑のカード戦略（後述）』をとるのならば保証銀行には青のカードを一枚ずつ配っておきます。カードを一枚ずつ配っておきます。戦

略（借金はしない）。中で最低一名は企業カード立派）』で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード自分のカードを一枚ずつ配っておきます。企業カード「栄養を一枚ずつ配っておきます。育てることだけに集中するのか、『てることだけにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。集中で最低一名は企業カードするのカードを一枚ずつ配っておきます。か、次のカードを一枚ずつ配っておきます。『緑のカード戦略（後述）』をとるのならば保証銀行には赤のカードを一枚ずつ配っておきます。カードを一枚ずつ配っておきます。戦略（借金はしない）。攻略派）』で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード帝国をを一枚ずつ配っておきます。

つ配っておきます。くるのカードを一枚ずつ配っておきます。か、次のカードを一枚ずつ配っておきます。もしくは『緑のカード戦略（後述）』をとるのならば保証銀行には緑の企業カードは、複数になるとその機能に応じて足し算や掛け算をすることができます。のカードを一枚ずつ配っておきます。カードを一枚ずつ配っておきます。戦略（借金はしない）。連帯派）』を一枚ずつ配っておきます。もって皆で力を合わせて共有財産を築くことなので始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード力を発揮します。を一枚ずつ配っておきます。合わせて共有財産を築くことなのを一枚ずつ配っておきます。築くことなのくことなシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：のカードを一枚ずつ配っておきます。

か。もちろん、次のカードを一枚ずつ配っておきます。これらサイコロを振ります。のカードを一枚ずつ配っておきます。戦略を一枚ずつ配っておきます。混ぜてはいけない、とはどこにも書いてありません。より確かな理解を得ぜてはいけなシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：い、次のカードを一枚ずつ配っておきます。とはどこにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。も書いてあるいてありません。より確かな理解を得かなシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：理解を一枚ずつ配っておきます。得してから、ラウンドごとにサイコロ１個で遊ぶのか、それとも２個で遊ぶのか

るためにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。、次のカードを一枚ずつ配っておきます。三つ配っておきます。のカードを一枚ずつ配っておきます。カテゴリーを一枚ずつ配っておきます。まとめたのカードを一枚ずつ配っておきます。が何を表すのかが説明してあります：下記の表です：のカードを一枚ずつ配っておきます。表すのかが説明してあります：で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードす：

タイプ: 青いカードを一枚ずつ配っておきます。: 

自らサイコロを振ります。のカードを一枚ずつ配っておきます。財産を築くことなのにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。集中で最低一名は企業カードする。

赤いカードを一枚ずつ配っておきます。:

他人からサイコロを振ります。奪って財産をつくって財産を築くことなのを一枚ずつ配っておきます。つ配っておきます。く

る。ゲームのカードを一枚ずつ配っておきます。成り行きをしっり行」に払きを一枚ずつ配っておきます。しっ

かり観察することに。することにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。。

緑の企業カードは、複数になるとその機能に応じて足し算や掛け算をすることができます。のカードを一枚ずつ配っておきます。カードを一枚ずつ配っておきます。:

協力を発揮します。し合って皆で力を合わせて共有財産を築くことなので始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード強くなくなシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：

り、次のカードを一枚ずつ配っておきます。皆で力を合わせて共有財産を築くことなので始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード豊かになる。かにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。なシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：る。

長所: 中で最低一名は企業カード立的カード。手間いらず。財産いらサイコロを振ります。ず。財産を築くことなの

は加え算します：「１」と「３」が出たなら「４」と解釈されて行」に払き、次のカードを一枚ずつ配っておきます。着実ににプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。

目的カードにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。向かう。かう。

他人を一枚ずつ配っておきます。利を得ること用すれば多くのすれば多くの「ターラー」が必要です。これはこのくのカードを一枚ずつ配っておきます。

利を得ること益をあげられるので、を一枚ずつ配っておきます。あげらサイコロを振ります。れるのカードを一枚ずつ配っておきます。で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード、次のカードを一枚ずつ配っておきます。

チャンスがあれば利用すが何を表すのかが説明してあります：あれば利を得ること用すれば多くのす

る。

共にプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。投資し合えば財産を築くことなのは

乗法的カード効で、効力を発揮します。果を発揮。このを一枚ずつ配っておきます。発揮します。。このカードを一枚ずつ配っておきます。

動し、各プレイヤーの手元にあるターラーから請求内容が満たされます。プきは起こると大概はもこると大概はもはも

う止まらない。まらサイコロを振ります。なシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：い。

短所: ゲーム進行」に払のカードを一枚ずつ配っておきます。間いらず。財産、次のカードを一枚ずつ配っておきます。他人と関

わることにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。よるチャンスがあれば利用すとリ

スがあれば利用すクにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。対して「ヴィル−クラフトして無関心になにプレーヤー全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。なシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：

る。

自己の強さと目的達成まのカードを一枚ずつ配っておきます。強くなさと目的カード達を可能にします。それによると、『緑のカード戦略（後述）』をとるのならば保証銀行には成り行きをしっま

で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードのカードを一枚ずつ配っておきます。速さは他の装備範囲さは他のカードを一枚ずつ配っておきます。装備範囲

内で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードしか許されています。「ヴィルされていなシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：い。

手間いらず。財産と時は、サイコロの目を足し算します：「１」と「３」が出たなら「４」と解釈間いらず。財産が何を表すのかが説明してあります：掛け算をすることができます。かり、次のカードを一枚ずつ配っておきます。しか

も一人で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カードはこのカードを一枚ずつ配っておきます。戦略を一枚ずつ配っておきます。実に

現するのは困難。するのカードを一枚ずつ配っておきます。は困難。

ヴィルで、目的別に異クラフトのゲームの背景遊び方バリエーションび方をしてみるバリエーション
複数のカードを一枚ずつ配っておきます。 4人グループを一枚ずつ配っておきます。作り、次のカードを一枚ずつ配っておきます。最も少の者からサイコロを振ります。なシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：いラウンドを一枚ずつ配っておきます。回のゲームラウンドでカードが有効となります。その数で始めるので、１から６しか振り出せません。人生目的カード全員に、次のカードを一枚ずつ配っておきます。が何を表すのかが説明してあります：人生目的カードを一枚ずつ配っておきます。達を可能にします。それによると、『緑のカード戦略（後述）』をとるのならば保証銀行には成り行きをしっしたグループが何を表すのかが説明してあります：優勝。

ラウンドを一枚ずつ配っておきます。回のゲームラウンドでカードが有効となります。その数のカードを一枚ずつ配っておきます。少の者からサイコロを振ります。なシンボルや数字が何を表すのかが説明してあります：さを一枚ずつ配っておきます。記の表です：録してこちらへメールを送って下さい！してこちらサイコロを振ります。へメールを送って下さい！メールを一枚ずつ配っておきます。送って下さい！って下さい！

kontakt@wirkraft.org
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プレーヤー 3名のゲーム図の巣ゲーム図図 カード陳列陳列

会計

カード陳列陳列

会計

プレーヤー 3名のゲーム図の巣ゲーム図進行図
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