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 メビウス ゲームズ  

 

【2010年1月版】 

  お薦めのテーブルゲームをリストにいたしました。それぞれのゲームの面白さを、この文章でお

分かりいただくのは困難だと思いますが、未知のゲームを知るうえでの手掛かりにしていただけれ

ば幸いです。ここに紹介しましたゲームのほとんどは、メビウスがドイツを中心としたヨーロッパ

から直輸入したものですが、すべて日本語解説書が添付されています。 
 なお、リストに掲載されているものが、常に在庫されているとは限らないことをご承知おきくだ

さい。また、毎月数種類のゲームが新入荷になっておりますので、お問い合わせください。 
 また、通信販売も行なっております。ご注文は、ホームページ内のショッピングカートが便利で

す。代金引換、銀行振り込みのほか各種クレジットカードによる決済も可能です。そのほかメール

や電話でも受け付けております。ゲーム内容やルールの質問もお受けしておりますので、お気軽に

ご連絡ください。 
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オバケだぞ～ 

宝の滝 

穴掘りモグラ 

 
  04年子供ゲーム大賞受賞 

 
2～4人 4歳以上 10-15    4800円 

 
サイコロを振って自分のコマを進めます。た

だし、サイコロにはオバケの描かれた目があり

ます。これを出すとどれかのコマにオバケを被

せます。すべてのコマにオバケがかぶっている

ときに、オバケの目が出たら、どれか 2 つのオ

バケの位置を交換します。そのうちどれが自分

のコマが入ったオバケか分からなくなってし

まいます。ゴールしたら、お化けの中をのぞい

て見ましょう。ゴールしたコマの持ち主が勝者

です。 
 

  95 年ノミネート 
 
2～4人 8歳以上  30分    3800円 

モグラたちをうまく移動させて、どんどん

穴深く潜ります。しかし掘り進めることがで

きる場所は限られています。早く掘り下げら

れる場所を確保して深く潜りましょう。一番

深く潜ったモグラが勝ちです。 

 

 
 

 
2～4人 5歳以上 15分     1500円 

 
ゲームセンターにあるコインゲームのような

ゲームです。でもコインを落とすことが目的で

はありません。自分の番になったら、サイコロ

を振りその数のチップをボードの端に置きス

ライド棒を使って、一定の位置まで押します。

このときコインが落ちるかもしれません。コイ

ンの上には、マーカーが乗っているものがあり

ます。これがポイントです。でも落とした人が

獲得するのではなく、前の番の人が獲得するの

です。 
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なかま集め 

魔法のラビリンス 

オオカミと七匹の子ヤギ 

 
2～4人 3～6歳 5分      1500円 

数

がかぞえられない小さな子供でも遊べます。 
自分の色を決め、その色のボードをそれぞれ持

ちます。自分の番になったら、袋の中から、中

を見ずにサルをひとつ取り出します。もし、そ

れが他の人の色だったら、その人のボードにサ

ルを乗せもうひとつ袋からサルを取り出します。 
6個すべてのサルをボードに最初にそろえた人

の勝ちです。 
 
  09 年子供ゲーム大賞ノミネート 
 

2～4人 6歳以上 20～30分   5500円 

 
 サイコロを振って、出た目の数だけのマスを

縦横に進んで目的地に行くゲームです。しかし、

コマの下には、磁石で鉄の球が付いており、ボ

ードに下には見えない壁が作られています。こ

の壁を越えて進もうとすると、鉄の球が落ちて

しまいます。この鉄の球が落ちたら振り出しに

戻らなければなりません。どこに壁があるのか

考えながら進めるゲームです。運と感と魔法パ

ワーが勝負を決めます。 
 
   09 年子供ゲーム大賞ノミネート 
 
2～6人 4歳以上 20分     4800円 

 
オオカミと子ヤギのかくれんぼです。 
1 人がオオカミ役になります。オオカミ役が目

を閉じてゆっくり 10 まで数える間に、ほかの

プレーヤーは、いずれかの家具に子ヤギのコマ

を 1 個ずつ隠します。 
そのあとで、オオカミ役は指人形を使って、子

ヤギを探します。そして、この家具の中の 2 つ

を指定してそこを覗いたり開けたりします。も

し子ヤギのコマが隠れていたら、オオカミが描

かれた箱に入れられます。うまく見つからなか

った子ヤギは出てきて、褒美のチップを 1 個ず

つ受け取ります。もし、洗濯桶に隠れていて見

つからなかったら、褒美のチップは 2 個受け取

れます。また、古時計に隠れて見つからなかっ

たら、捕まった子ヤギを 1 匹助け出すことがで

きます。これを繰り返します。子ヤギを 7 匹オ

オカミの箱に入れたらオオカミの勝ちです。そ

れまでに、褒美にチップを 7 個集めた子ヤギが

いたら、その子ヤギの勝ちです。
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動物探し 

カードラビリンス 

メイクンブレイクミニ 

おなじはど～れ 

 
 

2～4人 8歳以上 20分    1500円 

 
カードで示された形を積木で素早く作るゲー

ムです。時間との闘いですが、あわてるとうま

く作れません。落ち着いて手早く。 
 
 
2～6人 7歳以上 30分     1500円 

 
迷路を作る正方形のカードには、それぞれ 2 つ

のアイテムが描かれています。 
テーブルの上には何枚かのカードが置かれて

います。ここに描かれているアイテムと同じア

イテムが描かれているカードを、それらがひと

つの道でつながるようにして置ければ、カード

が獲得できます。手軽にパズル感覚で遊べるゲ

ームです。 
 
 
 

 
 
2～8人  4歳以上  15分    1500円 

 
字が読めない子供でも遊べるカルタです。 
5 種類の動物が 5 種類の色で描かれたカー

ドがそれぞれあります。そこへ、4 種類の動

物が 4 色で描かれたカードをめくり、欠けて

いる色と動物の組み合わせのカードを探しま

す。 
 
 
2～8人 5歳以上 15分     1500円 

カードを 2 枚表に

してゲームスター

トです。カードには

同じような絵が描

かれていますが、実

は微妙に違いがあ

ります。どの 2 枚の

組み合わせでも、2
枚のカードに描か

れたまったく同じ

絵は、ひとつだけで

す。それをより早く見つけるゲームです。 
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ビーバーバンデ 

ハリネズミの追いかけっこ 

どこにいるの？ 

 
 
1～5人 7歳以上 20-40分    7800円 

 
音声ユニットを使ったゲームです。ゲームボー

ドの 100のマスには 20種類の場面が描かれて

おり、それぞれ対応した音（動物や鳥の鳴き声

や建物に対応した音）が音声ユニットからしま

す。音声ユニットから出る音は泥棒が逃げてい

る場所の音です。この音のつながりから泥棒の

場所を見つけ自分のコマをそこに進めます。た

だ、いつ終わるかわからないゲーム終了のタイ

ミングで泥棒と同じマスにいればポイントが

得られます。途中で同じマスにいてもポイント

になりません。また、泥棒は魔女の力を使って

突然場所をワープすることもあるので気をつ

ける必要があります。 
 
 
2～4人 4歳以上 15-20分    3800円 

かわいい記憶力ゲ

ームです。 
葉っぱのタイルを

円形に並べ、中央に

八角形のタイルを

裏にして置きます。

各プレーヤーは自

分のハリネズミを葉っぱタイルの上に置きま

す。自分の番になったら八角形のタイルを 1 枚

表にします。もしそのタイルが自分のハリネズ

ミの直前の葉っぱタイルと同じ柄が描かれて

いたらハリネズミを 1 歩前に進めます。こうし

てほかのハリネズミを追い抜いたらそのハリ

ネズミが持っている木の実をすべてもらえま

す。すべての木の実を集めたプレーヤーの勝ち

です。小さい子供でもできるわかりやすいゲー

ムです。 
 
 
2～6人 6歳以上 20分     1500円 

 
裏向きにして自分の前に並べられた 4 枚のカ

ードの合計が小さくなることを目指します。 
ただ、自分の前のカードすべてを知っているわ

けではありません。 
ちょっとした記憶力と思い切りの良さが必要

です。 
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ニムト（日本版） ごきぶりポーカー（日本版） 

人気No1 
 

 
2～6人 8歳以上 20分      1800円 

 
 カードはネズミやごきぶりなどみんなから嫌

がられるものが描かれています。これらのカー

ドを取らないようにするゲームです。 
  手札から 1 枚選んで伏せて出し、一人を指

名して、そのカードに描かれているものを言い

ます。ただし、本当である必要はありません。

指名されたプレーヤーは、その人が本当のこと

を言っているかうそを言っているかを当てるの

です。さて、これをどう推理するか！ 
 序盤は本当かうそかを感で当てるしかありま

せんが、ゲームが進むと推理の根拠が生まれて

きます。『どうしてここでゴキブリなの？』 
 しかしそれがまた罠かもしれません。心理的

駆け引きが面白いゲームです。 
 
 

人気No2 
  95年ノミネート 

 
3～10人 10歳以上 約30分  1000円 

 
 長年売り上げトップクラスを続けているカー

ドゲームです。 
何人で遊んでもおもしろいゲームです。ルー

ルはシンプルですが、ドラマが生まれるゲーム

です。プレーヤーは手札から一枚ずつ同時に出

します。このカードをルールに添って場に４列

で並べます。各列の５枚までしか並べられませ

ん。６枚目になるカードを出してしまったプレ

ーヤーは、前の５枚を引き取ります。これが失

点になります。７枚目のカードを出したプレー

ヤーは６枚目のプレーヤーが掃除した後なので、

２枚目となってそのまま置けます。５枚目でも

OK、７枚目でもＯＫ、６枚目のカードにならな

ければ良いのです。 
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カルカソンヌ 

お邪魔物（日本版） 

ハゲタカのえじき 

ワードバスケット 

人気No3 
 
６～10人 8歳以上 30分     1500円 

 

坑道のカードを並べて、金鉱を目指すゲームで

す。ただし、ゲーム開始前に配られたカードに

より、邪魔をする人がいます。うまく金鉱が発

見できれば、金鉱堀で、金を分けますが、金鉱

に達することができない場合には、お邪魔物が

金を獲得します。誰がお邪魔者か虚々実々の駆

け引きがあります。 
 

人気No4 
  88年ノミネート 

 
2～5人 8歳以上 20分     1800円 

 +10 から-５までの

得点カードを見てか

ら、すべてのプレーヤ

ーは手札から任意の

カードを１枚伏せて

出し、一斉の表にしま

す。得点がプラスなら、

一番大きなカードを出した人、マイナスなら一

番小さなカードを出した人が、得点カードを取

ります。しかし、一番大きな(または小さな)カー

ドを出した人が複数いる場合はその次のカード

を出した人になります。つまり、”単独で”一番

大きな(小さな)カードを出した人が取ることに

なります。 
他の人と違うカードを出そうと思えば思うほど、

同じカードを出す人がいるものです。ほかの人

と波長をずらしましょう。単純で誰でも遊べる

ゲームです。 
 

人気No5 
  01年大賞受賞 

 
2～5人 10歳以上 30分     3200円 

 
タイルを配置して街や道を作るゲームです｡

伏せられたタイルの山から1枚引きタイルを

配置します｡配置したタイルのどこかに自分

のコマを置きます｡このコマにより得点のチ

ャンスが得られます｡すでにコマが置かれて

いたら、自分のコマが得点しやすいように、

タイルを配置する必要もあります。 
追加セットが 6 種類発売になっています。

（2200 円～2400 円） 
 
 
2～8人 10歳以上 10分     1500円 

 『しりとり』がカードゲームになりました。

しかし、侮ってはなりません。場に出たカード

の文字ではじまり、手札の文字で終わる言葉を

考えなければならないのです。しかも、スピー

ド勝負です。思いついたらその手札を場に置い

て、新しい場のカードとなります。ボキャブラ

リーが試されるゲームです。 
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お先に失礼しま～す 

キュー ジェット（日本製） 

サンファン（日本版） 

 
 
 
 
2～4人 10歳以上 45-60分   2800円 

いろいろの能力がある建物や、生産設備を建

設してポイントを得るゲームです。 
プレーヤーは、5 つの役職の中からひとつ選

んでプレイします。このゲームの特徴は、誰か

が選んだ役職のプレイはすべてのプレーヤーが

できることです。 
選ぶ役職により、自分だけでなくほかの人がど

の程度、メリットを得るかを考える必要があり

ます。また、建物の能力も、組み合わせること

により、大きな力を発揮できるものもあります。 
 

 
 
 

 
 
2～6人 10歳以上 30-40分   3800円 

 
 カードで進めるレースゲームです。コース上

にある、シケインを利用して後続車をブロック

したり、ほかの車を遠回りさせたり。しかし、

先頭が必ずしも有利ではありません。最高速の

カードが使えないからです。はやくゴールする

のが目的のレースゲームですが、早く走るだけ

では勝てません。コマは、金属製で近未来の舞

台にぴったりです。 
 

 
2～4人 8歳以上 20分      1800円 

 
 終業間際に持ち込まれた残業仕事を、他のプ

レーヤーに押し付けて早く退社しようというゲ

ームです。わかりやすいシンプルなルールです

が、悩ましいゲームです。後半の手番では、一

手の間違いでどっと残業仕事を押し付けられる

結果となります。 
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勝利への道 
コロレット 

キャントストップ 

ナイアガラ 

 
  05年ノミネート 

 
2～6人 8歳以上 30分     3000円 

 
 32 枚のタイルの上を、サイコロを振って進む

ゲームです。自分のコマと中立のコマを進める

ことができます。単独でいる自分のコマを進め

た場合、そのタイルをとります。タイミングよ

く移動できれば有利なタイルのみ取れるかもし

れません。 
 
 
  05年大賞受賞 

 
3～5人 8歳以上 30-45分    6000円 

 

 ゲームは、滝の上で宝石を集めるゲームです。

カヌーで下流を目指し、宝石を採取して上流の

キャンプに戻ります。ただし、この川は流れて

います。すべてのプレーヤーが一度ずつ手番を

行った後、川が流れます。このとき滝の近くに

いるカヌーは滝つぼに飲み込まれてしまいます。

川の流れをよく計算して、勇気を持って宝石を

獲得しましょう。 
拡張セットが発売になっています。（3000 円） 

 

  03年ノミネート 

 
3～5人 8歳以上 30分     1500円 

 
 手番には、伏せられた山からカードを引き、

いずれかの列(列の数はプレイ人数と同じ)に置

くか、いずれかの列のカードすべて(1～3 枚)を
取って、いったんゲームから抜けるかします。

全員がカードを取って、ゲームから抜けたら、

また同じことを繰り返します。 
 ゲーム終了時には、3 色までのカードはプラ

ス点ですが、それ以降はマイナス点になります。 
 
 
 
2～4 人 9 歳以上 30 分    4200 円 

 
Can’t Stop 「やめられない、止まらない」 
サイコロを振って、自分のマーカーを進めます。

続けて振り直しはできますが、マーカーが進め

られない目が出てしまったらその手番で進んだ

分は戻さなければなりません。冷静なら確率を

計算してリスクを考えますが、なかなか止まら

ないのです。 
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マンマミーヤ 

ブラフ 

ヘックメック  
2～7人 8歳以上 20-30分    2000円 

 
 サイコロゲームです。手番には 8 個のサイコ

ロを振り、出た目をひとつ選んで、その目が出

ているサイコロを全て別によけます。そして、

残ったサイコロを全て振りなおすことができま

す。振りなおして出た目よりひとつ選んで、ま

た全て別にします。ただし、すでに選んでしま

った目は選べません。出た目が全てすでに選ん

でいる目ばかりになったら、失敗です。できる

だけ、大きな合計数を目指します。 
 

2～4人 8歳以上 60分     6800円 

 
 遺跡発掘ゲームです。ロンドン、パリ、ウイ

ーンなどの西ヨーロッパで遺跡に対する知識を

獲得し、ギリシャ、メソポタミア、エジプトな

どで発掘を行うのです。このゲームでは時間が

重要なポイントです。知識を得るのも時間を多

くかければかけるほど多くの知識が得られます。

また、発掘も時間をかければ多くの発掘ができ

ます。もちろん多くの知識があるほど、発掘作

業が進みます。 
 
  99年ノミネート 

 
2～5人 10歳以上 30分    1500円 

 
 トッピングを集めてピザを作ります。 
第一印象は記憶力のゲームだと思えますが、記

憶より思いきりが大切なゲームです。カードば

かり覚えていると弱気になるだけで、勝負には

勝てません。実はあやふやな記憶を利用するゲ

ームです。気楽に遊べるパーティゲームです。 
 

  93年大賞受賞 

 

2～6人 12歳以上 約30分   4000円 

 

 それぞれのプレーヤーが振ったサイコロの目

を当てるゲームです。サイコロの目は自分の分

テーベの東 
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マンハッタン 

クーハンデル 

ゲシェンク 

デラックスピット 

だけがわかっています。残りは確立計算ででき

るゲームかと思いきや、タイトル通り「ブラフ」

（はったり）により情報が混乱してきます。 
 
  94大賞受賞 

 
2～4人 10歳以上  約60分   5800円 

ゲーム盤上の６つの都市にカードプレイによ

り、実際にプラスチックのビルパーツを積み上

げます。各ビルは一番上の階にビルパーツを乗

せたプレーヤーのものです。得点は一番高いビ

ル、各都市で一番数多くビルを持っている人、

１階建てであろうが超高層ビルであろうがそれ

ぞれのビルに与えられます。競争は激しいが高

得点の一番高いビルを狙うか、ちまちまと小さ

いビルをたくさん持つかが勝負の分れ目です。 

3～5人 8歳以上 20分     1500円 

 手番では、表になっているカードを引き取る

必要があります。引き取ったカードはその数字

分マイナスポイントです。カードを引き取りた

くない場合は、チップを出します。チップはプ

ラス 1 点です。カードを引き取ったときには、

引き取りたくて出したほかの人のチップも受け

取ります。また、連続する数字のカードは、い

ちばん小さい数字分だけのマイナスです。 
どうせ取るなら、どれだけチップが乗ってか

ら取るかがポイントです。 
 

  85年ノミネート 

 
3～5人 10歳以上 45分    1800円 

 
 牧歌的なカードイラストと裏腹に、お互いの

腹の内を探り合うゲームです。競りで手に入れ

たカードを取引によって、やり取りします。互

いに同じカードを持っているものどうしは、取

引の機会にお互いに隠したお金を渡します。相

手に少しでも多く渡したほうが、両方のカード

を手に入れます。つまり、渡した差額で相手の

カードを買い取ったことになるのです。 

3～8人 7歳以上 30分     2000 円 
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ボーナンザ 

ロイヤルカジノ 

ズーロレット 

テイク・イット・イージーL 

騒がしくなるパーティゲームです。このゲーム

には手番はありません。どんどん他のプレーヤ

ーとカードを交換します。交換の方法は、同じ

枚数のカードを交換するだけです。そのため、

交換する枚数を連呼し、同じ枚数を言っている

人とカード交換します。すべて同じカードにな

ったら、テーブルの中央に置かれたベルを叩き

ます。 
 
  94年ノミネート 

 

1～6人 約15分        2800円 

 

順番に出てきたタイルを自分のゲーム盤の上

に置きます。最終的にタイルに書かれた色の帯

が端から端まで繋がったもののみ点数になりま

す。あちらを立てればこちらが立たず。狙いと

諦めのバランスが良いプレーヤーが勝つ楽しい

ゲームです。 
 
  97年ノミネート 

 
3～5人 12歳以上 約20分   1500円 

 
 
 
 
 

 

「カードは配られた順にプレイしなければなら

ない」というとても変わったゲームです。 
 配られた順では不要なカードやじゃまなカー

ドがある場合には、交渉して他のプレーヤーの

カードと交換したり、場合によってはもらって

もらうことができます。手軽に楽しめる交渉ゲ

ームです。 

2～6人 8歳以上 30分     3200 円 

 
サイコロを振って、ボードの対応するところに

サイコロを置くゲームです。得点を取ろうとが

んばりすぎると、他の人の踏み台になってしま

います。あきらめどころが肝心のゲームです。

カジノで勝つためには冷静な判断が必要ですが、

最後は度胸が勝負を決めます。 
 
 
  07年ゲーム大賞受賞 
 
2～5人 8歳以上 45分    6000円 

 
自分の動物園を作るゲームです。手番には、裏

になっているタイルを引いてトラックに乗せる
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魔法にかかったみたい 

ウサギとハリネズミ（2008 年版） 

ビッグポイント 

か、いずれかのトラックを取り、乗っている動

物を自分の動物園に入れるか、お金を使ったプ

レイをするかのいずれかを行います。動物園に

は 3 つの檻しかありません。ひとつの檻には 1
種類の動物しか入れませんので、それ以上の種

類の動物を取ると困ります。種類も頭数もうま

くコントロールして取りたいのですが、ほしい

動物だけが乗ったトラックなどありません。 
 
  79年ゲーム大賞受賞 
 
2～6人 10歳以上 30－45分  3800円 

 
1979 年、第 1 回年間ゲーム大賞に選ばれた歴史

あるゲームのリメイクです。 
カードを使って進むすごろくゲームです。かな

り計画的にカードを使ったり補充したりする必

要があります。 
 
 
2～5人 8歳以上 20分     2400円 

 
順番にコマを一つ進めます。どの色のコマを進

めても構いません。進める先は同色のチップの

上です。進めた先の前後どちらかのチップをと

ります。コマが先にゴールした順にその色のチ

ップが高得点になります。シンプルなルールで

すが、運の要素はありません。 
 
 
3～5人 9歳以上 45分     3500円 

 
それぞれのプレーヤーは、ラウンドごとに使う

魔法 5 種類を 12 種類から選びます。このとき、

ほかのプレーヤーが選ばない魔法は非常に有利

です。また、ほかのプレーヤーが選んでいても、

少しの効果でよければ、確実に獲得できますが、

欲張りすぎると全く何もできなくなるかもしれ

ません。他のプレーヤーの魔法を推理しながら

プレイする、ドキドキするゲームです。 
2～6人 6歳以上 15分     1500円 

 
配られた手札をできるだけ多く出すゲームです。 
ペンギンカードでピラミッドを作ります。再下

段以外のカードは、下の 2 枚のどちらかのカー

ドと同じカードである必要があります。手持ち

のカードが出せなくなる状態をできるだけ避け

ます。 
 

ペンギンパーティ 
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ケルト 

大勝負 

呪いのミイラ 

  08年ゲーム大賞受賞 

 
2～4人 10歳以上 30分     6000円 

 
手札からカードを出し、出した色と対応する列

にある自分のコマを一歩進めます。ゲームが終

了した時に、自分のコマの位置により得点があ

ります。全く進んでいない列のコマは 0 点です

が、一歩だけ進むとマイナス 4 点になります。

コースの最後まで進めれば 10 点です。少ししか

進めない列は進まない方がよいのですが、進み

だしたらどんどん進ませた方がよいのです。ま

た、途中に得点などが獲得できるマスもありま

す。また、魔法の石は最初にそこを通過したプ

レーヤーだけが獲得でき、これも取らないとマ

イナス点になります。 
 
 
3～5人 10歳以上 45分     3600円 

 
株の売買ゲームです。株価を操作できる情報カ

ードは、プレーヤーの間に置きます。そのため、

右の情報カードは右隣りのプレーヤーと、左の

情報カードは左側のプレーヤーと共用します。 
この中途半端に情報を共用することによる、混

乱が株価を思わぬ方向に導くかもしれません。 
 
 
2～5人 8歳以上 30～45分    3200円 

 
ひとりのプレーヤーがミイラ役となり、探検家

役（墓泥棒？）の残りのプレーヤーを捕まえよ

うとするゲームです。ミイラ役のプレーヤーは

ボードの片面に座ります。ここではピラミッド

内のミイラの位置しかわかりません。探検家役

のプレーヤーはボードの反対側に座り、磁石に

よりミイラの位置も分かります。ミイラ役は、

探検家の移動距離などで、その位置を推理して

捕まえようとします。探検家は、ミイラの追跡

をかわして、目的の宝物を 5 つ集めるおことが

目的です。ただし、宝物を獲得したときには、

ミイラにその位置がはっきりわかってしまいま

す。ミイラは、探検家たちのライフポイントを

必要数集めたら勝ちです。 
 
 
 



 16

イモムシイモムシ 

もっとホイップを！ 

サギ師 ミスターX 

 
2～5人 8歳以上 20分     2400円 

 
ケーキを切り分けるゲームです。11 ピースで丸

いケーキを作り、これをプレイ人数で切り分け

ます。そして、これを順番にとります。ただし、

切り分けたプレーヤーが最後にとります。つま

り、できるだけ公平に切り分けないと、最後に

詰まらない部分が残ってしまいます。また、ケ

ーキの一部を受け取った時点で、それを食べる

かどうか判断しなければなりません。食べると

決めたピースは、そこに描かれたホイップクリ

ームの数がポイントになります。食べずに残し

た場合は、ゲーム終了時にそれぞれの種類につ

いて、最も多く残しているプレーヤーだけに、

そこに書かれているポイントが与えられます。 
 
 
 
3～7人 8歳以上 20分      1500円 

 
 シンプルなブラフ＆推理ゲームです。 
すべてのプレーヤーは 7 種類のカードを各 1 枚

ずつ持っています。そのいずれかの種類のカー

ドに書かれた数字の合計を当てるゲームです。

ほかのプレーヤーの言った数字はヒントになる

かもしれませんが、信じるとたいへんなことに

なります。プレーヤーの中にはサギ師がいるか

もしれないからです。 
 
 
3～5人 7歳以上 45分     2000円 

完全なアナ

ログゲームで

す。ラウンドご

とに進みたい

距離のタイル

を伏せて置き、

同時に表にし

ます。複数のプ

レーヤーが同

じ数字タイルを出していたら、それらは進むこ

とができません。進む場合は、一番後ろのコマ

を先頭のコマに付けるように移動させて進みま

す。X を出したプレーヤーは、コマを進ませる

だけでなく、ゴールラインを移動させることも

できます。 
 
 
2～6人 10歳以上 60分     4800円 

 
 ひとりのプレーヤーがミスターX となり、ヨ

ーロッパを横断して秘密指令を目的地に届けま

す。残りのプレーヤーはミスターX の身柄を確

保しミスターX の使命を阻止しようとします。 
 ミスターX がどこにいるかは通常わかりませ
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動物博士 

トバゴ 

カードカソンヌ 

んが、移動手段だけはわかります。それを手が

かりにしてミスターX と捕える（同じ都市に行

く）ことができたら探索側のプレーヤー全員の

勝ちとなります。目的地に達することができた

らミスターX の勝ちです。探索側は全員協力し

てミスターX の行動を推理し包囲網を縮めてゆ

きます。 
 
 
2～4人 10歳以上 60分   6500円 

 
 宝探しゲームです。プレーヤーが順番に宝の

ありかのヒントカードをプレイし、宝がある可

能性あるマスが 1 つになったらそこが宝のあり

かです。宝のありかのヒントカードをプレイし

たプレーヤーと宝を回収したプレーヤーで宝を

分けます。価値の高い宝を得るには推理と判断

が必要です。 
 
 
2～6人 6歳以上 10-20分    1000円 

 

遊びながら動物のことが覚えられるゲームです。 
かるたのようにカードをテーブルに並べて置き

ます。そしてそのうち 1 枚を裏にします。裏の

一部には問題が書かれています。たとえば「足

が 4 本ある」「飛べる」「昆虫」などです。こ

の問題を見て該当すると思われる動物カードを

より多く取ったプレーヤーにポイントが入りま

す。なお、問題の答えはそれぞれのカードの裏

側にアイコンで示されています。 
 ほかに同じルールで「海の動物博士」「恐竜

博士」があります。 
 
 
2～5人 8歳以上 30-45分    2800円 

 
 「カルカソンヌ」とタイトルも箱も似ていま

すが、全く関係のないゲームです。 
 手番にはカードをプレイするか、いずれかの

カードの列を取る宣言をするかです。カードを

取る宣言が早すぎるとたくさん取れないし、遅

すぎると欲しい列がもらえないジレンマゲーム

です。また、ラウンドの最初だけはカードを伏

せて置きます。これには価値の高いカードがあ

る可能性が高いのです。でも、ブラフかもしれ

ません。たがいの読み合いが必要です。 
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ネズミのパティシエ 

エルパソ 

ケルトカード 
 
 
2～4人 8歳以上 20分      1500円 

 
 08 年ゲーム大賞を受賞した「ケルト」のカー

ドゲームです。ゲームのシステムとエッセンを

残したままシンプルにまとめてあります。 
 
 
2～5人 10歳以上 45分     3800円 

プレーヤーは西部開

拓時代のアウトロー

です。街を次々に襲

い略奪の限りを尽く

すのです。 
プレーヤー全員でひ

とつの街を襲い、そ

れが終わったら、そろって次に街に向かいます。 
カードプレイにより襲う場所を決めます。その

あとでサイコロを振ります。そこで保管官バッ

ジの目が出たらそのさいころはゲームボードに

置きます。今後は残ったサイコロのみを使いま

す。なお、カードプレイの時にその街を出るこ

ともできます。街を出たプレーヤーはその街で

の略奪はそれ以上行えません。ただ、サイコロ

を振ったとき残りのサイコロすべてに保安官バ

ッジの目が出たら街に残っているプレーヤーは

すべての略奪物を失います。 

 
 
2～6人 10歳以上 30分     1500円 

 
テーブルの上には、プレイ人数+1 枚のカードが

表になっています。各プレーヤーは手札から 1
枚ずつ伏せて出し同時に表にします。カカオ番

号の順番にプレイします。テーブルの上のカー

ドを選んで 2 枚取り自分が出したカードをテー

ブルの中央に並べます。そのあとでカードを 3
枚出して得点を取ることができます。 
色を無視した 3 枚の連続数字の場合は、一番小

さな数字カードを得点として取り、残りを捨て

札にします。同色の 3 枚連続数字の場合は、一

番大きな数字が得点となります。色を無視した

同じ数字 3 枚の場合は、1 枚が得点カードとな

り、同色 3 枚の場合は 2 枚が得点カードとなり

1 枚が捨て札となります。 
このほかにプレイを助けてくれるカードを 1 枚

持っています。これらのカードはラウンドごと

に順番に変わります。このカードをタイミング

よく使うことは一番のポイントでしょう。 
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プエルトリコ 

エルグランデ 

ストーンエイジ 

 
 

  02年最終ノミネート 

 
3～5人 12歳以上 90-150分  5000円 

 
このゲームでは、各プレーヤーが自分の島と

都市を表すゲームボードを 1 枚ずつ持ちます。

そこで、お金を稼ぐのです。 
 また、このゲームには、「開拓者」「市長」

「建築家」「監督」「商人」「船長」「金鉱堀」

のキャラクターが登場します。スタートプレー

ヤーからこれらの中からキャラクターを選ぶわ

けですが、選んだ人だけがそのキャラクターの

プレーをできるというわけではありません。順

番に選ばれたキャラクターのプレーを行います。

ただし、選んだ人は一番最初にそのプレイがで

きるというだけではなく、少しの特典が得られ

ます。キャラクターの特徴と、ゲームの進行に

つれた手に入れる建物の特徴をうまく生かして、

勝利に近づきます。 
 
 
 
 

 
 
2～4人 10歳以上 60-90分   5800円 

 
 原始時代に家族が力を合わせて、いろいろな

物を獲得するゲームです。狩猟に出て食料をと

ってきたり、山で木を取ったり。また、開墾を

行って恒久的な食糧確保すること、道具の開発

により効率の良い狩猟なども考えられます。ま

た、より多くの食料が必要になりますが、家族

を増やすことは労働力を増やすことでもありま

す。バランスの良いプレイが求められます。 
 
  96年大賞受賞 

 
2～5人 12歳以上  90分    6500円 
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郵便馬車 

大聖堂 

将軍 

ノートルダム 

自分の騎士団を各国に効率よく配置するゲー

ムです。得点は各国で、投入された騎士団の数

が何位になっているかで決まります。投入され

た騎士団はイベントカードにより強制的に移動

させられたり、撤退させられたりします。各ラ

ウンドで使用できるイベントカードは公開され

ています。 
 
  06年ゲーム大賞 

 
2～4人 10歳以上 60分    4500円 

 
 郵便網を作るゲームです。連続する都市カー

ドを手に入れて、郵便網を完成します。地図と

カードを見比べて、効率よく多くの都市が結ば

れるようにします。また、各手番で一度使える

4 種類のボーナスアクションのどれを選択する

かもポイントです。 
 

2～4人 12歳以上 90-120分    6800円 

 

大聖堂を建てるゲームです。自分が持っている

人足を使って資材を獲得し、資金を使って職人

を獲得します。そして、資材を職人が加工する

ことにより得点が得られます。後半になるほど、

腕の良い職人が登場しますので、資金の確保も

重要です。 
 
 
3～5人 12歳以上 90-120分    7800円 

 
 舞台は日本の戦国時代。群雄割拠する中、実

力を蓄えた大名が天下を目指します。 
 食糧や軍資金の確保、軍団の配置や移動また

は侵略など、総合的に組み立てる必要がありま

す。多くの領土を確保することは高得点につな

がるかもしれませんが、食料の確保がないとか

えって農民一揆が起こります。 
 
 
2～5人 10歳以上 45-75分    4800円 

 
ノートルダム寺院を囲む街の有力者となり、得点
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マカオ 

エジツィア 

アルカザール 

を得るゲームです。プレーヤーはそれぞれ9枚の

カードを持っており、自分のそれぞれの地区で役

に立ちます。希望のタイミングで希望のカードが

来るとは限りません。これらのカードをうまく使

って、街の管理を行うのです。また、貴族に賄賂

を贈ることによって、いろいろな特典が得られた

り、ノートルダム寺院に寄付をすると高得点が得

られます。また、自分の街を清潔に保つことにも

気を配る必要があります。不潔にしすぎてネズミ

が一定以上増えてしまったら、大きなダメージに

なります。 
 
 
2～4人 12歳以上 90分     4800円 

 
 リソースを得て、手番にはそのリソースで持

っているカードを活性化したり、マカオの産物

を獲得したり、それを輸出する船を移動させた

り、いろいろなことをして得点を稼ぎます。 
 ラウンドに代表者がサイコロを振ります。こ

の中から各プレーヤーは 2 つの任意のサイコロ

の目を使ってリソースを得ます。大きい目を選

択するとたくさんのリソースが得られますが、

使用できるラウンドはずっと先です。小さい目

はリソースの数が少ないのですが、すぐ使えま

す。カードは活性化するとゲームを有利に進め

ることができますが、活性化のためにはリソー

スの色の組み合わせをよく考える必要がありま

す。 

 
 
2～4人 12歳以上 90分    5500円 

 
 ナイル川にそってエジプトを建設するゲーム

です。建設のためには、人員と資材が必要です。

多くに人員を獲得するとその人たちに与える食

料の確保も必要です。人員と資材が確保できた

らそれを建設のために使います。これで得点が

得られます。 
 
 
2～5人 10歳以上 60-90分   9800円 

 
94 に発売された「ビッグボス」とその発展形で

ある『アルカザール』が遊べます。 
 建物を大きくし、そこに配置した自分の貴族

によりお金を稼いだりポイントを稼いだりしま

す。 
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ガイスター ロスバンディット 

大聖堂の建設 

 
 

 
2人用 10歳以上 20分     2800円 

 
 ２人で遊ぶ､単純ですが､面白いゲームです。 

 互いに８個のオバケのコマを持ちます。この

うち４個はよいオバケで､残り４個は悪いオバ

ケです。よい､悪いはオバケのコマの背中につけ

たマークで見分けますので､自分のオバケはわ

かりますが､相手のオバケはわかりません。 

 順番に自分のオバケ１個を前後左右に一マス

移動させて､相手の番になります。もし移動した

先に相手のオバケがいればそれをとります。 

ゲームに勝つには３つの方法があります。 

 1.相手のよいお化け４個全てを取る。 

 2.相手が自分の悪いお化け４個全てを取って

くれる。 

 3.相手の陣の角にある出口から自分のよいオ

バケを脱出させる。 

 相手のオバケを取るのは、それほど難しいこ

とではありませんが、取ってよいかどうか相手

のようすで判断します。 

 

2人用 8歳以上 15分       2400円 

 
サイコロを2個振って、自分の側に置きます。た

がいに3個置いたら、強い目のほうが中央の得点

チップをとります。サイコロの目をどこに置く

かがポイントです。 
 

2人用 10歳以上 40分     3500円 

 
じっくり型二人用ゲームです。資材を集め加工

して建設します。相手の動向をよく見てプレイ

する必要があります。 
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ゲーム取扱店リスト 

メビウスゲームズ以外でも下記のお店で取り扱いがあります。 
イエローサブマリン 

札幌店  011-213-6003  横浜店   045-311-2847 
丸井柏店  04-7162-1616   千葉ゲームショップ 043-227-5388 
プレイソフト宮原店 048-652-3535  新宿ゲームショップ 03-3345-0208 
丸井溝口店  044-814-1321  なんば店  06-6635-4662 
池袋ゲームショップ 03-5953-5808  町田カードショップ 042-739-6966 
丸井川崎店  044-230-0523  京都店   075-253-4300 
マジッカーズ福岡店 092-739-1970  宇都宮店  028-651-0597 
名古屋店  052-957-1637  秋葉原RPG ショップ 03-5297-5402 
三宮カードショップ 078-327-5202  姫路店   0792-21-8230 
広島店  082-546-2399  川越店   049-229-6377 
通信販売  http://ysgame.shop-pro.jp/ 

すごろくや 

 杉並区高円寺南 4-45-7 壱番館 401 03-6657-3537 http://sugorokuya.jp/  
ゲームストアーバネスト 

 名古屋市北区西志賀 4-15  052-910-0025 http://banesto.shop6.makeshop.jp/ 
ボードウォーク 

 岡山市幸町 1-7 太田ビル  086-224-4064 http://www.boardwalk.co.jp/iogm/ 
 高松市加治屋町 4-13 スミスビル 087-825-9271 
プレイスペース広島 

 広島市中区大手町 2-2-10-101  082-246-0179 http://www.ps-hiroshima.com/ 
B2F ゲームズ 
 立川市柴崎 2-17-1 TM ビル 1F 042-507-8120 http://www.b2fgames.com/ 
パティークローバー 

 大阪府八尾市清水町 2-2-17  072-992-7557 http://patty.client.jp/ 
ゲームショップ アークウィザード 

 浜松市和地山 2-10-1 足立ビル１F 053-474-5774 http://www.archwizard.co.jp/ 
がりとん 

 松阪市久米町 1245-1   0598-56-5672 http://www.galiton.co.jp/ 
ゆかいなさかな 

 木更津市東大田 3-9-33   0438-97-2354 http://www.yukainasakana.com/ 
通信販売のみ 
ジョイゲームズ   http://www.joy-games.com/ 
銀河企画   http://comi.jp/ 
ボードゲームフリーク  http://www.ryuumu.co.jp/~okmr/BGF/ 
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e-mailによる入荷案内  

メビウスではインターネットまたはパソコン通信で、e-mail が受け取れる環境をお持ちの

方に対して、新製品または在庫切れのゲームが入荷する度に入荷案内をお送りしております。 
一ヶ月に 1～3 回ぐらい簡単な説明の付いた入荷案内をお送りしています。 
もしご希望で、まだお送りしていない方は e-mail でアドレスをご連絡いただければメー

ルリストに登録させていただきます。 
 

ゲーム頒布会のお知らせ 
 最新ゲームをいち早くお届けする頒布会です。 
 毎月 10,000~13,000 円で、最新のゲームを３～５個お送りしています。 
ただし、頒布会の性格上、お送りするゲームのほとんどが未知のものです。色々と情報

を得て面白そうなゲームを選んでいますが、リスクがあることは確かです。そのため、価

格は通常販売価格の約 2 割安くなっております。 
そのほか、入荷数量が少ないゲームを優先的に紹介させていたただいております。 

詳しくはお問い合わせください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JR 総武線、地下鉄三田線｢水道橋駅｣徒歩 2分。梅澤ビル 5階。一階はサンドイッチのSUBWAY です。 
 

メビウス ゲームズ 
〒112-0004 東京都文京区後楽 1-1-15 梅澤ビル 5 階  Tel03-3815-5956 Fax 3815-7956 
e-mail：shop@mobius-games.co.jp URL http://www.mobius-games.co.jp/ 
営業時間：火曜～金曜AM11:00～PM7:00  土曜 AM11:00～PM5:00  定休日：日曜･月曜・祭日 
臨時休業の休業情報は､電話またはホームページでお確かめください｡ 
 
【通信販売】 

ホームページ内のショッピングカートが便利です。代金引換、振り込みのほか 

各種クレジットカードによる決済も可能です。 
携帯専用のページも用意しました（クレジットカード決済はできません）。

http://mobius-games.co.jp/shop/m 
メールや電話によるご注文も受け付けております。 


