
・砺波市立図書館の蔵書検索ＨＰから

「テーマ別資料」で、ボードゲームの

一覧を検索することができます。

・プレイ時間、対象年齢は

おおよその目安です。

（はじめての場合は1.5倍くらいを

目安としてください）

・基本的に２セットずつ所蔵しています。

・返却の際には、同梱物の

数などを確認ください。

砺波市立図書館 所蔵

ボードゲーム リスト
（2023.3現在）

※個人への貸出はしておりません。

※砺波市の非営利団体に限ります。

貸出の際は、団体の利用登録が

必要です。



1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

20分 10分 20分

10歳～ 3歳～ 10歳～

アーティチョークなんて大キライ！ イチゴリラ 横暴編集長

2～4人 2～6人 3～5人

3～6人 2～8人 2～5人

30分 10分 10分

プレイヤーに配られた10枚のアーティ

チョーク・カードを、他の野菜カードを使っ

てお皿（山札＋手札）から取り除こう！

3歳から遊べる、神経衰弱をベースにした

ゲーム。裏返したカードから、2枚、3枚と

連続してめくっていけるかな？

上下わかれたタイトルカードを組み合わせ

て「バカ受けタイトル」を作ろう。編集会議

での正式採用を目指せ！

おねだりパティスリー かたろーぐ キャプテン・リノ

コヨーテ
小学館の図鑑ＮＥＯ

昆虫の多すぎるゲーム
ザ・マインド

2～10人 2～6人 2～4人

8歳～ 5歳～ 5歳～

プレイヤーは動物のケーキ屋さん。トッピ

ングを集めてケーキを完成させよう。トッピ

ングの「おすそわけ」でもポイントGet！

身近なカタログや図鑑を使って、「親プレ

イヤーの好きなもの」「好きな順」を当てる

ゲーム。質問タイムで会話もはずみます。

みんなでカードの壁と屋根を積み上げて

いくバランスゲーム。UNO風の特殊カー

ドを使って、早く手札をなくした人が勝ち！

相手のカードの数字や表情から、自分の

カードの数字を推理するゲーム。ハッタリ

や特殊カードを使って場をかき乱せ。

「図鑑ＮＥＯ昆虫」をカードゲーム化！

プレイヤーは協力し、読み上げられる昆虫

の名前を記憶して答えよう。

ゲーム中は会話禁止！プレイヤーが協力

しあって、1～100までの数字カードを小

さい順に出していくゲームです。

サラダマスター じゃれ本 スパイシー

15～30分 20分 20分

10歳～ 6歳～ 8歳～

8歳～ 8歳～ 10歳～

野菜不足な現代人のためのボードゲー

ム。お題に合う成分を持つ野菜カードを

手札から出しましょう。

リレー小説形式で、ショートショートを書き

上げていくゲーム。ひとつ前の内容しかわ

からないので、話は意外な展開に…。

スパイスの種類と数字を宣言して裏向き

にカードを出していきます。ハッタリを使っ

たり、見破ったりして得点を取りましょう。

2～4人 3～8人 2～6人

20分 20～30分 15分

カード

対戦 お手軽

デッキ

対戦 お手軽

記憶力

対戦

言葉 運

対戦

戦略

対戦 お手軽

コミュニケーション

対戦 お手軽

バランス

対戦

数字 心理

協力 協力

知識 チーム 数字 集中力

対戦

食育

協力

言葉 創造力

対戦

心理

記憶力

お手軽

集中力 観察力



カード

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

15分 20分 20分

10歳～ 7歳～ 7歳～

タギロン ナインタイル ナインタイルパニック

2～4人 2-5人 2-5人

2～6人 2～6人 2～5人

15分 15分 15分

質問カードを使って、相手の5枚のカード

の色と数字と位置を当てるゲーム。情報を

メモに整理して、論理的に推理しよう。

9枚のタイルをお題カード通りに一番早く

並べた人が勝ち。スピードと判断力が試さ

れるゲームです。

ナインタイルの進化版。3枚のお題カード

をクリアする町を作ります。スピードと、

お題ごとに高得点を目指せ！

ナンジャモンジャ シロ ナンジャモンジャ ミドリ 虹色のへび

ハゲタカのえじき 花火 ハピエストタウン

2～6人 2～5人 2～4人

4歳～ 4歳～ 3歳～

キャラクターに順番に名前を付けていく

ゲーム。同じカードが出たら一番早く名前

を叫ぼう。個性的なあだ名が面白い！

キャラクターに順番に名前を付けていく

ゲーム。同じカードが出たら一番早く名前

を叫ぼう。個性的なあだ名が面白い！

同じ色のカードをつなげて、カラフルなヘ

ビを作ろう。ヘビが完成したらそのカード

をGet！たくさんカードを取ったら勝ち。

全員で一斉に数字カードを出して、一番

大きい数字の人がハゲタカカードをGet。

ただし誰かと同じ数字はアウトです。

5色の花火を番号順につなげていくゲー

ム。自分の手札は見えないので、他の人に

ヒントをもらって全員で協力しよう。

カードをひいて施設を建て、お金をかせぎ

ながら、どんどん人口が多くて幸福度の高

い町を作っていくゲームです。

犯人は踊る ぴっぐテン ヒトトイロ

20分 30分 15分

8歳～ 8歳～ 6歳～

8歳～ 6歳～ 8歳～

手札の効果で「犯人」カードがどんどん移

動していきます。犯人を当てるか、逃げ切

れば勝ち。カードの行方を推理しよう。

順番にカードを出して、ちょうど10にする

ゲーム。次の人が10を超えてもごほうび

がもらえるのでねらってみましょう。

お題から連想される色をみんなで合わせ

ていくゲーム。5つのお題がすべて同じな

ら大成功！

3～8人 2～8人 2～7人

10分 15分 20分

対戦

数字 思考力

対戦 お手軽

スピード

対戦

スピード

対戦

コミュニケーション 記憶力

お手軽 対戦

コミュニケーション 記憶力

お手軽 対戦 お手軽

色

対戦

数字 戦略

協力

記憶力

対戦

戦略

対戦 お手軽

心理

対戦

数字

お手軽 協力

色

お手軽

コミュニケーション

お手軽

運



カード

25 26 27

28 29 30

31 32 33

34 35 36

30分 5分 15分

10歳～ 5歳～ 6歳～

ビブリオス ふわふわのくま ペンギンパーティ

2～4人 2～5人 2～6人

3～5人 2～4人 2～8人

45分 30分 20分

プレイヤーは中世の写本師。カードを分配

し、競りでほしいカードを購入します。貴重

な書物をたくさんそろえよう。

くまの数をかぞえながら手札を出し、なく

なったら勝ち。ルールが簡単なカードゲー

ムです。

順番に、ピラミッド状にカードを並べていく

ゲームです。下のカードのどちらかの色を

ひきつがないといけません。

ボーナンザ 街コロ みんなで本をもちよって

藪の中 新版 ラブレター ケン・ニイムラ版 レシピ 定番料理編

2～5人 2～4人 2～4人

10歳～ 7歳～ 12歳～

自分の畑に豆を植え、収穫して売るゲー

ム。プレイヤー同士で豆を取引し、なるべく

同じ豆を集めた方が高得点！

ダイスを振って施設を建て、自分の街を発

展させていくゲーム。コインを集めて、大型

施設を4つ完成させよう。

実際に本を一冊ずつ持ち寄って、お題に

対して本の中の文章を引用して回答。

全員の投票で良かった回答を決めます。

配られた容疑者カードの中で犯人は誰？

順番にカードを見て推理チップをおいて

いきますが、もしかするとそれが罠かも…

順番にカードを出し、その効果でライバル

を脱落させよう。最後により強い人物カー

ドを持っている人が勝ち。

レシピカードに必要な具材を集めて料理

を作ろう。他のプレイヤーが作っている料

理も推理しながら進める必要があります。

ワールドレシピ わしょくレシピ かなざわレシピ

20分 5～10分 15分

9歳～ 10歳～ 4歳～

4歳～ 4歳～ 4歳～

「レシピ」の世界各国料理編。 「レシピ」の和食料理編。 「レシピ」のご当地料理、金沢編。

2～4人 2～4人 2～4人

15分 15分 15分

対戦

戦略

対戦 お手軽

数字

対戦

色 戦略

お手軽

対戦

コミュニケーション

対戦

戦略

対戦

コミュニケーション言葉

対戦

心理

対戦

戦略 思考力

対戦

食育

対戦

食育

対戦

食育

対戦

食育

お手軽

お手軽

思考力

思考力思考力思考力



カード

37 38 39

40 41 42

43 44 45

46 47 48

30分 30分 20分

10歳～ 8歳～ 8歳～

私の世界の見方 イト（ｉｔｏ） キャット&チョコレート 日常編

2～9人 2～10人 3～6人

2～6人 2～6人 2～10人

20分 20分 10分

お題カードの空欄を手札の単語カードで

うめるゲーム。一番よかった回答は親プレ

イヤーが決定！

配られた数字カードをイメージで表そう。

全員で小さいカードから並べることを目指

します。

日常に起こるピンチを、手札カードのアイ

テムを使って切り抜けろ！他のプレイヤー

はその解決法を多数決でジャッジします。

これな～んだ？１０ どうぶつ編 これな～んだ？１０ 世界の国編 ジャングルスピード

チーキーモンキー 新版 トマトマト ドブル

2～6人 3～6人 2～8人

6歳～ 8歳～ 7歳～

質問しながら、カードに書かれている動物

を推理していくゲーム。質問は10コまで！

1対1でも、チーム戦でも遊べます。

質問しながら、カードに書かれている国を

推理していくゲーム。質問は10コまで！1

対1でも、チーム戦でも遊べます。

順番にカードをめくり場に並べます。同じ

形が揃ったら、素早くトーテムを取ろう。

取れるのはその形を出した人だけです。

袋の中から動物のチップをひいて、得点を

集めます。続けて何枚でもひけますが、同

じ動物が出たらアウト！どこでやめる？

5種類のカードをどんどん並べて早口言

葉で読み上げるゲーム。誰かがつっかえ

たら、カードを選んで集めていきます。

8種類の絵が描かれた丸いカードを使っ

て、5つのゲームができます。同じ絵が必

ず1つだけあるので、探して宣言しよう。

どんぐりやま バルーンズ
ひらがな神経衰弱

ぽぺぷぴっぱ Lite

15分 20分 15分

7歳～ 6歳～ 6歳～

6歳～ 3歳～ 4歳～

簡単なたし算・ひき算をしながら、カードを

ピラミッド状に並べていきます。全員で相

談しながら8段を完成させましょう。

5枚の風船カードが、アクションカードをひ

くと割れたり飛んでいったり。最後まで風

船が残った人が勝ち！

ひらがな１字が書かれたカードを、ダイス

の目の数めくって言葉をつくるゲーム。使

えなかったカードは場所を覚えておこう。

2～6人 2～5人 2～6人

15分 10分 15分～

対戦 対戦

コミュニケーション コミュニケーション

対戦 対戦 対戦

対戦 対戦

対戦

言葉

お手軽 協力

数字 コミュニケーション

対戦

コミュニケーション

対戦

協力

数字 コミュニケーション

お手軽

形

お手軽

運 記憶力

お手軽

言葉

お手軽

スピード

形スピード

運

お手軽

言葉 記憶力

お手軽

お手軽



カード

49 50 51ナインタイル ポケモンドコダ！ インフェルノ 渡る世間はナベばかり

6歳～ 8歳～ 6歳～

9枚のタイルをお題カード通りに並べる

ゲームのポケモン版。通常版より大きめで

子ども向け。ポケモンゲットだぜ！

同じ色か数字のカードを順番に場に出し

ていくUNO風のゲーム。あえて途中で

カードを引き取る駆け引きも重要です。

「渡ナベ」の「ナベ」24種類で神経衰弱！

同じに見えてもどこか違う！？「ナベ感覚」

が鍛えられるゲームです。

15分 20分 20分

2～4人 3～7人 1～8人

対戦 対戦 対戦お手軽

スピード 運

お手軽

記憶力



1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

イス山さん おさかなクン おばけキャッチ

1～4人 2～6人 2～8人

10～15分 10分 20分

6歳～ 3歳～ 8歳～

イスの形のコマを、順番に積み上げていく

バランスゲーム。崩れたイスの数だけもら

うチップが少ない人が勝ち。

魚と漁師のチームに分かれて追いかけっ

こするゲーム。ダイスの色で魚が逃げるか

漁師が捕まえるか決まります。

めくったカードの絵と同じ色・形のコマを

素早く取るゲーム。ただし、「どれにも当て

はまらないもの」を取る場合もあります。

果樹園ゲーム カップケーキ・アカデミー キャッチ・ザ・ムーン

2～8人 2～4人 2～6人

10～20分 10分 20分

3歳～ 8歳～ 6歳～

ダイスを振って出た色のフルーツを収穫す

るゲーム。カラスパズルが完成する前に、

協力して全部収穫しましょう。

カップを重ねて移動させながら、オーダー

通りに並べるパズルゲーム。他のプレイ

ヤーと協力してカップをやりとりしよう。

ダイスの指示に従ってはしごを積み上げて

いくバランスゲーム。崩れたら涙チップを

もらいます。

ゴーゴージェラート！ スティッキー スピードカップス

2～4人 1～4人 2～4人

15分 10分 15分

6歳～ 3歳～ 6歳～

カップを持ってアイス玉を移動させなが

ら、注文カード通りのアイスを完成させる

パズルゲーム。

リングで束ねた棒の中から、ダイスの色の

棒を抜いていくバランスゲーム。取った棒

の色と数で得点が決まります。

お題カードの色の順に5色のカップを重

ねていくゲーム。縦方向と横方向の2通り

あります。

6歳～ 5歳～ 6歳～

全高1メートル超の巨大タワーから、ルー

レットで出た色の柱を抜いていくバランス

ゲーム。

帝国書院の世界地図パズルと、世界一周

旅行すごろくゲームが楽しめます。

キューブ型のパーツを並び替えて、できる

だけ長いコースを作り、ビー玉が通過した

パーツが多いほど得点が高くなります。

スリルタワー ゲーム＆パズル世界地図 トリッキーウェイ

2～8人 2～4人 2～5人

20分

おもちゃ

対戦 対戦 対戦

チーム

協力 対戦

対戦 対戦 対戦

対戦 対戦 対戦

お手軽

バランス 観察力 運

お手軽

スピード 色 形

お手軽

コミュニケーション

協力

コミュニケーションパズル バランス

お手軽

スピード パズル バランス

お手軽

スピード 色

お手軽

お手軽

バランス パズル 戦略パズル すごろく 知識



おもちゃ

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

3～6歳 8歳～ 3歳～

ダイスで出た数だけ色チップをとって、自

分の絵を完成させるゲーム。

グラグラゆれる塔の上に、スティックを乗

せていくバランスゲーム。同じ色が接する

ようにおいていかないといけません。

卵が割れる前に、にわとりのコマの下にか

くれている、12コの卵を見つけるゲーム。

2～４人 2～8人 2～4人

15分 15分

ペンギンのコマを指ではじいて、生徒と風

紀委員が鬼ごっこするゲーム。捕まらない

ようにドアを通過すると得点になります。

大きな穴からうさぎのコマを助け出すゲー

ム。ダイスを振って出た色の小穴に救出で

き、その数を競います。

筒状に積んだ氷のリングを外して落ちてく

る宝石の色を予想するゲーム。予想と同じ

色の宝石をGetできます。

クイップス スティックスタック たまごはどこだ？
みつけてかくしてコケッコー！

15分 10分 15分

6歳～ 3歳～ 5歳～

アイスクール うさぎのニーノ きらめく財宝

2～4人 2～5人 2～4人

5歳～ 4歳～ 4歳～

人気絵本シリーズがゲームになったよ。

ボウルの中から、めくったカードと同じ色・

形のコマを探してね。

自分のうさぎを、にんじん島まで橋を渡し

て連れていくゲーム。橋の長さを目測して

足場をおいていきます。

ダイスの指示に従って、動物のコマを積み

上げていくバランスゲーム。

2～4人 2～4人 2～4人

15分 15分

タイルをめくって絵合わせしながら、にわと

りのコマを進めます。他のにわとりを追い

越して、しっぽを集めるゲームです。

プレイヤーごとに色を決め、その色の鈴を

磁石の棒で集めるゲーム。他の色がくっつ

くとアウトですよ。

町マップを見ながら事件を解決する絵探

し＆推理ゲーム。16種類の事件デッキを

選び、最後のカードに到達したらクリア。

ミッケ！ たからさがし ラビットラリー ワニに乗る？

15分 15分 15～45分

4歳～ 6歳～ 8歳～

にわとりのしっぽ ベルズ！ ミクロマクロ クライムシティ

2～4人 2～4人 1～4人

対戦 対戦 対戦

対戦 対戦 対戦

対戦 対戦 対戦

対戦 対戦

お手軽

記憶力

お手軽

色

お手軽

色 形

お手軽

コミュニケーションバランス

お手軽

アクション 運

お手軽 お手軽

運

色数字

お手軽 お手軽

バランス

対戦 お手軽

記憶力



おもちゃ

25 26 27

28 29 30

トーキョーハイウェイ ねずみとりゲーム バンボレオ

2～4人 2～6人 2～6人

30分 5分 10分

8歳～ 4歳～ 6歳～

柱と道路を積み上げていくバランスゲー

ム。首都高速道路のように立体交差させ

て車を配置していきます。

ネコ役はダイスを振り、出た色のネズミを

捕まえます。ネズミはさっとしっぽを引いて

逃げましょう。反射神経ゲームです。

揺れるボードの上から積み木を取っていく

バランスゲーム。

ブロックス ミッケ！ おもちゃがいっぱい りんごゲーム

2～4人 2～4人 2～4人

20分 20分

7歳～ 5歳～ 4歳～

順番に自分の色のブロックを置いていく

陣取りゲーム。ブロックのピースは形がバ

ラバラなので作戦が必要です。

人気絵本シリーズが元になった、

カードに描かれた絵をボードの中から早く

見つける、探し絵ゲームです。

ルーレットを回して、りんごを収穫していく

ゲーム。カラスに取られたり、カゴからこぼ

れないよう気を付けて！

対戦 対戦 対戦

バランス

お手軽

スピード

お手軽

バランス

対戦 対戦 対戦

戦略

お手軽 お手軽

運

色 集中力 観察力



1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

おしゃれパーティ おばけだぞ～ キングドミノ

2～6人 2～4人 2～4人

20～30分 15分 15分

4歳～ 4歳～ 5歳～

ルーレットを回しててんとう虫を動かし、お

互いの衣装を交換させていくゲーム。衣装

がそろったらパーティに出席できます。

ダイスをふってコマを進めるすごろく。途

中でコマがおばけに変身したり、位置が

入れ替わったりしますよ。

2マスの土地タイルを並べて自分の王国

をつくるゲーム。地形をつなげ王冠マーク

を集めて高得点を目指します。

雲の上のユニコーン コリドール すずめコブタくん

2～4人 2～4人 2～7人

10分 15分 20分

3歳～ 6歳～ 8歳～

すごろくをしながら水晶を集めるゲーム。

「プレゼント」のマスに止まったら、他のプ

レイヤーに水晶をあげることができます。

9×9マスの盤面で、壁を立てて相手の進

路をふさぎながら、片方の辺から反対側

の列までたどり着くゲーム。

コブタくんのコマで一本道を進むすごろ

く。先に他のコブタがいたら、背中に乗せ

てもらえます。

ゾンビキッズ 進化の封印 テンポかたつむり ニューダイヤモンド

2～4人 2～4人 2～3人

15分

7歳～ 3歳～ 6歳～

みんなで協力し、学校にやってくるゾンビ

を倒しながら、校門にカギをかけていく

ゲーム。

ダイスを振って出た色のかたつむりを進

めます。どの色でも、先にゴールさせた人

が勝ち。

ロングセラーのダイヤモンドゲーム復刻

版。コマを動かして、向かい側の陣地に移

動させるゲーム。

4歳～ 5歳～ 5歳～

ねこにつかまる前に、自分のねずみをチー

ズ部屋まで進めます。何匹かいるねずみ

のどれを進めるか考えどころです。

オバケヒューゴにつかまらないように、安

全な部屋まで逃げ切るすごろくゲーム。ど

のコマを先に逃がすか考えよう。

銭天堂カードを集めながらゴールを目指

すすごろくゲーム。どんでん返しのマスも

あるので注意！

ねことねずみの大レース ヒューゴ オバケと鬼ごっこ ふしぎ駄菓子屋銭天堂すごろく

2～4人 2～8人 2～6人

20分 30分 30分

コマ

協力

対戦 対戦

対戦

対戦 対戦 対戦

協力 対戦

記憶力コミュニケーション

お手軽 対戦

記憶力すごろく

対戦

タイル配置 戦略

対戦

すごろく コミュニケーション

お手軽

戦略 すごろく

お手軽

コミュニケーション戦略 すごろく

お手軽 お手軽 お手軽

戦略

すごろくすごろく

お手軽

戦略 すごろく

お手軽

戦略

お手軽

色



コマ

13 14 15

16 17 18

19

出発地から義務目的地を回って一番早く

戻ってこよう。自由目的地を通るとポイント

アップ！アクションカードで駆け引きも。世

界の都市に詳しくなれるゲーム。

30～45分

8歳～

世界一周ゲーム

2～6人

8歳～ 6歳～ 3歳～

おばけはどんどん合体・悪霊化して増えて

いきます…その前に、屋敷に散らばる8つ

の宝石をみつけて、みんなで協力して脱

出しよう!

相手が決めたコマを形、色、穴の有無、

高さのいずれかで揃えよう。縦・横・斜め

の直線状に並んだ時に「クアルト！」と言う

と勝ち。

〈進む〉か〈道具をもらう〉か選択してサイ

コロを振り、馬を小屋に帰らせます。7つ

道具を揃えて、いち早くゴールできる人は

誰かな？

2～4人 2人 2～4人

30分 10分 10分

全員で協力して、勇者たちを迷路から脱

出させるゲーム。会話は禁止！目やマー

カーで合図して。

ダイスを6コ振って、自分の車を出た色の

コマに進ませるすごろくゲーム。どの色か

ら進むか、コース選びが重要です。

できるだけ進まないように、ビリを目指す

カタツムリのすごろく。手札カードを選ん

でノロノロ進もう。

おばけ屋敷の宝石ハンター クアルト パカパカお馬

15分 15分 15分

8歳～ 5歳～ 6歳～

マジックメイズ モンツァ・カーレース ゆっくり行こうぜ！

1～8人 2～6人 2～4人

対戦

対戦

協力 対戦

対戦 お手軽お手軽

戦略 心理

協力

コミュニケーション すごろくすごろく

お手軽お手軽

すごろく すごろくコミュニケーション すごろく 戦略

対戦

すごろく 知識



1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

120分 30分 70分

12歳～ 4歳～ 10歳～

アグリコラ リバイズドエディション インカの黄金 新版 ウイングスパン

1～4人 3～8人 1～5人

1～4人 2～4人 3～4人

30分 45分 60分

ボード上に自分の畑や部屋・牧場を作り

ながら土地を開拓していく、リアリティあふ

れるゲームです。

探検家となり、神殿で宝石や遺物を手に

入れていきます。多くの障害を乗り越えて

勇気ある決断ができる冒険家は誰だ！？

鳥類愛好家となり、餌を集める・鳥を呼び

寄せる・卵を産ませるなどして、鳥を繁栄

させていくゲームです。

ウボンゴ エルドラドを探して カタン スタンダード版

カルカソンヌ２１ カルカソンヌ Ｊ グリムフォレスト

2～5人 2～5人 2～4人

8歳～ 10歳～ 8歳～

リアルタイムで競う名作パズルゲーム。

完成したら「ウボンゴ！」と叫ぼう。

一番早く黄金の都にたどり着くのはどの

探検隊か？強いカードの獲得とルートの

選択など計画性が大切なゲームです。

未開のカタン島で資源を使って道や町な

どを作り、発展させていきます。ポイントや

資源を得るための交渉も必要です。

道・城・修道院などのタイルを並べて、長

い道や大きな城を作り領地を拡大してい

きます。途中で相手からの邪魔が入るた

め見極めが大切です。

日本の物・建物のタイルがあるバージョン

です。通常版とほぼ同じルールです。

グリム童話の世界で、建築家レースが開

催！ライバルに鉢合わせしないよう資材を

集めて、一番早く頑丈な家を建てよう。

世界の七不思議デュエル タイニータウン パッチワーク

35分 30分 45分

8歳～ 7歳～ 13歳～

10歳～ 14歳～ 8歳～

古代世界の都市の指導者となり、発展さ

せていくゲーム。手札から1枚選んで使

い、残りは隣に回していきます。

４マス×４マスのボードに資材を置いて、

多くのマスに建物を建てていきます。計画

的な街づくりができるかな？

時間・ボタン・適切な布地をうまくやりくり

して繋げていき、素敵なパッチワークキル

トを作り上げたプレイヤーが勝利です。

3～7人 1～6人 2人

30分 45～60分 30分

定番

対戦 対戦

対戦

対戦 対戦 対戦

対戦 対戦 対戦

対戦

対戦 お手軽

スピード

対戦

上級者 上級者

拡大再生産

上級者上級者

タイル配置

上級者

戦略 心理 戦略

心理戦略

拡大生産型拡大再生産

拡大再生産

戦略

心理戦略タイル配置 戦略

戦略パズル

拡大再生産 戦略

上級者

タイル配置

戦略



定番

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

30分 45分 45分

10歳～ 8歳～ 10歳～

バトルライン パンデミック 新たなる試練 ファウナ 動物クイズゲーム

2人 2～4人 2～6人

2～4人 1～4人 2～4人

45分 15分 30分

相手の様子を伺いながら戦略を練って強

い役を作り、9つあるフラッグを奪い合い

ます。特殊効果カードで一発逆転も出来

るため最後まで安心できません！

全員で協力して世界の危機を救おう！話し

合いながら上手に行動して、病原体が地

球全体を覆う前に4種類の治療薬を発見

できれば勝利です。

世界中の動物が描かれたお題カードを見

て生息地域・体重・体長などを推測し、賭

けていきます。見事正解したプレイヤーに

は高得点！これであなたも動物博士に！？

フィヨルド フロンティア・ウィズ・ブラウニーズ 宝石の煌き

ラビリンス アズール 穴掘りモグラ

2～4人 2～4人 2～4人

8歳～ 8歳～ 10歳～

前半では地形タイルを並べて家を配置し

ボードを作ります。後半では家から陣地を

広げていき、より多くの領土を確保して点

数を稼いだ人の勝ち。

協力？１人で？　特にはライバルたちと協

力して計算しながら注文を達成し、タイル

を並べて島一番の開拓者を目指そう！

あなたは宝石商！宝石を手に入れるか…

宝石を払って並んだカードを買うか…、考

えて勝利点をいち早く獲得しよう！

動く迷路で宝探し！迷路タイルの配置を変

えながら宝物へコマを導いて脱出しよう！

タイルアーティストになって宮殿を飾って

いきます。相手の動きを読みながら、タイ

ルを余らせないように計画的にタイルの獲

得・配置が必要です。

カードをめくってモグラを地中深くに進め

よう！ただし、次に進める穴に入れなかっ

たら脱落。最後の一つに入ることができた

ら勝ち！

キャリコ 陽だまりネコとパッチワーク ドメモ バッティング

20分 45分 30分

8歳～ 8歳～ 5歳～

10歳～ 6歳～ 6歳～

パッチワークを縫い合わせてクッションを

作っていきます。目標に沿ってタイルを組

み合わせたり、多くの猫を呼び寄せて高

得点を目指そう！

相手の数字を見ながら、見えない自分の

数字を予測して当てるゲームです。相手を

惑わしたり、考えを読むことが大切です。

ライバルとバッティングしない(かぶらな

い)ように指を差して宝石を集めます。相

手が何を狙っているのか読み取りながら

多くの宝石を集めよう！

1～4人 2～5人 2～6人

30～45分 20分 20分

対戦

対戦 対戦 対戦

対戦 対戦 対戦

協力 対戦

戦略

戦略 戦略

戦略 洞察力

心理 心理

対戦 対戦 対戦

パズル

戦略運

運

戦略

戦略

パズル

運

お手軽

コミュニケーション

タイル配置

タイル配置

知識



定番

25

20分～

4歳～

リスのタルトやさん

2～4人

大きいリスと小さいリスを上手に動かして

フルーツを集めます。先に3枚のタルトを

焼けた人が勝ちです。

対戦 お手軽

拡大再生産


