
叔父さんが亡くなりました！　ばんざい！

さあ、お金持ちになるチャンスです。叔父さんとは面識はなかっ
たものの、話はいろいろ聞いたことがあります。叔父さんは英
ヴィクトリア朝の発展期に財をたくわえた百万長者の１人で
した。やや世捨て人的なところがあり、仕事に没頭しすぎて友
だちがいなかったそうです。叔父さんは死の床で莫大な富を 

  見つめ、それらをじっくり楽しむ時間がなかったことに気づきました。
そして決めたのです。自分の富は、もっとも適格な親戚に―つまり、
お金がもたらす喜びをもっとも実感できる者に譲ろうと。叔父さんは

遺言で、親戚全員に、決まった金額を渡すよう言い残しました。
その金額をいちばん早く使い切った者が、残りの富を手に入
れることになります。ただし、それだけのお金を使い切るのが

見た目ほど簡単だとは、ゆめゆめ思わないように。
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 ■ 1．ゲームの内容物
このゲームには、次のパーツが含まれています。

ゲームボード類
① 計画ボード（両面１枚）

② カード追加ボード（両面１枚）

③ 拡張カード追加ボード（両面１枚）

④ プレイヤーボード（５枚：５色）

⑤ 拡張プレイヤーボード（12枚）

カード類（140枚）
※カードのうち、次の⑥～⑨をノーマルカードと呼びます。

⑥ イベントカード（31枚）
⑦ 斡旋人と経費カード（39枚）
⑧ 不動産カード（24枚）
⑨ お伴カード（20枚）
⑩ 特殊カード（17枚）
⑪ ワイルドカード（２枚）
⑫ 遺言書カード（７枚）

コマ・トークン類
⑬ 不動産相場修正トークン（４個）
⑭ 使用人コマ（10個：５色）

帽子の形の木製コマ。各プレイヤーが２
個ずつ使用します。

⑮ アクションカウンター（５個：グレー）
丸い木製コマ。各プレイヤーが１個ずつ使用します。

⑯ 計画マーカー（５個：５色）
円柱型の木製コマ。各プレイヤーが１個ずつ使

用します。

⑰ お伴トークン（30個：４色）
丸い木製コマ。

犬（茶） 馬（ベージュ） コンパニオン
（ピンク）

料理人（白）

⑱ 不動産価値マーカー（12個：金色）
家の形をした木製コマ。

⑲ スタートプレイヤーマーカー（１個：黒）
八角柱の木製コマ。

⑳ ラウンドマーカー（１個：グレー）
八角柱の木製コマ。

㉑ お金トークン（55個）
額面「１ポンド」「２ポンド」「５ポンド」

「10ポンド」「50ポンド」の５種類があります。

 ■ ２．ゲームの準備
計画ボード（①）とカード追加ボード（②）を、テーブルの中央に並べま

す。これらボードの右側や右上隅には巻物のシンボルがあり、そのなかに
「２－３」（２～３人用）または「４－５」（４～５人用）と記されていま
す。プレイヤー人数に応じてどちらかの面を使用しますので、適切な面を
表にしてください。３人または５人で遊ぶ場合は、これらボードに加えて
拡張カード追加ボード（③）が必要になります。こちらも同様に、人数に
合った面を表にして、カード追加ボード（②）と隣り合うように配置してく
ださい。

ラウンドマーカー（⑳）を、計画ボード（①）の左上にある表の「１」と記
されているスペース（第１ラウンドを示しています）に配置します。また、
不動産相場修正トークン（⑬）４個を、計画ボード（①）左下の不動産相
場の４つのスペース（それぞれカードの形状をしています）にランダムに
配置してください。

次のノーマルカード（⑥⑦⑧⑨）を種類ごとにシャッフルし、それぞれ
裏向きの山札として、誰でも手が伸ばせる場所に配置します。ノーマル
カードは、裏面が次のような絵柄になっています。

 dイベントカード（⑥）：自転車乗りが描かれた白いカード。
 d斡旋人と経費カード（⑦）：紳士が描かれたワイン色のカード。
 d不動産カード（⑧）：家が描かれたセピア色のカード。
 dお伴カード（⑨）：淑女と犬が描かれた青いカード。

２～３人プレイ用面

２～３人プレイ用面

３人プレイ用面

４～５人プレイ用面

４～５人プレイ用面

５人プレイ用面

そ
の
他
の
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ド
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ド

２２ ３人３人ププレプレイ用イ用面面面

人人ププ イ用イ用面面

４４ ５人５人ププレプレイ用イ用面面面

人人ププ イ用イ用面面
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特殊 ワイルド 遺言書イベント 斡旋人と経費 不動産 お伴
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その他のカードについては、プレイヤーが山札から直接引くことはあり
ません。それらのカードはすべていったんカード追加ボード（②）に配置
され、プレイヤーはそこから取ることになります。

 d特殊カード（⑩）：裏面に王冠の描かれた赤色のカードです。王冠の
数ごとに、３つに分け、それぞれをシャッフルしたあと、重ねてひと山
にします。王冠１つのカードがいちばん上に、その下に王冠２つのカ
ード、いちばん下に王冠３つのカードになるように重ねてください。
こうしてできた山札を、カード追加ボード（②）のそばに配置します。

 dワイルドカード（⑪）：特別な種類のお伴カードです。２枚とも、カー
ド追加ボード（②）のそばに配置してください。

次の遺言書カードは、ゲームの準備時にしか使いません。

 d遺言書カード（⑫）：初めて遊ぶときは使わないので、箱に入れたま
まにしておいてください。ゲームに慣れたなら、これらのカードのな
かから１枚をランダムに引き、各プレイヤーのゲーム開始時の所持
金額を決めるのに使用します。

テーブルの中央付近に「銀行」の場所を作り、そこにお伴トークン、不
動産価値マーカー、お金トークン、拡張プレイヤーボードをそれぞれまと
めておきます。またカードの種類ごとに、「捨て山」を作る場所を空けてお
いてください。

各プレイヤーは他プレイヤーと重ならないように５色の中から自分
の担当色を１つずつ選びます。そしてその色のプレイヤーボード（④）１
枚、使用人コマ（⑭）２個、計画マーカー（⑯）１個を受け取ります。さら
にグレーのアクションカウンター１個を受け取り、自分のプレイヤーボー
ド（④）の左上の「０」のスペースに配置します。なお、２人で遊ぶときは、
両方のプレイヤーが計画マーカーを１個ずつ追加で受け取ってくださ
い。このときは担当プレイヤーがいない色のものを使います。

プレイヤーは全員、同じ金額のお金トークンを持ってゲームを始めま
す。これが初めてのゲームなら、それぞれ銀行から「70ポンド」ずつ受け
取ってください。変化を求めるなら、遺言書カード（⑫）を使ってこのゲー
ム開始時の所持金をランダムに決めることもできますが、慣れないうち
は、70ポンドで始めるほうがよいでしょう。

プレイヤーはそれぞれの山から、斡旋人と経費カード（⑦）３枚と不動
産カード（⑧）３枚を引いて手札とします。第１ラウンドの準備フェイズ終
了時に、これら６枚のなかから手札に残したいもの２枚を選び（種類は
同じでも違っていてもかまいません）、そのほかの４枚を捨てます。カー
ドを捨てるときは、常に捨てるカードの種類に対応した捨て山に裏向き
に移します。

最近、もっとも大きな買い物をしたプレイヤーが「スタートプレイヤー」
となり、スタートプレイヤーマーカーを受け取ります。そして第１ラウンド
からゲームを開始します。

３人プレイ時の初期配置の例 
（ゲーム準備が終わったところ）

捨て山スペース（カードを裏向きに捨てる）

ランダムに配置した不動産相場修正トークン（⑬）

銀行
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 ■ ３．ゲームの目的
あなたの目的は、叔父さんの遺言にしたがい、ゲームの準備時に受け

取った所持金をできるだけ早くすべて使い切ることです。

 ■ ４．ラウンド
このゲームは「ラウンド」と呼ばれる手順をくり返すことで進みます。１
回のゲームは、最大７ラウンド行います。各ラウンドはさらに、次の５つ
のフェイズに分かれていて、（1）～（5）の順番に実行していきます。

（1） 準備フェイズ
（2） 計画フェイズ
（3） 使用人フェイズ
（4） アクションフェイズ
（5） 終了フェイズ
もしラウンドの途中で誰かがお金を使い切ってしまった場合であって

も、そのラウンドの終了時まではゲームを続けます。

 ■ ５． 準備フェイズ（1）
まずはどのような機会を利用できるか知るべきでしょう。
カード追加ボードにあるカードの形をしたスペースに、それぞれカー

ドを１枚ずつ配置します。各スペースに描かれたアイコンが、そのスペー
スに配置すべきカードの種類を表しています。常に決まった種類のカー
ドを配置するスペースもあれば、ゲームの進行とともに（ラウンドによっ
て）異なるカードを配置するスペースもあります。次の例を参考にしてく
ださい。

第１～第２ラウン
ドは不動産カード
を配置します。

第３ラウンド以降
はイベントカード
を配置します。

第１ラウンドの準備フェイズの終了時に、各プレイヤーは手札のなか
から２枚を選んで残し、他のカードを対応する捨て山に捨ててください。

 ■ ６．計画フェイズ（2）
ここで、いくつの行動機会を考えておくのか（引くカード枚数）、
自分の使用人を何回使うのか、お金を使うのにその日どれだけ
のアクションをとっておくのかを、決めなくてはいけません。
スタートプレイヤーから時計回りの順で、各プレイヤーがその日の計

画を立てます。具体的には、自分の計画マーカーを、計画ボード上部にあ
る砂時計スペースのどれか１箇所に配置することで実行します。このとき、
各砂時計スペースには計画マーカーは１個ずつしか配置できません。し
たがって、すでに誰かが配置しているスペースに配置することはできませ
ん。

３人プレイ時の第１ラウンドの準備フェイズの例
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どの砂時計スペースに計画マーカーを配置したかによって、そのプレ
イヤーにこのラウンド中に適用される次の条件が決まります。

各プレイヤーは、自分の計画マーカーを配置して計画を明らかにした
ら、ただちに指定された枚数のカードを引いて手札に加えます。このとき
引くカードは、ノーマルカード４種類のいずれかの山札の上から、（合計
が指定された枚数になるように）好きなように組み合わせて引くことがで
きます。ただし、特殊カードの山札から引くことはできません。またカード
追加ボード上に配置されているカードを取ることもできません。

なおプレイヤーは、カードを引く前に、どの山札から何枚引くのかあら
かじめ決めて発表し、それにしたがって引かなければなりません。「引い
たカードの内容を確認してから、次に引くカードの種類を決める」という
ことはできません。

カードを引いている途中で山札が尽きた場合は、対応する捨て山にあ
るカードをひとまとめにしてシャッフルし、新しい山札を作ってから、残り
を引き続けてください（これはノーマルカードに関してのルールです。特
殊カードの山札がゲーム中に足りなくなることはありません）。

各プレイヤーは、このラウンドの以降のフェイズでは、いま配置した計
画マーカーの順番で行動を実行します。プレイヤーの中でもっとも左側
の砂時計スペースに計画マーカーを配置したプレイヤーが、最初に行
動することになります。そしてもっとも右側の砂時計スペースに計画マー
カーを置いたプレイヤーが、最後に行動することになります。

注意：こうして決まった順番により、「スタートプレイヤー」ではないプレイ
ヤーが、一時的にこのラウンドの「１番手のプレイヤー」になることが
ありますが、スタートプレイヤーマーカーは動かしません。

５人プレイ時の例
赤がスタートプレイヤーで、時計回りに赤、紫、青、黄、緑の順に座って

います。

計画フェイズの終了時、計画ボードは図のようになりました。

各プレイヤーは計画マーカーを配置するごとに、即座にカードを引い
て手札に加えました。

このラウンド中、以降のフェイズでは、紫→黄→青→緑→赤の順に行
動します。

２人プレイ時の計画フェイズ
プレイヤーが２人のときは、計画フェイズが始まったらまず、スタート

プレイヤーが自分の担当色ではないほうの色の計画マーカー１個を計
画ボード上に配置することで、計画の１つを「ブロック」します。次にもう
一方のプレイヤーも自分の担当色ではない計画マーカー１個を配置し
て、別の計画を「ブロック」します。その後、このプレイヤーがまだ空いて
いる砂時計スペースのなかから１つを選んで自分の担当色の計画マー
カーを配置して、必要な枚数のカードを引きます。そして最後にスタート
プレイヤーが、まだ残っている砂時計スペースのうちの１つに自分の担
当色の計画マーカーを配置し、カードを引きます。なお、こうして「ブロッ
ク」のために使用した（どちらのプレイヤーの担当色でもない）計画マー
カーは、両プレイヤーの計画マーカー配置を妨害（ブロック）する以外の
効果はなにもありません。

２人プレイ時の例
緑がこのラウンドのスタートプレイヤーです。彼女は赤の計画マー

カーを一番右の砂時計スペースに配置して、選択肢の１つをブロックし
ました。

今度は黄のプレイヤーが青の計画マーカーを一番左の砂時計スペー
スに配置して、別の選択肢の１つをブロックしました。そして彼は引き続
き、今度は自分の計画を選びます（左から２番目のスペースに配置しま
した）。その結果、下の図のようになりました。

黄のプレイヤーはここでカードを２枚引いて手札に加えます。次に緑
が自分の計画を選びます。そして右から３番目の砂時計スペースに自分
の計画マーカーを配置しました。

緑のプレイヤーはカードを７枚引いて手札に加えます。そしてここで
計画フェイズが終わります。黄のプレイヤーのトークンのほうが左側にあ
るので、使用人フェイズでは彼から先に手番を実行します。

 d引くカードの枚数（計画マーカーを配置
したら直ちに引いて手札に加えます）。

 d使用人フェイズに使用できる使用人コマの数。

 dアクションフェイズに実行できるアクションの数。

 dこのラウンドの以降の手番の実行順番。
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 ■ ７．使用人フェイズ（3）
１日の計画を立てたところで、使用人を送り出す必要がありま
す。最高の予約を取らせたり、高価きわまりない娯楽を用意させ
たり、あなたが関わるつもりのある不動産の価格を操作させたり
するためです。
計画ボード上で最も左側の砂時計スペースに計画マーカーを配置

したプレイヤーから順番に、手番を実行します。手番になったら、プレイ
ヤーは自分の使用人コマ１個を、選択可能な使用人スペース（右側●
７－１～●７－５参照）のうちの１箇所に配置し、ただちにその使用人
の効果を適用します。ただし、すでに誰かが使用人コマを配置しているス
ペースにはもう配置することはできません。

こうして各プレイヤーが自分の使用人コマを１個ずつ配置し（そして
配置するたびにその使用人の効果をただちに適用したら）、同様にして、
各プレイヤーが２個目の使用人コマを配置します（効果も適用します）。

注意：プレイヤーによっては、計画フェイズに自分が選んだ計画の条件
により、使用人コマを１個しか配置できないことがあります。たとえば
４～５人プレイなら左から２番目と、右から２番目の砂時計スペース
に自分の計画マーカーを配置しているプレイヤーがそれにあたります。
それらの計画にはそれぞれ帽子のシンボルが１個ずつしか描かれて
おらず、その事実を示しています（他の計画には帽子が２個ずつ描か
れています）。そうした計画を選んでいるプレイヤーは、使用人コマを
１個しか配置することができません。他のプレイヤーが２個目のコマ
を配置するときは、こうしたプレイヤーの手番を飛ばしてください。

使用人コマを配置できるスペースには、次のようなものがあります。

 ●７－１ カード追加ボード
カード追加ボードにはカードを置くスペースが７

～９箇所あります。そして、それら各スペースに対応し
て「使用人コマを配置できる使用人スペース」が存在
します。プレイヤーは、手番にそれらの使用人スペー
スいずれかに使用人コマを配置した場合、対応する
カードをとって、手札に加えます。ただし、カード追加
ボードの２～３人用面の上段には、３枚のカード配
置スペースに対して２つの使用人スペースが割り当

てられています。このどちらかに最初にコマを配置したプレイヤーは、３
枚のなかから自由に１枚を選んで取り、手札に加えます。２番目にコマ
を配置したプレイヤーは、残る２枚のなかから１枚を選んで手札に加え
てください。その後に残った１枚については、誰も手札に加えることはで
きません。

 ●７－２ 拡張プレイヤーボード
計画ボードの右側中段には、拡張プレイヤーボー

ドの図があり、その右わきに「使用人スペース」が１
箇所あります。ここに使用人コマを配置したプレイ
ヤーは、銀行にある拡張プレイヤーボード１枚を受
け取ります（まだ残っているなら）。受け取った拡張プ

レイヤーボードは、自分のプレイヤーボードの右側にくっつけて並べてく
ださい。以後、この拡張プレイヤーボードはもとのプレイヤーボードの一
部とみなします。つまり、１枚余分にカードを配置しておけるようになるの

第３ラウンドの使用人コマの配置の例
各プレイヤーは、計画ボードに配置した計画マーカーの順番にしたがって、使用人コマを配置していきます。まず、紫プレイヤーが配置して特殊カード

１枚を取り、手札に加えました（Ａ）。次に黄プレイヤーも同様に特殊カード１枚を手札に加えます（B）。青プレイヤーは、本当はいま黄プレイヤーが取っ
た特殊カードが欲しかったのですが、もはやカード追加ボードには欲しいカードが残っていません。そこで、「カード補充」（７ページ●７－４）の自分の
担当色のスペースにコマを配置し、山札からカードを引きました（Ｃ）。赤プレイヤーは幸せです。手番は最後だったものの、今回拡張プレイヤーボード
が欲しいと思ってい
たところ、まだその
使用人スペースが
空いているからで
す。彼はそこにコマ
を配置して（Ｄ）、銀
行から拡張プレイ
ヤーボード１枚を
受け取り、自分のプ
レイヤーボードの
脇に並べました。

本来なら次はまた紫プレイヤーの手番ですが、彼は今回「帽子のシンボル」が１つしか描かれていない計画を選んでいるので、２個目の使用人コマ
の配置を行うことはできません。そこで、黄プレイヤーの番になります。彼は不動産相場修正マーカーを置き直すスペースに配置して（Ｅ）、それらを並べ
替え、町屋敷の市場価格を上げ、他の相場も変更しました。続いて青プレイヤーはお伴のワイルドカードを取って手札に加えます（Ｆ）。このラウンド、１
個目の使用人コマ
によって引いたカー
ドとうまく組み合わ
せられそうだからで
す。最後の赤プレイ
ヤーは、もう興味を
引かれるスペース
が残っていなかっ
たので、２個目の使
用人コマをオペラ
に配置し（Ｇ）、ただ
ちに２ポンドを銀
行に支払いました。
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です。１人のプレイヤーが受け取れる拡張プレイヤーボードの枚数には
特に制限はありません（ゲームに含まれる数が上限）。

 ●７－３ 不動産市場
計画ボードの左側下段には、不

動産相場修正トークンの置き場
が４箇所あり、その下に「使用人
スペース」が１箇所あります。ここ
に使用人コマを配置したプレイ
ヤーは、ここに配置されている４個の不動産相場修正トークンの順番を
自由に変えて配置し直すことができます。まったく変更しなくてもかまい
ません。

 ●７－４ カード補充
計画ボードの不動産市場（前項）の右側には、余分にカー

ドを入手するための「使用人スペース」が５箇所（５色）あ
ります。ここに使用人コマを配置したプレイヤーは、４種類
のノーマルカードの山札のうち、いずれかから、１枚を引い
て手札に加えることができます（特殊カードを引くことはで
きません）。この行動は、すべてのプレイヤーが１ラウンド中
に１回ずつ選ぶことができます。そのことを表すため、各色１つずつのス
ペースが用意されています。プレイヤーは自分の担当色の使用人スペー
スにしかコマを配置してはいけません。そのため、１人のプレイヤーが、
１ラウンド中にこの行動を２回以上選ぶことはできません。

 ●７－５ オペラ
計画ボードの右下隅にも、「使用人スペース」が

１箇所あります。ここに使用人コマを配置したプレイ
ヤーは、手持ちのお金を単に２ポンドを銀行に支払
います。

 ■ ８．アクションフェイズ（４）
計画フェイズと使用人フェイズが終わると、手札には、お金を
支払う助けになってくれそうなカードがあることでしょう。このフェ
イズでそれらを使います。
アクションフェイズの開始時に、各プレイヤーは自分のアクションカウ

ンターを、プレイヤーボード左端にある「アクション表」の中の、計画ボー
ドの自分が選んだ計画に示されたアクション数と同じ数字のところに配
置してください。プレイヤーは、このアクションフェイズ中に、そのアクショ
ンカウンターが「０」のスペースに来るまで、アクションの回数を消費する
ことができます。

その後また、計画ボードの最も左側に計画マーカーを配置したプレイ
ヤーから順番に、手番を行います。各プレイヤーは１回の手番中に、手
札にあるカードを何枚でもプレイ（使用）することができます。

なお、アクション表には、計画ボードで示されるアクションの最大回数
よりも大きな数字が記されたスペースがあります。それは、プレイヤーが
カードの効果によって追加のアクション回数を得る場合があるためです。

手番プレイヤーは、手札のカードをプレイしたり、自分のプレイヤー
ボードにすでに配置しているカードを「活性化」（メンテナンスなどの効
果を発動させること）させたりします。多くのカードには、そのカードを「活
性化」させるために消費しなければならないアクション回数が記されて

います。プレイしたカードであっても、自分のプレイヤーボードにすでに
配置しているカードであっても、アクション回数が記されている場合は、
そのカードの効果を得るために必要なアクション回数を消費して、その
カードを「活性化」させなければなりません。

アクションの消費を必要とするカードを活性化させたときは、プレイ
ヤーは残りの（未消費の）アクション回数を表示するため、アクション表上
のアクションカウンターを、消費した回数分動かして（減らして）ください。
充分なアクション回数を消費できない時は、そのカードを活性化させるこ
とはできません。

いっぽう、アクション回数が表示されていないカードについては、カー
ドの効果を得るためにアクションを消費する必要はありません。そのよう
なカードは手番中いつでも、たとえ未消費のアクション回数がまったく
残っていなくても、使用して（プレイしたり、プレイヤーボード上において
アクションを消費せずに活性化させて）その効果を得ることができます。
こうしてカードを使いたいだけ使ったら、手番は次のプレイヤーに移りま
す。

各カードの詳しい働きについては、このあとの「■10.カードの使い方」
を参照してください。

 ■ ９．終了フェイズ（５）
まだ成功はおさめられずにいます。それでもあなたに有利なよ

うに、ことは運びます。
アクションフェイズに全員がカードを使用したいだけ使用し終えたな

ら、終了フェイズになります。終了フェイズには次のとおりいくつか処理を
行います。そして１つのラウンドは終了します。これらの手順は全員が同
時に実行してかまいません。

 ●９－１ 手札を調整する
次のラウンドに持ち越せる手札は２枚までです。手札が３枚以上ある

プレイヤーは２枚を選び、残りは捨て山に捨てます。またこのとき、手札
が２枚以下であったとしても、ワイルドカードだけは手札に残すことはで
きません。またワイルドカードは捨てません。必ずカード追加ボード上の
適切な場所に戻してください。

 ●９－２ 不動産の価値が下がる
価値の下がる可能性がある不動産に

は、現在の修繕状態を表す「段階表」が
描かれています。プレイヤーがアクション
フェイズ中にメンテナンスを行わなかっ
た場合、そうした不動産の価値は下がり
ます。不動産価値マーカーを１段階下
のスペースに動かしてください。もし、す
でに一番下のスペースにあるなら（ある
いはそもそも段階表がないなら）、価値
はそれ以上下がることはありません。この
ラウンド中に獲得したばかりの不動産であっても、メンテナンスされなけ
れば価値は下がります。メンテナンスした不動産（カードの位置がずれて
チェックマークが見えるようになっているはずです）は、そのラウンド中は
価値が下がりません。

 ●９－３ カードをリセットする
このラウンド中に活性化させたカード
のうち、プレイヤーボード上にあるものす
べてについて、その位置を上方に少し動
かし、再びチェックマークがカードで隠れ
るようにしてください。
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 ●９－４ カード追加ボードを一掃する
ワイルドカードを除き、この時点でカード追加ボード上に残っている

カードを、すべて捨て山に移します。ただし、特殊カードについては捨て山
がないので、箱にしまってください。箱にしまったカードは、今回のゲーム
ではもう二度と使いません。

 ●９－５ マーカーとコマを回収する
各プレイヤーは、自分の担当色の計画マーカーと使用人コマを、すべて

計画ボードとカード追加ボードから回収し、手持ちに戻します。

 ●９－６ ラウンドマーカーを進める
ラウンドマーカーを次のラウンド（１つ先のスペース）

に進めます。

 ●９－７ スタートプレイヤーマーカーを渡す
スタートプレイヤーマーカーを保有していたプレイヤーは、それを左隣

のプレイヤーに渡します。

 ■ 10．カードの使い方
カードの種類は裏面のイラストや色で区別されますが、各カードを使用

（プレイおよび活性化）したときの具体的な効果については表面にアイコ
ンやその組み合わせにより記されています。表面の外枠が白い（白っぽい）
カードは１回しか使用できず、プレイしたのちに捨て札になります。外枠
の黒い（黒っぽい）カードは、プレイしたのち、自分のプレイヤーボード上
のあいているスペースに配置します。外枠が青いカードは、他のカードと
組み合わせて使います。またそれぞれのカードには左上にシンボルがあり、
他のカードとの関連を表しています。

注意：カード左上のシンボルの色（外枠が黒いなら白、外枠が白いなら
黒）には、とくに意味はありません。

豪華な食事は、外枠の白い
イベントカードにも、外枠の黒
い斡旋人と経費カードにも存
在します（後者の場合、お気に
入りのレストランに予約を入れ
たのでしょう）。そのどちらにも、
左上に銀食器のシンボルが記
されています。

 ●10－１ 外枠の白いカード
これらのカードは、あなたが叔父さんのお金を支払う「体験」を
表しています。ディナーに行ったり、演劇を見たり、小旅行に出かけ
たりします。できるだけたくさんのお金を支払いたいと思うなら、コ
ンパニオンと一緒にディナーに行ったり、劇場に行くのに馬を使っ
たり、小旅行に犬を連れていったりするとよいでしょう。お金を急い
で使えば使うほど、破産の夢が近づきます。
外枠の白いカードをプレイするときは、イラスト部分の左上に指示さ

れた回数分（ A のアイコンで表されます）だけアクションを消費して（ア
クション表上でカウンターを動かして）活性化させます。それによりプレイ
ヤーは、対応するコインのシンボルに記されている分のポンドを銀行に支
払うことができます。その後、カードを対応する捨て山に捨ててください。

基本的なカード
外枠の白いカードのうち基本的なもの、たとえば「ディナー」、「馬車旅」、

「船旅」、「劇場」、「夜会」などをプレイしたときは、イラスト部分の左上にア
イコンで示されているぶんだけアクション回数を消費します。それにより、こ
のカードは活性化し、お金を銀行に支払うという効果を得ることができます。

お伴を付けられるカード
イベントカードのなかには、それ単体でプレイできるだけでなく、コンパ

ニオンや犬を連れていったり、行く手段として馬を使ったり、お抱えの料理
人を選んだりできるものがあります。そうしたカードには、追加のアイコン
により、いくつかの選択肢が表示されています。こうしたカードは、必要なア
クションを消費して活性化させた時、追加のアイコンによって表示された
種類の（外枠が青い）お伴カード１枚をただちに追加でプレイすることに
より、余分にお金を支払うことができます。

まず、いちばん左上に表示されたアイコンにしたがって必要なアクション
回数を消費します。そこでカードが活性化し、基本のお金を支払うことがで
きます。このとき、もしただちに、その下のいくつかのアイコンで示されたお
伴カードを、外枠が青いカードをプレイすることによって満たしたなら、追
加のお金を支払うことができるのです（そういうわけで、コインのアイコン
の横に「＋」が記されています）。その後、プレイしたイベントカードとお伴
カードは、どれも捨て札にします。

イベントカードに複数の種類のお伴が描かれている場合、あなたは可
能なら（手札にあるなら）、同時に複数のお伴カードをプレイすることもで
きます。お伴を示すアイコンが描かれている順番は関係ありません。プレイ
したお伴カードはすべて捨て札にしてください。

この「船旅」カードをお伴なしでプレイする場合、２
アクションを消費して活性化させ、２ポンドを支払う
ことができます。このとき「犬」カードもプレイしたなら、
追加で５ポンド支払うことができます。「コンパニオン」
「犬」「料理人」の３枚を一緒にプレイしたなら、合計
９ポンドも支払うことができます！　いずれの場合も、
プレイしたイベントカードとお伴カードはすべて捨て
札になります。

もちろん、これらのカードをお伴なしでプレイすることも可能です。
じっくり体験する
外枠の白いカードのなかには、より多くのアクションを消費することで、

体験を長引かせ、銀行口座からお金をたくさん引き出してくれるものもあ
ります。これらのカードをプレイしたときは、複数示されたアイコンのいず
れかを選択し、そこに示されたアクション回数を消費して、対応する額のポ
ンドを支払うことができます。

この「舞踏会」カードの場合、２アクションを消費
して活性化させると４ポンドを支払うことができます。
４アクションなら９ポンド、６アクションなら17ポンド
を支払うことができます。

ははははははははははははははははははははははははははははは それをそれをそれをそそそれをそれをそれをれをそれをれをれをををそれをそれをそそれをそれをそれをれををををををそれれれをれそれををれれそれをそれをそれをそれをそれをそれをそれをれをををれをそれをそれをれれをそれをれそれそれををれれををををを左隣左隣左隣左隣左左左隣左隣左隣左隣左左左隣左隣左隣隣隣隣左左隣隣左隣左隣隣隣隣左隣左隣左隣左隣左隣左隣左隣左隣左隣左隣左隣左隣左隣隣隣左左隣左隣隣隣左隣隣左隣

「ディナー」をプレイしたとき
は、１アクションを消費して活
性化させれば、２ポンドを支
払うことができます。

「船旅」をプレイしたとき
は、２アクションを消費し
て活性化させれば、５ポ
ンドを支払うことができ
ます。
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 ●10－２ 外枠の黒いカード

外枠の黒いカードをプレイするときは、自分のプレイヤーボードに空
きスペースがなければなりません。もし空きスペースがないなら、プレイ
する直前に、すでにプレイヤーボードに配置しているカードのいずれか
を選んで捨て、スペースを空けることができます。捨てる場合は、そのラウ
ンド中にすでに活性化させたものを選んで捨ててもかまいません。また、
そのラウンド中に配置したばかりのものを捨ててもかまいません。このよ
うにカードを捨てる行為はアクションとはみなしません。

例外：不動産カードだけは、この方法で捨てることができません。
外枠の黒いカードをプレイするときは、ただ

ちにそれをプレイヤーボードの空きスペースに
配置しなければなりません。この配置には、少な
くとも１アクションの消費が必要です（プレイと
配置で合わせて１アクションです）。プレイヤー
ボードの各スペースに描かれた A のアイコ
ンが、そのことを表しています。さらに、配置する
カードのイラスト部分の左上にアクション数や
お金が記されている場合、それも合わせて消費
するか支払わなくてはいけません。

こうしてひとたびプレイヤーボード上に配置した
カードは、アクションフェイズの自分の手番中に、い
つでも「活性化」させることができます。配置したば
かりの手番中に活性化させてもかまいません。ただ
し、どのカードも１ラウンド中に１回しか活性化さ
せることはできません。そのことを表すために、活性
化させたカードは下方に少しずらし、プレイヤーボー
ドの「チェックマーク」 を見えるようにしてください。

カードを活性化させたら、カードイラスト部分の右
上のアイコンの指示にしたがって効果を適用します。配置したカードを活
性化させる場合も、カードによってさらにアクションの消費を必要とする
ものや必要ないものがあります。右上のアイコンにアクションの表示があ
れば、それを消費して活性化しなければなりません。なければアクション
の消費は不要です。アクションの消費を必要としないカードの場合、すべ
てのアクションを使い切ったあとでも、活性化させることができます。

このカードをプレイヤーボードに配置するために
は合計２アクションの消費が必要です。前述のとお
り、プレイしたのちにプレイヤーボードに配置する
のに１アクションが必要であり、しかもこのカードの
左上には +A のアイコンが記されているため、追加
の１アクションが必要なのです。このカードは配置
後、さらに１アクションを消費することで活性化でき
ます（そして５ポンドを支払えます）。以降のラウン
ドは、１アクションを消費するだけで（１ラウンド中
に１回だけ）活性化できます。

経費
実際にごちそうを食べに行ってお金を消費するのはよいことで
すが、行くかどうかは別として、食事の予約をとり、いい席を予約
するために追加の支払いを行うのはもっとよいことです。
経費カードはイベントカードに似ていますが、複数のラウンドにまた

がって使えるところが異なります。経費カードを活性化させたときは、カー
ドの右上のアイコンの指示にしたがいます。経費カードのなかには、活
性化にアクションを必要とするものもあれば、しないものもあります。

経費カードのなかには、１人（１匹）以上のお伴を一緒に使えるもの
があり、そうしたカードはコインのアイコンの横にそのシンボルが描かれ
ています。そうした選択肢を使うには、あらかじめそのシンボルの位置に
お伴トークンを配置している必要があります。お伴トークンの配置方法に
ついては、外枠が青いカードのところ（●10－３）で説明します。お伴トー
クンを配置しているなら、お金を余計に消費する選択肢が生まれるわけ
です。ただし、お伴トークンを配置していないとしても、いちばん上のアイ
コンを選べば、活性化させることができます。

このカードを配置しているなら、毎ラウンド１回、
（一番右上のアイコンを選び）アクションを消費す
ることなく活性化させて、そのたびに１ポンドを支
払うことができます。もしこのカードの上に「料理人」
トークンを１個配置しているなら、毎ラウンド、活性
化によって２ポンドを支払えるようになります。「料
理人」トークンを２個配置しているなら、それが４
ポンドに増えます。かといって、必ずしももっとも高価
な選択肢ばかりを選ぶ必要はありません。「料理人」

トークンを２個配置している場合は、４ポンド、２ポンド、１ポンドのい
ずれかを支払ってかまいません。多くの場合、可能なかぎりお金を支払お
うとするでしょうが、ときには他の選択肢も必要かもしれません。詳しくは、
このあとの「■11.お金を支払う」を参照してください。
斡旋人
斡旋人は必ずしも、普段から関係を持つような人々ではありま
せん。これらの不埒な連中のなかには、じっさいにあなたから盗
みを働く者もいます。運のよいことに連中の詐欺はとても芸術的
なので、あなたの叔父さんの弁護士は彼らの行為を、正当な消
費と勘違いしてくれるでしょう。というわけで、ペテン師たちはじっ
さい、とても役に立ってくれます。
斡旋人カードは上下２つの区画に分かれています。上の区画は経費

カードと同じように使います。右上にアイコンがなにかあるなら、カードを
活性化させる（下向きにずらす）たびにその金額を支払うことができます。

下の区画は、ゲームの通常ルールとは異なる特権を与えてくれるもの
です。プレイヤーはこれらの特権によってもたらされる効果を、それごと
に適切なタイミングで（カードが活性化された状態でもそうでなくても）
得ることができます。ただし、この特権の使用は強制ではありません。カー
ドの利点を活かすかどうかは、プレイヤー自身が選ぶことができます。

これら個々のカードの内容については、ルールブック最後の付録の項
で説明します。

「同窓生」カードを活性化することにより、１ラウ
ンドに１回、１ポンドを支払うことができます。この
カードが活性化されているかどうかにかかわらず、
下区画に記された特権による効果をいつでも適用
することができます。この「同窓生」カードの場合、各
ラウンドの終了時に手札を捨てるさい、手札を２枚
余計に残しておくことができます。

A
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不動産
普通であれば、不動産はよい状態で保存したいと思うでしょう。

しかし叔父さんの遺志を尊重するなら、メンテナンスも老朽化も
どちらもよいものです。適切な維持にはたくさんのお金が必要で
すが、こうした努力をしなくても、不動産はどんどん朽ちていきま
す。価値が下がれば下がるほど、実は勝利のチャンスも高まるの
です。
不動産カードは、外枠の黒い他のカードとは異なり、（新しいカードを

配置するためのスペースを空けるために）プレイヤーボード上から自由
に捨てることはできません。必ず不動産市場で売らなくてはならないの
です。さらに不動産カードがプレイヤーボード上に残っているかぎり、プ
レイヤーは破産を宣言することはできません（すなわち、叔父さんの遺言
を満たすことはできません）。

不動産には４種類あり、カード左上のシンボルで表されています。「邸
宅」「町屋敷」「田舎屋敷」の３種類については同じ形のシンボル（ ）で
すが、色がそれぞれ異なっています。いっぽう緑のシンボル（ ）が描か
れた不動産は、「農場」です。

不動産を購入するには、不動産カードをプレイし、１アクションを消
費して、左上に記された最も高額なお金を支払います。ただしこの金額
は、計画ボード上の不動産相場修正トークンによって修正されます。プレ
イした不動産の種類に応じて、対応する不動産の修正を加えて支払って
ください。こうして購入したカードは、その後、プレイヤーボードの空いて
いるスペースに配置しなければなりません。そして「農場」以外を購入し
たときは、不動産価値マーカーを１個取り、カード上のもっとも高額なお
金シンボルのわきに配置します。これはその不動産の現在の価値を表し
ます。プレイヤーボードに配置された不動産カード（「農場」以外）は以後、
活性化させてメンテナンスをしないかぎり、毎ラウンド価値が下がります。

いっぽう「農場」は価値が下がらないので、不動産価値マーカーを配
置しません。しかしそれでも幸運なことに、「農場」をメンテナンスすること
によってお金を支払うことはできます。

不動産市場の修正（－２）により、この不動産
カードをプレイして活性化させたときに支払うお金
は11ポンドになります。

もし、プレイの前に使用人コマを不動産市場に
送りこみ、トークンを入れ換えて、この種類の不動
産に「＋３」のトークンを配置できていたなら、もっ
とよかったでしょう。そうすれば16ポンドを支払え
たからです。

不動産のメンテナンスは、経費カードの活性化と同じようなものです。
メンテナンスする不動産カードの右上のアイコンに記されただけアクショ
ン回数を消費して活性化させれば、そのわきに記されただけのお金を支
払うことができます。不動産のなかには、メンテナンスの時にお伴トーク
ンが配置されていれば、より多くのお金を支払えるというものもあります。

不動産を（活性化させて）メンテナンスした場合、カードを下方に少しず
らして（チェックマークが見えるようにして）、活性化したことを表してくだ
さい。メンテナンスされた不動産は、そのラウンドの終了時には価値が下
がりません（価値の低下については、「■９．終了フェイズ」で説明してい
ます）。

不動産をメンテナンスしても、その価値が上がるわけではありません。
段階表に配置されている不動産価値マーカーが下がるのを防ぐだけで
す。不動産価値マーカーを上げる手段はありません。

不動産を所有している間は、プレイヤーは破産できません。かといっ
て、不動産カードをただ捨てることもできません。不動産は、必ず不動産
市場で売らなくてはならないのです。不動産を売るには、１アクションを
消費してプレイヤーボード上から不動産カードを捨て、その不動産のそ
の時の価値ぶんだけ銀行からお金を受け取らなくてはなりません。不動
産の価値は、不動産価値マーカーが配置されているお金アイコンに記さ
れている額（「農場」の場合はマーカーが置かれず一定額）を基本とし、こ
れに不動産市場（計画ボード上の対応するスペースに置かれた相場修
正トークンの示す修正値を加えたものです。

何ラウンドか経過し、この不動産の価値が５ポ
ンドまで下がったところで、あなたは売ることにし
ました。

これに備え、あなたはあらかじめ使用人コマを
不動産市場に送りこみ、対応する不動産のスペー
スに「－３」の不動産相場修正トークンを配置し
ていました。そこで、この不動産を売るときは、１ア
クションを消費し、わずか２ポンドを銀行から受
け取るだけですみました。もし、もう１ラウンドか
けて（メンテナンスせずに放置し）価値がさらに下
がるようにしたなら、お金をまったく受け取ること
なく売れたはずです。

売った不動産カードは捨て山に移してください。もし不動産の価格が
計算上マイナスになったとしても、売却時にお金を支払うことはできませ
ん。０ポンドで売ったときと同様、お金を受け取らないだけです。

 ●10－３ 外枠が青いカード
これらのカードは、あなたが余計にお金を支払う手助けをして
くれます。犬をディナーに連れていったっていいじゃない？　馬で
劇場に行くのもいいですよね。貴婦人と馬車で出かけるのも。腕
のいい料理人はめったにいないので（それに高くつくので）、お
抱えの料理人がいるならどこに行くにも連れていきたいですよね。

外枠が青いお伴カードには４種類あります。「料理人」「コンパニオン」
「犬」「馬」です。これらのカードを単独でプレイすることはできません。必
ず、外枠が白または黒のカードをプレイしたときに一緒に（または直後
に）プレイします。

すでに説明してきたとおり、お伴カードは、特定の外枠の白いカードを
プレイし、活性化させたときにお金を追加で支払えるようにしてくれます。
プレイしたお伴カードはすべて捨て札になります。

またお伴カードは、特定の外枠の黒いカードと一緒にプレイすること
もできます。外枠の黒いカードの右上に複数の選択肢アイコンがあり、そ

A
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こにお伴のシンボル（ 、 、 、 ）が描かれているなら、その
カード上には、お伴トークンを配置することができます。

お伴トークンをのせるには、外枠の黒いカードは、プレイヤーボード上
に配置されていなければなりません（同じラウンドに配置したばかりのも
のでも、以前のラウンドから配置していたものでもかまいません）。また、
お伴トークンは、対応するお伴シンボルが描かれたスペースのなかで、
いちばん上方の空いたシンボル上にのみ配置することができます（ここ
が外枠の白いカードと異なるところです。外枠の白いカードの場合、カー
ドに描かれたシンボルの順番は関係ありません）。そのため、外枠の黒い
カードでは、「順番」が矢印でわかるようになっています。

お伴トークンを配置するときは、対応するお伴を示すお伴カードをプ
レイし、１アクションを消費したあと、対応する色のお伴トークン１個をシ
ンボルの上に配置します（活性化のためのアクションの消費を忘れない
ように、アイコンの一部としてお伴のシンボルの左わきに A のシンボ
ルが半透明で記されています）。トークンを配置したら、お伴カードは捨
て札にします。

もし充分なアクション回数が残っていて、さらに対応するお伴カードも
手札に残っているなら、立て続けに複数のお伴カードをプレイして、１枚
のカードの上に複数のトークンを配置することもできます。ただし、「上か
ら下に」という順番は守ってください。こうしてトークンを１個配置するご
とに、そのカードを活性化したときの選択肢が広がります。

配置されたお伴トークンは、外枠の黒いカードの上にずっと残ります。
動かすことはできません。ただしプレイヤーボードから外枠の黒いカード
を取り除いたときは、その上に配置されていたトークンは取り除きます。

「農場」に動物が配置されている場合、そのメン
テナンス費用はどんどん高くなります。手札に「馬」
のお伴カードしかないなら、どうしようもありません。
「農場」にはまず、「犬」を配置しなくてはならない
からです。そういうわけで、「馬」と「犬」の両方のお
伴カードを持っていたとしましょう。まず１アクショ
ンを消費して、「犬」のお伴カードをプレイし、茶色
の「犬」トークンを「４」のわきの犬のシンボルの上

に配置します。同じラウンドに「馬」も配置したいと思うなら、さらに１アク
ションを消費して、「馬」のお伴カードをプレイし、ベージュの「馬」トーク
ンを「７」のわきの「馬」のシンボルの横に配置します。こうすることにより、
この「農場」を（メンテナンスのために）活性化したときは、２ポンド、４ポ
ンド、７ポンドのいずれかを支払うことができるようになりました。
ワイルドカード

ワイルドカードは、お伴カード４種類のいずれか
１種類（１枚分）としてプレイすることができます。こ
のカードはお伴カードの山札には含まれていませ
ん。毎ラウンド、カード追加ボードに配置されます。
ワイルドカードをプレイし、捨てたときは、カード追
加ボードに直接戻してください。

ワイルドカードを手札に持っているのに、アクショ
ンフェイズ中にプレイせず、手札に残しておいた場
合、ラウンド終了時にはカード追加ボードに戻さな
くてはなりません。

 ●10－４ 特殊カード
裏面に王冠の絵柄が描かれている特殊カードには、外枠が白いカー

ドと黒いカードがあります。これらのカードの効果は他のカードより、や
や強めになっています。なかには「大忙しの日」のように、通常のカードと
は完全に異なるものもあります。詳しくは、ルールブックの最後の部分で
説明しています。特殊カードを捨てるときは、うっかり他のカードにまぎれ
ないように箱にしまってください。

 ■ 11．お金を支払う
どこかの政府とは違い、プレイヤーは現金として持っているお
金しか支払えません。
不動産カードを（プレイヤーボード上に）所有している限り、プレイ

ヤーは借金をすることはできません。言い換えれば、手持ちのお金より多
くのお金を支払わなければならないようなカードの効果を適用すること
はできないのです。ですから、そうなりそうな場合はあらかじめ不動産を
売りはらい、支払いに充分な所持金を確保しておかなくてはなりません。

いっぽう、不動産を持っていない状態になれば、いつでも破産をするこ
とができます。その状態で、カードの効果などにより「必要なお金を支払
うと所持金がマイナスになる」ことがわかったら、プレイヤーは破産宣言
を行います。破産宣言を行ったとしても、もしまだ消費できるアクション回
数や手札が残っているなら、それらを利用してどんどん借金（負債）を膨ら
ませることもできます。

いま、プレイヤーは２ポンドしか持っていません。プレイヤーボードに
は不動産カード１枚と、活性化させると１ポンドを支払える「予約」の経
費カードがあります。このカードには料理人トークンを配置しているので、
通常なら選択肢として３ポンドを支払うこともできます。しかし今回は、こ
のカードを活性化させたとしても１ポンドを支払うことしか選べません。
なぜなら、所持金が３ポンドに満たないので、「不動産を持っている状態
では借金できない」というルールに抵触するからです。

ゲーム中、各プレイヤーの所持金額は公開情報です。誰かに所持金額
をきかれたら、正確に答えなければなりません。

 ■ 12．ゲームの終了
あなたの家は没落しようとしています。レース犬はスターティン

グゲートから出ることもなく、お気に入りのレストランは食事のた
びに法外な価格をふっかけ、ついにあなたは借金を背負いまし
た。おめでとう！　あなたの勝利です!
いずれかのプレイヤーが不動産を持たない状態で所持金額以上を支

払ったなら、破産を宣言します。破産宣言により、ゲームの終了時期が決
まります。宣言が行われたラウンドの終了時まで通常どおりゲームを続行
し、そこで、ゲームは終了となります。ただしもし、第６ラウンドまで誰も破
産を宣告しなかったなら、第７ラウンドの終了時にゲームは終了します。

ゲーム終了時に、もっとも借金（負債）の多かったプレイヤーが勝利し
ます（「■11.お金を支払う」参照）。ゲーム終了時にもし誰も借金をして
いなかったなら、残りの所持金と不動産の価値を合わせた額が最も少
ないプレイヤーの勝利となります。このとき不動産の価値は、「現在の価
値＋５ポンド」として換算してください（斡旋人カードや不動産相場修正
トークンの効果は適用しません）。もし首位のプレイヤーが複数いた場
合は、最終ラウンドに選んだ計画が、より左にあるプレイヤーの勝ちとな
ります。

A



１ラウンドに１回、アクションを消費せずに、「農
場」１枚を売り／買いできます。このとき、「農場」
の価格を２ポンド安くしてもかまいません。
１ラウンドに２回、アクションを消費せずに、「邸
宅」「田舎屋敷」「町屋敷」１枚を売り／買いでき
ます。
「邸宅」「田舎屋敷」「町屋敷」を売り／買いすると
き、価格を２ポンド高くするか、２ポンド安くする
ことができます。

１ラウンドに１回、アクションを消費せずに、「農
場」１枚を活性化できます。

１ラウンドに１回、アクションを消費せずに、「邸
宅」「田舎屋敷」「町屋敷」１枚を活性化できます。

指定された種類の不動産を活性化するたびに、
追加で３ポンド支払うことができます。

銀食器シンボルの描かれたカードを使うさい、追
加で１ポンド支払うことができます。

馬車シンボルの描かれたカードを使うさい、追加
で１ポンド支払うことができます。

仮面シンボルの描かれたカードを使うさい、追加
で１ポンド支払うことができます。

舵輪シンボルかワイングラスシンボルの描かれ
たカードを使うさい、追加で１ポンド支払うことが
できます。
毎ラウンド、１アクション余分に消費することがで
きます。この斡旋人をプレイしたばかりのラウンド
から可能です。
１ラウンドに１回、外枠の白いカード１枚をプレ
イすると、もう１アクション余分に行うことができ
ます。
毎ラウンド、計画フェイズにカードを引くさい、２
枚余分に引くことができます（選んだ計画の数字
が２高いものとみなします）。

毎ラウンド、計画フェイズにカードを引くさい、イ
ベントカードを３枚余分に引くことができます。

毎ラウンド、計画フェイズにカードを引くさい、お
伴カードを３枚余分に引くことができます。

ラウンド終了時に手札を捨てるさい、このアイコン
を持つ斡旋人をプレイヤーボード上に１枚配置
しているごとに、２枚余計に手札を残すことがで
きます。

１アクションを消費し、４ポンドを支払います。

２ポンドを支払います。

所有する「農場」１枚につき２ポンドを支払
います。

「農場」に配置している「馬」トークン１個につ
き２ポンドを支払います。

所有する「農場」１枚につき１ポンド、「農場」
に配置している「犬」トークン1個につき１ポ
ンドを支払います。

経費カード

１アクションを消費することで、動物
トークンを２個まで配置することがで
きます（「犬」２個か、「馬」２個か、両方
を１個ずつ）。通常どおり、トークンは順
番に加えてください。

１アクションを消費することで、追加で
３アクションを獲得します。

１アクションを消費し２ポンドを支払う
ことで、追加で２アクションを獲得しま
す。

選択肢を１つ選んでそこに記されてい
るアクション回数を消費し、対応するポ
ンドを支払います。

１アクションを消費することで、不動産
の価値を３回分下げることができます。
同じ不動産の価値を一度に複数回下
げてもかまいません。
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