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時は大航海時代。未知の世界を求めて旅立った探検家であるあなたは、
長くつらい航海の果てに無人の島に辿り着きます。

そこは広大な大地に豊かな資源が眠る「カタン島」と呼ばれる未開の島。
しかし、その島に辿り着いたのはあなただけではありません。

新天地を夢見る開拓者たちが次々とカタン島に上陸し、島を開拓しはじめました。
あなたは大地に眠る豊富な資源を活用し、街道を敷き、開拓地を作り、
それを大きな都市に成長させます。必要な資源を得るためには、
他の開拓者と交渉をし資源を取引する必要もあるでしょう。

カタン島の支配者になれるのは、最も早く開拓を進めた一人だけ。
さあ、資源と知恵を上手く活用し、自分の運を信じて、

カタン島の開拓競争へ乗り出しましょう！



44 55

カタン 3D版 

希望小売価格：37,000円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471003447
3～4人、60分、10歳以上

これぞ究極のボードゲーム
目の前に広がるリアルなカタンの世界。今までにない没入感！

世界中で大人気かつロングセラーを続けるボードゲームの王様『カタン』
が、豪華な 3D 版となって登場します。「3D 版」では、ゲームの舞台とな
る“カタン島”が立体で浮かび上がり、これまでにない没入感を味わえます。
地形タイルは、原型をカタンの生みの親クラウス・トイバー氏が手作業で
彫刻し、それを基に制作されたものです。しかも手作業で丁寧に着色され
ており、カタンの世界を細部まで再現しています。

限定版 限定版

・25 周年を記念した限定バージョン
→『カタン 3D 版』は『カタン スタンダード版』の登場から 25 周年

を記念して、数量限定で制作された限定バージョンです。地形タイルや

海フレームはプラスチック製の立体造形となっています。

・各種コマもグレードアップ
→開拓地、都市、街道、盗賊といった各種コマはアンティーク調に仕上

げられ、美しい色合いとなっています。また、盗賊コマは「スタンダー

ド版」と異なり、こん棒ではなく羊を抱えているなど、細部も凝った作

りです。

・「3D 版」ならではのこだわり
→「3D 版」では海フレームに港が描かれておらず、独立した立体の港

マーカーが付属しています。もちろん一般港と専門港とで造形は異なり、

全６種類９個が付属します。ほかにも、数字チップはプラスチック製、

カード類が２まわり大きなサイズになっている、ダイスの目が地形タイ

ルの形状に変わっているなど、色んな部分にこだわりが詰まっています。

※『カタン 3D版』のゲーム内容は『カタン スタンダード版』と同様です。
※『カタン 3D版』には「5～6人用拡張版」、「航海者版」、「商人と蛮族版」、

「都市と騎士版」、「探検者と海賊版」といった拡張版を組み合わせること
はできません。

ご注意
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カタン スタンダード版 

希望小売価格：3,800円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002174
3～4人、60分、8歳以上

無人の「カタン島」を舞台に開発競争を
行い、�建設した家（開拓地）などから獲
得したポイントを競い合う開拓ゲーム。

カタンとは？カタンとは？

土地タイルが交差する角に、最初の拠点
となる家（開拓地）を作ります。
ここからゲームがスタート。

家を作ると、サイコロの出目に応じて 5
種類の資源が手に入ります。�
例：サイコロの出目の合計が 6の場合、6の
土地の角に “家 ” を建てているオレンジと赤
の人は “鉱石の資源 ”がもらえます。

獲得した資源を使って家（1点）を増や
します。家が増えることで資源が得やす
くなり、競争は次第に加速していきます。

最初に 10 点を取った人が “ カタン島の
支配者 ”です。

①家を作る ②資源を手に入れる ③家を増やして島を開発

・マップが変わるので、何度遊んでも新しい！
→ゲームごとにタイルを並び替えるので、マップが変わり毎回違う展開が楽しめる。

・デジタルゲームにはない、会話が盛り上がるゲーム内容
→ゲーム中に、手に入らない資源を他のプレイヤーと交渉可能！

この交換を通して会話が盛り上がり、自然と交渉力も身につきます。

・小学生からお年寄りまで幅広く遊べます
→大人がハマるゲームですが、実は小学生でも遊べるほどわかりやすいルール。

親子で楽しめる！

オススメポイント

対応する
資源がもらえる

スタンダード版

開拓地街道 都市

ボードゲームの王様!
ボードゲームブームの起源とされる名作

ゲーム
紹介

カタン 5-6人用拡張版 

希望小売価格：1,900円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002624
5～6人、90分、8歳以上

※画像は「カタン スタンダード版」と「5-6 人用拡張版」を組み合わせたイメージです。

※この製品で遊ぶにはスタンダード版が必要です。

スタンダード版
関連製品

カタンを初めて遊ぶ方に向
けて、より簡便な解説書と
すぐ遊べるカタン島シート
などを同梱しています。

入門者向けカタンセット
スタンダード版に解説書、カタン島シート、王冠がついてくる

大勢で遊ぶ際の拡張版
スタンダード版と組み合わせて最大 6 人でカタンを楽しめます

すぐわかる、すぐあそべる
カタン  やさしい解説付きセット
希望小売価格：4,450円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471003010
3～4人、60分、8歳以上
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カタンの開拓者たち
航海者版 
希望小売価格：3,800円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471001658
3～4人、75分、8歳以上
※この製品で遊ぶにはスタンダード版が必要です。

ゲームの舞台は海！
船を建造し、新たに発見された小島を開拓！

・小島で「砂金」を発見！
→新地形「砂金川」からは、好きな資源を獲得できます。

・航海者が探検する雰囲気を味わえる
→航海者版には 9 つのシナリオが収録されており、シナリオ

ごとに島の配置や独自の得点方法が設定されています。

拡張版

ゲーム
紹介

カタン 商人と蛮族版 

希望小売価格：4,300円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002075
2～4人、90分、8歳以上

・ユニークな追加ルールの数々！
→カタン２人用ルール、カタン島の一年を体験するルール等、原作者ト

イバー氏が厳選した追加ルール・シナリオを多数収録。

・気楽に楽しめる！
→収録する追加ルール・シナリオは、カタンのルールを知っていればす

ぐに遊べるものばかり。さらに、それら追加ルール同士を組み合わせた

り、「航海者版」、「都市と騎士版」に追加することもできます。

豊富な追加ルール
他の拡張にも追加可能なルールやシナリオが収録！

※この製品で遊ぶにはスタンダード版が必要です。

拡張版

カタン 都市と騎士版 

希望小売価格：3,800円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002747
3～4人、120分、12歳以上

・都市のさらなる発展！
→政治・経済・科学の３つの分野をそれぞれ発展させることができ、様々

な恩恵を受けられます。

・蛮族の襲撃
→カタン島が発展するほど、より強大な力で蛮族が襲撃してきます。全

員で協力し、蛮族を撃退しなければなりません。

※この製品で遊ぶにはスタンダード版が必要です。

難しいけどファン人気1位
カタン島の発展は次の段階へ──都市開発と外敵の撃退に挑め！

カタンの開拓者たち
探検者と海賊版 
希望小売価格：5,000円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471001962
2～4人、100分、10歳以上
※この製品で遊ぶにはスタンダード版が必要です。

新天地を求め探検！
未知の海域で島や漁場を発見し、任務を達成せよ！

・未知の島を発見！・未知の島を発見！
→探検者の船が未知の島（裏向きの地形タイル）に辿り着くことで、土地が発見→探検者の船が未知の島（裏向きの地形タイル）に辿り着くことで、土地が発見

されてそのタイルは表向きになり、ほうびとして資源やお金を獲得できます！されてそのタイルは表向きになり、ほうびとして資源やお金を獲得できます！

・様々な任務のバリエーション・様々な任務のバリエーション
→魚の捕獲、ならず者の討伐、スパイスを収穫して港に届けたりと、様々な任務→魚の捕獲、ならず者の討伐、スパイスを収穫して港に届けたりと、様々な任務

を楽しむことができます。を楽しむことができます。
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スピンオフ版

カタン 宇宙開拓者 

希望小売価格：12,000円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471003027
3～4人、120分、12歳以上

開拓は宇宙へ！
カタンの最高峰、ついに到達──

１９９９年に発売され、長く絶版となってい
た『カタン�宇宙開拓者』が復活。プレイヤー
は宇宙船に乗り、遠くの惑星へと旅立ちます。
途中には様々な惑星が現れ、拠点を増やして、
宇宙の奥へと開拓を進めていきます。宇宙人
と遭遇するイベント、リアルな宇宙船がゲー
ムを盛り上げます。

宇宙空間には多くの種族が存在していま
す。彼らの協力を得ることで、自身のプ
レイを有利に進められるでしょう。しか
し、中には好戦的な種族もおり、彼らと
遭遇した際には、戦闘に巻き込まれる可
能性もあります。

ゲームボードには数多くの惑星があり、
プレイヤーはそこへ移民船を派遣して、
コロニーを建設したり、宇宙港を設置し
たりして、拠点を築いていきます。また、
交易船を派遣して、異種族との間で交易
を開始すれば、彼らの協力を得られます。

◆多くの宇宙人との遭遇◆宇宙を旅し、開拓しよう ◆宇宙船の性能を上げる！

・マップを組み替えられるので、何度遊んでも楽しい！
→惑星の配置はプレイするたびに変わるので、毎回違う展開が楽しめる。

・深遠なる世界を旅し、宇宙人と遭遇する！
→王道 SF を肌で感じるゲーム展開。美しいイラストで表現された宇宙空間を奥へ
奥へと探検していきます。時には宇宙人と遭遇し、不測の事態に陥ることも？！

・巨大で迫力ある宇宙船
→金色の宇宙船は全長約 16cm と迫力ある大きさ。プレイヤーの行動を決める役目

を持つだけでなく、各種パーツを装着してパワーアップを図ることもできる。

オススメポイント

巨大な宇宙船は、性能をパワーアップで
きるようになっています。宇宙船の積載
量を上げる “船倉 ”、攻撃力を上げる “搭
載砲 ”、移動力を上げる “動力炉 ”。各種
パーツを宇宙船に実際に取り付けて、性
能を強化していきます。

スピンオフ版

カタン 
アメリカの開拓者たち
希望小売価格：5,880円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002181
3～4人、90分、10歳以上

カタン 
ゲームオブスローンズ版
希望小売価格：8,900円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002587
3～4人、90分、14歳以上

アメリカ西部開拓
肥沃な土地を求めて西部へ！　鉄道を敷設し、物資を輸送！

超人気ドラマとコラボ！
海外の人気ドラマ「A GAME OF THRONES」とのコラボ版限定商品！

・アメリカの歴史を追体験
→資源を獲得するための数字チップが東から西へ移動する

ため、肥沃な大地を求め、誰もがより西へと開拓の手を広

げます。

・ゲームオブスローンズの世界観
→ドラマの登場人物の能力を借りて競争を有利に進めま

しょう。壁を越えようとする野人には皆で協力して対抗し

なければなりません。
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カタン キャリーケース版
希望小売価格：2,500円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002549
3～4人、60分、8歳以上

カタン インカ帝国の隆盛 
希望小売価格：8,900円 （税別） 
ＪＡＮ：029877032051
3～4人、90分、12歳以上

カタン 油田
希望小売価格：1,000円 （税別） 
ＪＡＮ：029877031160
3～4人、60分、12歳以上

カタン フレネミーズ
希望小売価格：1,000円 （税別） 
ＪＡＮ：029877031191
3～4人、60分、12歳以上

衰退するカタン！？
栄えた文明もやがて衰退し、再建か侵略される状態に！

カタン島から石油が産出
使いすぎるとカタン島水没！

味方のふりをした敵に注意
他のプレイヤーに親切をすると特典を獲得！

・部族の衰退
→開拓の逆“衰退”が起こる初めてのカタン！　衰退

すると、建物がツタに覆われてしまいます。建物を再

建できなければ、他のプレイヤーにその土地を奪われ

てしまうかも……。

・石油の魔力
→油田から産出する石油チップは、

好きな資源カード 2 枚と交換できる

強力なものです。しかし、石油を使

いすぎると環境汚染により島の数字

チップが取り除かれたり、カタン島

が水没してゲームオーバーとなって

しまいます（最も環境に配慮してい

たプレイヤーが勝利します）。

・親切とは？
→盗賊を無害な土地に追い払ったり、

点数の低いプレイヤーに資源を譲っ

たり、親切をすることで、様々な恩

恵を得られます。資源の自由な交換、

無料の発展カード、勝利点を得るこ

ともできます。やれやれ…親切が本

当に存在するとしても…それはこの

シナリオには含まれていないのです。

※この製品で遊ぶには
　スタンダード版が必要です。

スピンオフ版

日本語マニュアル付き英語版

日本語マニュアル付き英語版 日本語マニュアル付き英語版

※この製品で遊ぶには
　スタンダード版が必要です。

携帯版

カタン 
カードゲーム版
希望小売価格：1,000円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471003119
2～4人、30分、8歳以上

カードだけで遊べるカタン！　
カードにはポイントのほかに
自分が有利になる効果や、他
のプレイヤーを妨害する効果
などもあり、どのカードから
獲得するかも勝負の分かれ道
となります。

カタンの開拓者たち 
ダイスゲーム版
希望小売価格：1,200円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471001788
1～4人、30分、7歳以上

カタンを手軽に遊べるように
したダイスゲーム版。自分の
番にダイスを振り、出た目の
組み合わせで建設（建設する
と得点を獲得）します。

カタンを持ち運ぶ！
スタンダード版のルールを簡略化して遊びやすくしました
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単体で遊べるテーマ製品

カタン アメリカの開拓者たち
幌馬車から鉄路へ

カタン ゲーム・オブ・スローンズ
ブラザーフッド オブ ザ ウォッチ

カタン ３D版

カタン 宇宙開拓者

キャリーケース版
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ウボンゴ スタンダード版 

希望小売価格：3,960円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002532
1～4人、25分、8歳以上

ダイスで指定されたピースを集め、
時間内にパズルを完成させよう。

パズルが完成した人は
「ウボンゴ！」と宣言。
得点として宝石トークンを獲得！

脳トレの要素がある“パズルゲーム”に、みんなで楽しめる“ボードゲーム”が合わ

さった、パズルゲームの歴史を塗り変える画期的なパズルボードゲームです。大人は

もちろん、ファミリーでも、わいわい楽しみながら脳トレができます。世界各国では

小中学校でも脳トレの教材として導入されています。

脳トレパズル + ボードゲームわいわい

ウボンゴ！

スタンダード版

「ウボンゴ」とは、スワヒリ語で “ 頭脳 ” という意味の言葉です。

パズルで競争!
砂時計に追われるスピードパズル、解けたら「ウボンゴ！」

ゲーム
紹介

ウボンゴ ハローキティ 

希望小売価格：未定 
ＪＡＮ：4543471003560
1～4人、15分、7歳以上

ハローキティ×ウボンゴ
人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボ商品

『ウボンゴ ミニ』と人気サンリオキャラク
ター・ハローキティとのコラボレーションで
生まれた商品です。パズルの問題カードはハ
ローキティの顔の形をしていて、パズルピー
スもかわいらしいハローキティバージョン。
キティちゃんの魅力と、ウボンゴの面白さ
が融合しています！

※画像は開発中のものです。実際の製品とは見た目や仕様が大きく異なる
場合があります。

コラボ商品

© '21 SANRIO CO., LTD.  APPR. NO. S621172
デザイン監修中
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ウボンゴ ミニ
希望小売価格：1,200円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002884
1～4人、15分、7歳以上

パズルゲームの金字塔「ウボンゴ 」
が手軽に持ち運べるサイズに！

他のプレイヤーと競いながらパズルを
完成させるシンプルなルールで、パズ
ルだけではなく、競争という要素によ
り、みんなで盛り上がれるゲームです。
※ミニ版はルールを簡略化したバー

ジョンです。

ヨーロッパの教育機関では、知育教材
としても導入されている定番ゲームの
ウボンゴ。考えることが楽しくなる、
家族でも楽しめるボードゲームです。

もっと手軽にウボンゴ！
コンパクトになって持ち運びやすく。いつでもどこでもウボンゴ！

ウボンゴミニでは使うピースは決められてい
ません。どのピースが利用できるか試して
みましょう。

ミニ版

白いマスにパズルピースを
ピッタリはめよう

大人気のウボンゴが三角形に
複数の三角形で構成されたパズルピースを使って２カ所の枠を埋めよう！

ウボンゴ ミニに難度を増したトライゴが登場。三角
形が組み合わさった複雑なパズルピースを枠内にピッ
タリとはめよう。解けたら「ウボンゴ！」。

ミニ版

ウボンゴ ミニ エクストリーム
希望小売価格：1,200円 （税別）
ＪＡＮ：4543471003102
1～4人、20分、7歳以上

ウボンゴ ミニの最終形！
ミニシリーズ上級難度。六角形のパズルピースに混乱必至。

ウボンゴ ミニの上級者版はパズルピースが六角形の
集合体。パズルピースを 60 度ずつ回転させ、枠にピッ
タリとはまる位置を素早く割り出そう。

ウボンゴ ミニ トライゴ 

希望小売価格：1,200円 （税別）
ＪＡＮ：4543471003096
1～4人、20分、7歳以上
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ウボンゴ ジュニア 

希望小売価格：未定 
1～4人、20分、5歳以上 お子様も安心して遊べる

2 ピースから始める、大人気パズルゲームの入門製品

『ウボンゴ スタンダード版』を低年齢層
でも楽しめるように作られた製品です。
動物のイラストが描かれたピースを並
べてパズルを完成させ、多くの宝石を
獲得しましょう。『ウボンゴ スタンダー
ド版』と組み合わせて遊ぶこともでき、
親御さんは「スタンダード版」、お子さ
んは「ジュニア」というように、親子
でハンデを付けてプレイできます。

ウボンゴ ジュニア 3D 

希望小売価格：未定 
1～4人、20分、5歳以上

ウボンゴ 3D ファミリー 

希望小売価格：未定 
1～4人、25分、8歳以上

子 供 向 け に ル ー ル が 少
し変更された『ウボンゴ 
3D』です。問題カードを
立体ピースで埋めたら、
残りの立体ピースをでき
るだけ高く積み上げます。
積み上げた高さはキリン
メーターで計ります。パ
ズルの難度は 4段階。

『ウボンゴ 3D』の面白さ
はそのままに、より広い
年齢層が楽しめるよう、
パズルの難度を4段階に設
定したファミリー版です。

どんどん広がる 「ウボンゴ」シリーズ !!

※画像は制作中のものです

ウボンゴ 3D 

希望小売価格：6,500円 （税別）
ＪＡＮ：4543471002907
1～4人、30分、10歳以上

熱狂的ファンの多い3D版
シリーズ屈指の難度！　解けた時の爽快感がたまらない！

ウボンゴシリーズで、実は
一番の人気作！
ピースが３D( 立体 ) になっ
て、さらに複雑に、もっと
エキサイティングに！

指定されたエリアにピッタ
リ 2 段でパズルを埋めなけ
ればなりません。計算力、
推理力、空間認識力など、
パズルに求められる全てが
詰まったパズルゲームの最
高峰「ウボンゴ ３D」。

難しいけど、やみつきにな
る！ これは、パズルファン
への新たな挑戦です！

３D 版
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ボードゲームボードゲーム ボードゲームボードゲーム
初登場から半世紀──ランドルフの大傑作対戦ゲームがここに復活！

ツィクスト 

希望小売価格：4,300円 （税別）
ＪＡＮ：4543471003287
2・4人、45分、8歳以上

ルールは極めてシンプル。先手・後手の順で、交互にペグ
を１本ずつボードに挿すだけ。自分のペグ同士が、縦に１
横に２（もしくは縦に２横に１）の位置関係にあれば、ブリッ
ジを取り付けられます。このペグとブリッジを使って、ボー
ド上の自分のライン同士をつなげれば勝ちです。

しかし、シンプルなルールとは裏腹に戦術は奥深く、勝負の
たびに指し手の新たな発見や可能性を見出すことでしょう。

１９６２年の登場以来、多くのファ
ンに愛され続けている不朽の名作

『ツィクスト』がジーピーオリジナ
ルバージョンとして復活しました！

囲碁から着想された名作ゲーム

ペグを立てて ブリッジを置き 両端をつなげば勝ち！

Foxy
希望小売価格：未定 
2人、10分、8歳以上

希代のゲーム作家「アレックス・ランドルフ」氏

今後発売を予定しているアレックス・ランドルフ氏の作品

1922年アメリカ・コロラド州生まれ。1960年頃、広告業で働く傍ら、ゲーム
制作を始める。1961 年、日本に移住し、プロのゲーム作家に。日本での生活の中、
現在は当社から発売されている『ツィクスト』の初版が、3M 社から発表される。
その後も数々の名作を世に送り出した。2004年4月28日、イタリア・ベニス
で息を引き取る。享年82歳。

●弊社ではアレックス・ランドルフ氏の作品として『ツィクスト』、『TwixT』( 英
語版 )、『バイソン将棋』、『ハイパーロボット』( 日本語訳付きドイツ語版 ) を
現在販売しています。今後も氏の作品を次々と発表していく予定です。

こぶたのおんぶレース
希望小売価格：未定 
2～7人、25分、4歳以上

ツィクスト(22ページ) 

希望小売価格：4,300円 （税別）
ＪＡＮ：4543471003287
2・4人、45分、8歳以上

色とりどり、7 匹のこぶたた
ちのレースがスタート！　ダ
イスを振って、自分のこぶた
を動かし、ゴールを目指しま
す。もしも他のプレイヤーの
こぶたと同じマスに止まった
ら、そのこぶたの背中に乗る
ことができます。下のこぶた
におんぶしてもらって、さら
に先へと進みましょう。いち
早く、ゴールに到着した人の
勝利です。

完全日本語版／2022年発売予定 完全日本語版／2022年発売予定

2 人用対戦ゲーム。
各プレイヤーは 11 枚の
ディスクが入った筒を 1
本ずつ持ってゲームを始
めます。6 マス× 6 マス
( 全 32 マス ) のゲーム
ボードには、ディスクを
置けるスペースが 21 か
所あります。交互に手番

TwixT(英語版) 

希望小売価格：4,300円(税別)
JAN：4543471003348
2・4人、45分、8歳以上

ハイパーロボット
(日本語訳付きドイツ語版) 
 
希望小売価格：5,800円(税別)
JAN：4011898031317
1～∞人、30分、10歳以上

すでに発売中の作品

バイソン将棋(28ページ) 

希望小売価格：2,300円(税別)
JAN：4543471002617
2人、30分、8歳以上

を行い、先に自分のディスク 11 枚を置き切ったプレイヤー
が勝利します。いわゆる “ アブストラクト ” と呼ばれる種類
のゲームです。

さん

囲
碁
好
き
に
も

　　　　　

お
す
す
め
！

ゲーム
紹介
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ボードゲームボードゲーム ボードゲームボードゲーム
予測不能なタイルの動きに一喜一憂するアクションゲーム

ドロップイット 

希望小売価格：4,500円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471003263
2～4人、20分、8歳以上

・落としたタイルの位置で得点が決まる
→落としたタイルはすでにあるタイルとぶつかって複雑な動き

をします。タイルの動きが止まったら、得点できるか確認します。

・同じ色や形のタイル同士が接してはダメ
→落としたタイルの動きが止まった際に、同じ色や形のタイル

と接してしまうと得点を獲得できません。

パネルの間に様々な形のタ
イルを落とし入れて得点を
重ねていきます。タイルが
思いのほか弾んだり、すべっ
て横移動したりと、展開が
読めない面白さがあります。

見た目が見た目が
おもしろいおもしろい
４色のタイル４色のタイル

思いがけない思いがけない
タイルの動きタイルの動き

奇跡的な奇跡的な
バランスでバランスで

高得点を狙え高得点を狙え
どの位置からどの位置から
どのタイルをどのタイルを

落とす？落とす？

ゲーム
紹介

アリスを助けてハートの女王が満足する美しい庭園を造ろう！

アリスガーデン 

希望小売価格：2,500円 （税別）
ＪＡＮ：4543471003454
1～4人、30分、8歳以上

「不思議の国のアリス」を
舞台にしたシンプルなタ
イル配置ゲーム。庭園の
持ち主であるハートの女
王の好みに合うように、
バラや樹木が描かれたタ
イルを巧みに配置しよう。

「自分の番になったらタイルを 1 枚選んで、自分の庭園の好きな場所に配置
する」。このように、遊び方はいたってシンプル。配置するタイルには、バ
ラや樹木、キノコ、チェスのコマ、トランプの庭師が描かれていて、その各々
で得点方法が異なります。より多くの得点が獲得できるようにタイルを配置
していけば、自分の造った庭園の評価も高くなります。

袋を選び、人数分の
タイルを取り出す

タイルを 1 枚選び、
自分のボードに配置

多く得点できるよう
に庭園を造ろう

ゲーム
紹介

アリスの世界でパズルゲーム 予測できない面白さ！
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ボードゲームボードゲーム ボードゲームボードゲーム
傑作ボードゲーム「VIA NEBULA」の完全日本語版

霧に閉ざされた峡谷 “ ネビュ
ラ”の遺跡を再建するゲーム。
立ち込める霧を晴らして資源
を獲得、廃墟の遺跡に建物を
建てることで、ネビュラの谷
の繁栄を蘇らせましょう！

ネビュラ 

希望小売価格：3,960円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002853
2～4人、60分、10歳以上

美しい見た目としびれるジレンマが
魅力の王道ボードゲーム！

・互いを利用し合うジレンマがハマる！
→建物を建てるには、資源を見つけたり輸送ルートを作ったりする必要があり

ます。しかし、資源やルートは他のプレイヤーが用意したものを利用すること

もできるのです。いかに利用し、いかに利用されないかのせめぎ合いが熱い！

・魅力的な木製コマ
→立体的でカラフルな木製コマが

盤面を賑やかに、開拓の雰囲気を

演出します。

盤上を覆う霧が次第に払われて、カッコいい木
製コマがメルヘンチックな峡谷の雰囲気を作り
ます。「ネビュラ」は女性ファンも魅了する探検
物語ゲームです。

ポンペイの街を埋没させた 79 年のヴェスヴィ
オ火山の大噴火。その災厄から住民を守ります。
噴火前は住民を集めて街を繁栄させます。そし
て噴火後は、できるだけたくさんの住民を助け
出すことを目指します。２つのルールのコンビ
ネーションが見事なゲームです。

西暦 79 年に発生したヴェスヴィオ火山の大噴火をテーマにしたゲーム

ポンペイ大噴火 

希望小売価格：3,400円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002730
2～4人、45分、10歳以上

途中でシステムが変わる！
歴史をなぞらえた名作ゲーム

ゲームは火山噴火の前後、
２パートに分けられます。
ポンペイの街に自分の住
民を配置する前半パート、
火山の噴火から自分の住
民を逃がす後半パートを
続けて遊びます。

完全日本語版／発売予定



2828 2929

ボードゲームボードゲーム ボードゲームボードゲーム
リクソー
希望小売価格：2,500円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002662
1～4人、10～50分、6歳以上

パネルに描かれた情報をヒント
に、全てのマスに“Ｌブロック”を
置くことを目指します。ブロック
の配置には、
①パネルに描かれた色のブロッ
クがそのマスに置かれる。
②同じ色のブロック同士は
接しない。
という 2つのルールがあります。
かすかなヒントを頼りに論理を
積み上げ、パズルをクリアした
ときの喜びはひとしおです。
難易度は 6段階あり、対戦用ルー
ルでも遊べます。

人気のロジカルゲーム
論理パズルから陣取り合戦、チーム戦まで──人数によって遊び方が変わる！

物語の主人公はあなた！
ロビン・フッドとその仲間たちに扮し、数々の冒険に挑む！

完全日本語版／2022年発売予定

ロビン・フッドの冒険
希望小売価格：未定 
2～4人、60分、10歳以上

コスタリカ
希望小売価格：2,900円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002488
2～4人、40分、8歳以上

バイソン将棋
希望小売価格：2,300円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002617
2人、30分、8歳以上

将棋のようにコマを動かして遊ぶ、エキサイティング
でハイスピードなゲーム。それぞれのコマは、
■バイソン　→　将棋の “ 歩 ” の動き
●酋長　→　将棋の “ 王 ” の動き
●犬　→　将棋の “ 飛車 ” ＋ “ 角行 ” の動き
という移動ルールになっています。かわいい形の木ゴ
マも魅力のひとつです。

バイソンが 1 匹でも
　2 つ目の川を越えれば　　
　　　バイソン側の勝利

バイソンの進撃を全て防げば

　　　　　　　　　　酋長側の勝利

引くかそれとも進むか？
ジャングルに生息する動物を発見せよ！　探検隊員のジレンマを味わえる

コスタリカの密林を探検し、生息する動
物を探します。ただし、蚊に出会うと強
制終了。シンプルなルールながら駆け引
きの要素もあり、小学生からコアなゲー
ムファンまで幅広く楽しめます。

バイソンから村を守れ！
バイソンの群れ vs 酋長＆番犬タッグ の変則将棋

1193 年のイギリス、ノッティンガム郡は邪悪1193 年のイギリス、ノッティンガム郡は邪悪
なジョン王子とその子分たちの支配下にありまなジョン王子とその子分たちの支配下にありま
した。プレイヤーはロビン・フッドとその仲間した。プレイヤーはロビン・フッドとその仲間
たちに扮して、共に不正に立ち向かい、暗い秘たちに扮して、共に不正に立ち向かい、暗い秘
密を暴いていきます。ゲームは 200 ページを超密を暴いていきます。ゲームは 200 ページを超
えるシナリオ兼ルールブックに沿って進んでいえるシナリオ兼ルールブックに沿って進んでい
きます。遊ぶたびに状況が変わるゲームボードきます。遊ぶたびに状況が変わるゲームボード
上で、じっくりとロビン・フッドたちの冒険を上で、じっくりとロビン・フッドたちの冒険を
味わいましょう。味わいましょう。

※発売予告です。ご期待ください。※発売予告です。ご期待ください。
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エスケープルーム ザ・ゲーム 第２版
希望小売価格：4,800円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471003355
1～5人、60分、12歳以上

ゲーム
紹介 第1弾

名探偵
希望小売価格：1,500円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471003072
1～5人、60分、12歳以上

第2弾
ようこそファンランド
希望小売価格：1,500円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471003089
1～5人、60分、12歳以上

莫大な資産を有する鉄道王が殺され
た。複数の容疑者の中から、犯人を見
つけ出せ！

町外れの寂れた遊園地。奇怪な道化師
があなたを拘束する。殺戮の手から逃
れられるか？

エスケープルーム ザ・ゲーム　拡張シナリオ

エスケープルーム
ザ・ゲーム ２人用セット  
希望小売価格：1,850 円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471003362
1～3人、60分、12歳以上

少人数で楽しめる「エスケープルーム」の新シ
リーズ。クロノデコーダーをお持ちでなくとも、
スマートフォンと専用アプリを利用することで
“ 脱出ゲーム ” にチャレンジできます。「2 人用
セット」は各シナリオ、1 つずつ封筒が用意さ
れていて、謎を解き進めるたびに徐々に封筒を
開いていく仕組みになっています。

2人で遊ぶ脱出ゲーム
スマートフォンアプリで遊ぶ「エスケープルーム」シリーズ作品

※拡張シナリオで遊ぶには『エスケープルーム ザ・ゲーム』が必要です。

※「２人用セット」を遊ぶには、スマートフォン＋専用アプリ、もしくは『エスケープルーム ザ・
ゲーム』が必要です。

3つの謎解きシナリオ
練習用のデモゲーム「誘拐」のほか、孤島
に作られた監獄からの脱出を図る「監獄島
からの脱出」、怪しげな手術を施されそう
になっている彼女の身を救う「精神科病棟」
の 3 種類をプレイできます。

4つの謎解きシナリオ
用意されているゲームは 4
種類。練習用のデモゲーム

「地下室」のほか、監獄から
の脱出を図る「プリズンブ
レイク」、細菌感染から身を
守る「ウイルス」、仕掛けら
れた時限爆弾を解除する「爆
破予告」と、いずれも魅力
的なシチュエーションです。
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デックスケープ
実験の時
希望小売価格：1,380 円 （税別）
ＪＡＮ：4543471003430
1～6人、60分、12歳以上

能力テストを受けることになったあなた。しかし、
教授のミスにより、真っ暗なラボに閉じ込められて
しまいます。ユニークなパズルを解き、ラボから脱
出してください。

カードだけでプレイする協力型の脱出ゲームです。カードだけでプレイする協力型の脱出ゲームです。
みなさんは特殊な環境に閉じ込められたり、みなさんは特殊な環境に閉じ込められたり、
絶望的な状況に追い込まれたりします。絶望的な状況に追い込まれたりします。

散りばめられた謎を解き、道具を賢く使って、脱出してください。散りばめられた謎を解き、道具を賢く使って、脱出してください。

デックスケープ
ロンドンの命運
希望小売価格：未定
1～6人、60分、12歳以上

完全日本語版／発売予定

デックスケープ
ベニスの怪盗
希望小売価格：1,380 円 （税別）
ＪＡＮ：4543471003478
1～6人、60分、12歳以上

あなたは足を洗ったプロの泥棒です。しかし、あな
たの過去を知る人物からの手紙により、また昔の稼
業に手を染めることに。世界最古のカジノに忍び込
み、10 億ユーロ分のチップを盗み出せ！

デックスケープ
舞台の裏側
希望小売価格：未定
1～6人、60分、12歳以上

完全日本語版／発売予定

デックスケープ
スフィンクスの呪い
希望小売価格：未定
1～6人、60分、12歳以上

完全日本語版／発売予定

デックスケープ
エルドラドの神秘
希望小売価格：未定
1～6人、60分、12歳以上

完全日本語版／発売予定

すぐに遊べる脱出ゲーム
カードの山 ( デック ) の謎を解く脱出 ( エスケープ ) ゲーム

行動で結末が変わる！
チームメンバーはくせ者ぞろいの 6 人。彼らになりきってミッションに挑む！
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ザ・クルー
第９惑星の探索
希望小売価格：2,000円 （税別）
ＪＡＮ：4543471003249
2～5人、20分、10歳以上

プレイヤー全員で、共通のミッションに協力
して挑戦するカードゲームです。宇宙空間で
のミッションなので、会話でのコミュニケー
ションは不可能。どのようにカードを出し
ていくか、みんなの洞察力が試されます。

歴史に残る面白さ！
世界各国のゲーム賞を多数受賞！

・全員勝つか、それとも全員負けるか
→クルーはゲームの結果、全員が勝利するか、全員が

敗北するかのいずれかです。プレイヤーがお互いを助

け合って、ミッションの達成に挑みます。

・トリックテイキング
→プレイヤーはカードを順番に出していき、ミッショ

ンで指定された特定のトリックで、特定の人物が勝つ

ようにゲームを進めていきます。与えられたミッショ

ン通りにトリックを勝利できたら、成功となります。

・2 人用の特別ルールもあります
→通常は 3 ～ 5 人で遊ぶゲームですが、公式に 2 人

プレイ用のヴァリアントルールが付属しています。

次第に難しくなる
50のミッション

トリプル受賞!!

ドイツ年間
ゲーム大賞

エキスパート賞
2020

ドイツゲーム賞
2020

ゲーム
紹介

アラカルト
カードゲーム賞
2020

次なる任務は深海！
調査団スタッフとして皆で力を合わせて深海ミッションに挑もう

プレイヤー全員で、共通のミッションに協
力して挑戦するカードゲーム『ザ・クルー』
の続編。深海を調査するスタッフとなって、
海中の居住施設“ケンチ”を拠点に、潜水
艦での深海探検に挑みます。

ザ・クルー 
深海に眠る遺跡
希望小売価格：未定
ＪＡＮ：4543471003461
2～5人、20分、10歳以上

・全 32 のミッション、そして……
→「深海に眠る遺跡」は全 32 のミッションで構成されています。ゲームに

慣れるためのチュートリアル的なミッションから始まり、徐々にミッション

の難度が上がっていきます。さらに本製品では、全ミッションを制覇した後

でも、難度を 1 段階ずつ上げて、より難しいミッションに挑めるようになっ

ています。

・基本的なゲーム性は前作を踏襲
→プレイヤー全員が協力して進めるゲームで“全員が勝つか全員が負ける”、

カードを順番に出していく“トリックテイキング”、会話でのコミュニケーショ

ンは不可能、といったゲームの基本部分は同じです。

・2 人用の特別ルールもあります
→本製品でも 2 人プレイ用のヴァリアントルールが付属しています。

どこまでいけるか？
終わりなき挑戦！

※本製品は『ザ・クルー 第9惑星の探索』の独立型の続編です。『ザ・クルー ※本製品は『ザ・クルー 第9惑星の探索』の独立型の続編です。『ザ・クルー 
第9惑星の探索』をお持ちでなくとも、本製品のみでプレイ可能です。第9惑星の探索』をお持ちでなくとも、本製品のみでプレイ可能です。

ボードゲームで権威のある賞を

・タスクがバリエーション豊かに
→タスクカードの指示内容がバリエーション

豊かになりました。お馴染みの“指示された

カードを獲得する”ものから、“指示された

数字を○枚獲得する”、“指示された回数だ

けトリックに勝利する”、“指示された色でト

リックを開始しない”など、実に様々なタス

クカードがあります。

・ミッション難度
→各ミッションには“難度”が設定されていま

す。各タスクカードにも難度が設定されていて、

その数字が一致するようにタスクカードを引い

て、ミッションに挑むことになります。

・リアルタイムミッション
→いくつかのミッションには制限時間が設定

されています。制限時間をオーバーすると

ミッション失敗となります。

前作との違い
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よくばりパグ
希望小売価格：未定未定
ＪＡＮ：4543471003522
3～5人、20分、8歳以上3～5人、20分、8歳以上 おいしい骨を手に入れようと、おいしい骨を手に入れようと、

パグたちも、ネコも大騒ぎ。プパグたちも、ネコも大騒ぎ。プ
レイヤーはカードを出し合って、レイヤーはカードを出し合って、
より多くの骨を獲得することをより多くの骨を獲得することを
目指します。しかし、ラウンド目指します。しかし、ラウンド
ごとにカードの強さが変化するごとにカードの強さが変化する
せいで、一筋縄ではいきません。せいで、一筋縄ではいきません。

おいしい骨を独り占め

ダック
希望小売価格：未定未定
ＪＡＮ：4543471003515
3～5人、15分、8歳以上

棒パズル棒パズル

場に 5 本の棒で作られた図形が提示さ場に 5 本の棒で作られた図形が提示さ
れます。プレイヤーはその図形から棒れます。プレイヤーはその図形から棒
を 1 本だけ動かして、自分のカードのを 1 本だけ動かして、自分のカードの
図案と一致させることを目指します。図案と一致させることを目指します。
遊び方は 4 種類。シンプルながら、工遊び方は 4 種類。シンプルながら、工
夫が凝らされたゲームです。夫が凝らされたゲームです。

マッチ棒パズル

クールなアヒルは誰？

ジンクス 台無しダイスゲーム
希望小売価格：未定未定
ＪＡＮ：4543471003539
2～4人、15分、6歳以上

場に並べられたカードに対して場に並べられたカードに対して
ダイスを振り、出た目とカードダイスを振り、出た目とカード
の数字が一致すれば、そのカーの数字が一致すれば、そのカー
ドを獲得できます。3 ラウンドドを獲得できます。3 ラウンド
戦い、より多くのポイントを稼戦い、より多くのポイントを稼
いだ人の勝利。しかし手に入れいだ人の勝利。しかし手に入れ
たカードを失うこともあり、毎たカードを失うこともあり、毎
ラウンドの判断力が問われます。ラウンドの判断力が問われます。

運次第で全てが台無しに！？

デイ＆ナイト
希望小売価格：未定希望小売価格：未定
ＪＡＮ：ＪＡＮ：45434710035534543471003553
3～5人、20分、8歳以上3～5人、20分、8歳以上

昼なのか、夜なのか？　大きいのか、小さいのか？　このゲームはカードの価値昼なのか、夜なのか？　大きいのか、小さいのか？　このゲームはカードの価値
が一瞬で変化します。多くの勝利ポイントを獲得することを目指しますが、勝つが一瞬で変化します。多くの勝利ポイントを獲得することを目指しますが、勝つ
ためには相手の考えを読む力が問われます。ためには相手の考えを読む力が問われます。

昼？　それとも夜？

希望小売価格：未定希望小売価格：未定
ＪＡＮ：ＪＡＮ：45434710035464543471003546
1～4人、25分、8歳以上1～4人、25分、8歳以上

アヒルのカードを出し合って、勝利ポイントをできるだけ多く獲得することを目アヒルのカードを出し合って、勝利ポイントをできるだけ多く獲得することを目
指します。手札を誰よりも早く出し切るか、“ ダック ” 宣言を成功させるか。指します。手札を誰よりも早く出し切るか、“ ダック ” 宣言を成功させるか。
5 ラウンド戦って、最も勝利ポイントを獲得したプレイヤーが勝利します！5 ラウンド戦って、最も勝利ポイントを獲得したプレイヤーが勝利します！
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トュット

ダイスを振り、出た目を組み合わせて役をダイスを振り、出た目を組み合わせて役を
作ります。役に応じて得点を獲得でき、最作ります。役に応じて得点を獲得でき、最
高得点を記録した人が勝利します。カード高得点を記録した人が勝利します。カード
に描かれた条件を達成するとボーナスポイに描かれた条件を達成するとボーナスポイ
ントを獲得できますが、欲張りすぎると得ントを獲得できますが、欲張りすぎると得
点０になることも……。点０になることも……。

ダイスを振って役作り

チーズがいっぱい！

ねずみとなって、おいしいチーズを誰よりねずみとなって、おいしいチーズを誰より
も多く手に入れましょう。ただし、上等なも多く手に入れましょう。ただし、上等な
チーズほど “ ネズミ捕り ” にかかるリスクチーズほど “ ネズミ捕り ” にかかるリスク
が高まります。堅実に行く？　それとも運が高まります。堅実に行く？　それとも運
に賭けてみる！？に賭けてみる！？

運と度胸が試される

ティチュー

２人でチームを組んで対戦、手札をいち早２人でチームを組んで対戦、手札をいち早
く出し切ることを競います。手札を出しく出し切ることを競います。手札を出し
切った人は得点を獲得でき、先に総得点が切った人は得点を獲得でき、先に総得点が
1,000 点に到達したチームが勝利します。1,000 点に到達したチームが勝利します。

２対２のチーム戦

ハエたたきハエたたき

カードを皆で叩き合うアクションゲームでカードを皆で叩き合うアクションゲームで
す。カードを出していき、ハエたたきカーす。カードを出していき、ハエたたきカー
ドが出るか、場に 5 色のハエカードが揃っドが出るか、場に 5 色のハエカードが揃っ
たら、素早くハエカードを叩きます。獲得たら、素早くハエカードを叩きます。獲得
したハエカードの総得点が高い人が勝利ししたハエカードの総得点が高い人が勝利し
ます。ます。

カルタ系わいわいゲーム

真珠の首飾り 美しい真珠を集めよう
青く澄んだ海に飛び込んで、美しい真珠を青く澄んだ海に飛び込んで、美しい真珠を
集めて首飾りを作りましょう。真珠カード集めて首飾りを作りましょう。真珠カード
を獲得し、そのカードを使って首飾りを作を獲得し、そのカードを使って首飾りを作
ります。獲得した真珠と首飾りを比べ合っります。獲得した真珠と首飾りを比べ合っ
て、いちばん価値が高い人が勝利します。て、いちばん価値が高い人が勝利します。

ゴキブリパーティー

ゴキブリたちのコスプレパーティーに潜ゴキブリたちのコスプレパーティーに潜
入！？　皆でカードを出し合って、コスプ入！？　皆でカードを出し合って、コスプ
レした嫌なゴキブリカードを他の人に押しレした嫌なゴキブリカードを他の人に押し
つけましょう。自分の場に残ったゴキブリつけましょう。自分の場に残ったゴキブリ
が少ない人が勝利します。が少ない人が勝利します。

コスプレパーティー？

ゲーム
紹介

ゲーム
紹介

ゲーム
紹介

ゲーム
紹介

希望小売価格：1,380円 （税別）希望小売価格：1,380円 （税別）
ＪＡＮ：4543471003140ＪＡＮ：4543471003140
2～6人、15分、6歳以上2～6人、15分、6歳以上

希望小売価格：1,380円 （税別）希望小売価格：1,380円 （税別）
ＪＡＮ：4543471003218ＪＡＮ：4543471003218
2～8人、15分、6歳以上2～8人、15分、6歳以上

希望小売価格：1,380円 （税別）希望小売価格：1,380円 （税別）
ＪＡＮ：4543471003195ＪＡＮ：4543471003195
2～6人、15分、6歳以上2～6人、15分、6歳以上

希望小売価格：1,380円 （税別）希望小売価格：1,380円 （税別）
ＪＡＮ：4543471003232ＪＡＮ：4543471003232
2～6人、15分、8歳以上2～6人、15分、8歳以上

希望小売価格：1,380円 （税別）希望小売価格：1,380円 （税別）
ＪＡＮ：4543471003171ＪＡＮ：4543471003171
2～10人、30分、8歳以上2～10人、30分、8歳以上

希望小売価格：1,380円 （税別）希望小売価格：1,380円 （税別）
ＪＡＮ：4543471003157ＪＡＮ：4543471003157
4人、60分、10歳以上4人、60分、10歳以上
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ジャンボと仲間たち

ゾウ、イヌ、ネコ、ネズミ──４種類の動物ゾウ、イヌ、ネコ、ネズミ──４種類の動物
カードを出し合って勝負！　相手の動物を捕カードを出し合って勝負！　相手の動物を捕
まえれば、自分の得点になります。動物カーまえれば、自分の得点になります。動物カー
ドの構成は全員同じなので、ラウンドが進むドの構成は全員同じなので、ラウンドが進む
ごとに読み合いが激しくなります。ごとに読み合いが激しくなります。

動物たちの生存競争！

オインク！

鳴きまね超特急
同じ動物カードが出たら稲妻のごとき素早さ同じ動物カードが出たら稲妻のごとき素早さ
でカードを叩き、その動物の鳴きまねをする。でカードを叩き、その動物の鳴きまねをする。
これだけだと簡単そうですが、ブタと数字のこれだけだと簡単そうですが、ブタと数字の
７がゲームをかき回します。手軽で激しいア７がゲームをかき回します。手軽で激しいア
クションゲームです。クションゲームです。

汽車のユニークなイラストが魅力！　ルールがシンプルながらも完成度の高
いカードゲームです。番号順に並んだカードを、逆順に並べ替えていきます。
そしてカードの特殊能力を使うことで展開が面白くなります。特殊能力で相
手を邪魔したり、タイミング次第では一気に有利になることも。

ウィザード ビギナー版
希望小売価格：950円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471001177
2～6人、20分、7歳以上

ウィザードのルールを簡略化したビギナー版。
プレイ時間も 20分と短く遊べます。

ハッピーサーモン
希望小売価格：1,500円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002914 （グリーン）
　　　4543471002921 （ブルー）
3～6人、6歳以上

ゲームオブトレイン
希望小売価格：1,800円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002402
2～4人、20分、8歳以上

お魚ポーチに入ったアクションゲーム。大人から子供まで遊
べて、ルールも簡単。手持ちのカードに描かれたアクション
を、ペアを見つけて実行します。実行したらカードを捨てて、
最初に手札をなくした人が勝ち。「相手を見つけてアクション
する」ことで、遊んだ相手と仲良くなれちゃう！？

ストップ

場のカードに合わせて手札を出していき、自場のカードに合わせて手札を出していき、自
分の手札を一番最初に出し切ることを目指し分の手札を一番最初に出し切ることを目指し
ます。特殊カードで手札が入れ替わったり、ます。特殊カードで手札が入れ替わったり、
他人の順番に割り込んで手札を出せたりと、他人の順番に割り込んで手札を出せたりと、
スリリングな展開が続きます。スリリングな展開が続きます。

手札をいち早く出し切れ！

盲目のにわとり 盲目のにわとり 
エクストリームエクストリーム

手札の左端か右端のカードしかプレイできな手札の左端か右端のカードしかプレイできな
い、変則的なトリックテイキングゲームです。い、変則的なトリックテイキングゲームです。
ニワトリが描かれているカードを取ると失点ニワトリが描かれているカードを取ると失点
となってしまうので、なるべく取らないようとなってしまうので、なるべく取らないよう
に注意しましょう。に注意しましょう。

ニワトリを取るな！

希望小売価格：1,380円 （税別）1,380円 （税別）
ＪＡＮ：4543471003201
3～6人、15分、8歳以上

希望小売価格：1,380円 （税別）1,380円 （税別）
ＪＡＮ：4543471003225
2～6人、15分、6歳以上

希望小売価格：1,380円 （税別）1,380円 （税別）
ＪＡＮ：4543471003164
2～10人、30分、6歳以上

希望小売価格：希望小売価格：1,380円 （税別）1,380円 （税別）
ＪＡＮ：ＪＡＮ：45434710031884543471003188
3～5人、20分、8歳以上3～5人、20分、8歳以上

ゲーム
紹介

仲良くなれるゲーム!
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ファーミニ
希望小売価格：1,600円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002891
1～～4人、15分、5歳以上

コンテストで勝利するために、
農場を広げ、トウモロコシ畑を
耕し、できるだけ多くの動物を
飼育しましょう。ただし、動物
を襲う狼には注意！ 
動物たちを狼から守ったり、飼
育した動物がトウモロコシ畑を
荒らさないように気をつけなが
ら農場を拡大していく、お手軽
カード配置ゲームです。

農場コンテスト開催
場からカードを選び、自分の農場を作ろう！

トロールとドラゴンの財宝
希望小売価格：2,500円 （税別）
ＪＡＮ：4543471003386 
2～～5人、20分、7歳以上

財宝を集めて脱出せよ！
巨人とドラゴンが住む洞窟に潜入し、見つからないように財宝を集める

巨人が住むダイヤモンドの洞穴と、ドラゴンが住む財宝の洞窟を探検して、財宝
を手に入れましょう。ダイスを振ってダイヤモンドや金塊の目が出れば財宝を獲
得できますが、トロールやドラゴンの目が出れば全ての財宝を没収されてしまい
ます。一番多く財宝を集められるのは誰でしょうか？

マンカラ 
希望小売価格：2,300円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002631
2人、6歳以上

アフリカ起源で伝統の名作ゲーム

1 か所の穴から石を全て
取り、その隣の穴から時
計回りに１個ずつ、その
石を入れる。このアクショ
ンを交互に繰り返し、相
手より多くの石を獲得し
たプレイヤーが勝者です。

バックギャモン 
希望小売価格：1,500円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002495
2人、6歳以上

戦略性で愛される古典ゲーム

西洋すごろくとも呼ばれ
るダイスゲーム。互いに
ボ ー ド の 反 対 側 か ら ス
タートし、相手コマを捕
えたり、入られないマス
を作りながら、全コマを
ゴールさせることを目指
します。

チェス 
希望小売価格：1,700円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002501
2人、6歳以上

世界で最も遊ばれている盤ゲーム

様々な移動ルールを持つ
コマたちを使い、相手の
王 ( キング）を追い詰める
ゲームです。

ラビリンス 
希望小売価格：1,890円 （税別） 
ＪＡＮ：4543471002877
1人、6歳以上

２つのつまみを操作し、
鉄 球 を ゴ ー ル ま で 導 く
ゲームです。途中の落と
し穴に鉄球が落ちないよ
う、慎重に迷路の傾きを
操作しましょう。

歴史に残る傑作バランスゲーム
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