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上級生が引退してしまい、あなた一人が残ることになった部活動。 

廃部のピンチを抜け出すチャンス、学園祭の季節がやってきました。 

喫茶店を出すことをきっかけに、手伝ってくれる部員を集めながら、 

商品をたくさん売って部費をかせぎ、この部を存続させましょう！ 

 

 

ゲーム開始時に、あなたの部にはあなた一人と少しの「コインチップ」しか

ありませんが、あなたが行動することによって「部員カード」、「備品カード」、

「コインチップ」および「評価点チップ」を集めることができます。 

ゲーム終了時に、これらに設定された評価点の合計が最も高いプレイヤーの

部は存続を認められ、そのプレイヤーがゲームに勝利します。 

ゲームの目的 

ストーリー 
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・ゲームボード 1枚          ・プレイヤーボード 6枚（6色） 

 

 

 

 

 

 

・ボードマーカー １本         ・マーカー消し １個 

 

 

・プレイヤーコマ 6個（6色）     ・プレイヤーチップ 36枚 

 

 

・１タイムチップ 35個 ・２コインチップ 30個 ・３コインチップ 25個 

 表    裏      表    裏      表    裏  

 

 

・４コインチップ 20個 ・１評価点チップ 15個 ・３評価点チップ 10個 

 表    裏 

 

 

【ハーフサイズカード（45×64mm）、計54枚】 

・商品カード（ドリンク 20枚、スイーツ 18枚、フード 16枚） 

  裏 

  共通 

 

内容物 
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【TCGサイズカード（66×89mm）、計73枚】 

・「あなた」カード ５枚    ・場所表示カード ５枚（５種類×各１枚） 

 表       裏 

 

 

 

 

・部員カード 20枚 （10種類×各２枚） 

 ※名前の枠が青色のカードは男子部員、赤色のカードは女子部員です。 

 

 

 

 

 

・場所カード 19枚（19種類×各１枚） 

 

 

 

 

 

・備品カード 24枚（12種類×各２枚） 

 

 

 

 

 

・マニュアル（この冊子です） 1冊 
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このゲームは4ラウンドで構成されます。各ラウンドは先に行う「準備フェ

イズ」と、その後に行う「売買フェイズ」に分かれています。 

「準備フェイズ」では、部員を勧誘したり、校内や校外で活動してあなたの

部を宣伝したり、喫茶店で売る商品を集めます。 

「売買フェイズ」では、喫茶店で商品を売ったり、備品を買ったりします。 

各ラウンドにおいて行動できる内容は大きく変わりませんが、ゲームが進む

につれて行動できる回数や、その選択肢は増えていきます。 

 

 

 

 

 1.テーブル中央（場）の準備  

 ゲームを遊ぶテーブルなどの中央にゲームボードを置きます。 

このゲームボード周辺のスペースを「場」と称します。 

場に、場所表示カードをプレイ人数に対応した面を表向きにして、校内の場

所表示カード4枚（その順番は任意）、校外の場所表示カード1枚を並べます。 

校内の場所表示カードの下側は、校内の場所カードを置くスペースとして、

確保しておきます。 

校外の場所表示カードの下側は、校外の場所カードである「コンビニ」、 

「スーパー」、「デパート」の3枚を、この順に並べます。 

ゲームの流れ 

ゲームを始める前にすること 
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 さらに、場に、部員カードを置くスペース、備品カードを置くスペース、１

タイムチップを置くスペースをそれぞれ確保しておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.各プレイヤーの手前（各プレイヤーの部）の準備  

各プレイヤーの手前には、プレイヤーボード、プレイヤーチップ、「あなた」

カード、部員カード、１タイムチップや各種コインチップ、各種評価点チップ、

商品カードなどを置くスペースを確保します。 

このスペースを「（そのプレイヤーの／あなたの）部」と称します。 

 

 

 

 

 

 

校内の 

場所カードを 

置くスペース 

部員カードを置くスペース 

            

上から「コンビニ」、「スーパ

ー」、「デパート」の順 

4人 

プレイの

場合 

１タイムチップを置くスペース 備品カードを置くスペース 

ゲーム開始前の例 ゲーム開始後の例 
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 3.開始時におけるプレイ順の決定  

ゲーム開始時におけるプレイ順を決めます。 

以下にあげる内容を参考に、適当な方法を採用して決めてください。 

・学園祭など学校機関によるイベントに参加した経験が直近である順 

・裏向きにした部員カードから各プレイヤーが１枚ずつ引き、カードの右下 

  に書かれた数字が小さい順（同じ数字の者がいたら別のカードを引く）。 

・その他、じゃんけんで勝ったものから時計回りの順、など 

決定したプレイ順にしたがい、裏面が以下に示した額のとおりになるように

コインチップを２枚ずつと、「あなた」カードを受け取ります。 

１番目： の計４コイン   ２番目： の計５コイン 

３番目： の計６コイン   ４番目： の計７コイン 

５番目： の計８コイン 

受け取ったコインと「あなた」カードは他のプレイヤーからも見えるように

して、あなたの部に置きます。「あなた」カードは表と裏でシルエットが異なり

ますが、ゲームに影響しませんので、どちらの面を使ってもかまいません。 

 4.プレイヤー色の決定  

各プレイヤーを表す色を決めます。プレイ順に、赤、青、黄、緑、白、黒の

６色から選んで、対応する色のプレイヤーボード１枚、プレイヤーコマ１個、

プレイヤーチップ６枚をそれぞれ受け取ります。 

ただし、赤と緑、または黄と白など、特定のプレイヤー色を区別することが

難しい場合は、その旨を全員に伝えて一方の色を使わないことにしてください。 

受け取ったプレイヤーボード、プレイヤーチップ、あなたカードは他のプレ

イヤーからも見えるようにして、あなたの部に置いておきます。 

プレイヤーコマはゲームボードの左上側にある知名度トラック「１」の列に、

先ほど決定したプレイ順にしたがって、最も上の行からつめて置きます。 
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 なお、ここまでに取り出していない内容物は、そのまま箱の中に入れておき

ます。この箱の中に残っているものを「ストック」と称します。 

 5.プレイヤーの部活名と種類の決定  

各プレイヤーはプレイ順に、プレイヤー 

ボードの「活動を継続する部活動の名称」欄に、 

ボードマーカーを用いて、任意の部活名を記入 

します。部活名はゲームに影響しませんので、 

プレイヤーの実体験や、好きなアニメなどを 

参考にして自由に決めてかまいません。 

 さらに、「部活動の種類」欄にある６種類から 

１つを選んで、丸囲みを記入します。 

 部活動の種類は、ゲームに以下のとおり影響 

します。 

なお、他のプレイヤーと同じ部活動の種類を選んでもかまいませんが、その

プレイヤー同士は効率的な部員や備品が重なるため、やや不利になります。 

ゲーム開始の前にすることは以上です。 

・部活動の種類によって、部員に設定された勧誘しやすさが異なります。 

・男子部と女子部は混合部に比べて部員を勧誘しやすいですが、異性の部員を 

1人だけしか勧誘することができません（この制限に「あなた」は含みません）。 

・文化部のみ、運動部のみ買うことができる備品があります。 

 
4人プレイの場合 
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 1.部員カードの補充  

部員カードをよくシャッフルし、５枚ずつ４つの山に分けます。各ラウンド

山の５枚を表向きにして、以前のラウンドまでに表向きにした部員カードに追

加して場のスペースに並べ、このラウンド以降に勧誘できる部員とします（※）。 

※ここで表向きにしなかったカードは、次のラウンド以降に登場するまでは、

裏向きのまま脇によけて置きますが、事前に説明する必要があれば、プレイ

ヤー全員で表面を確認してもかまいません。以下についても同様です。 

 2.備品カードの補充  

備品カードの各ラウンドに対応する６枚を表向きにして、以前のラウンドま

でに表向きにした備品カードに追加して場のスペースに並べ、このラウンド以

降に購入できる備品とします（※）。 

 3.校内の場所カードの補充  

校内の場所カードをコスト１とコスト２に分けてよくシャッフルし、４枚ず

つ４つの山に分けます。ラウンド１と２ではコスト１の、ラウンド３と４では

コスト２の山から４枚を表向きにして、場所表示カードの下側に追加して１枚

ずつ横に並べ、このラウンド以降に活動できる校内の場所とします。（※）。 

 4.各プレイヤーコマの移動  

ラウンド２以降の準備フェイズを開始する時点では、プレイヤーコマはゲー

ムボードの左上側にある知名度トラック「０」の列にあるはずです。 

これを、それぞれ行の位置は変えずに、その右にある「１」の列に移動しま

す。ただし、備品カードの「部員勧誘ポスター」を購入したプレイヤーは、さ

らに右にある「２」の列に移動することができます。 

準備フェイズを始める前にすること 
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 5.ラウンド表示コマの移動  

ゲームボードの右上側にあるこれから行うラウンドの位置に、誰も使用して

いない色のプレイヤーコマのうち一つをラウンド表示コマとして置きます。 

 6.タイムチップの補充  

ゲームボードの右上側にある表で、プレイ人数とこれから行うラウンドが示

す数字の枚数、1タイムチップをストックから出して場のスペースに並べます。 

 7.評価点チップと各種コインチップの補充  

ゲームボードの下側にある需要ラインのプレイ人数とこれから行うラウンド

が該当する位置まで、各行の一番左側に１評価点チップをストックから出して

置くとともに、上の行から順に２コインチップ（ドリンク）、３コインチップ（ス

イーツ）、４コインチップ（フード）をストックから出して並べます。 

準備フェイズ開始の前にすることは以上です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 16個 

  

 

 

            

4人プレイ、ラウンド1の場合 
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 準備フェイズのプレイ順について  

準備フェイズにおいては、ゲームボード左上側に 

ある知名度トラックでより上の行にプレイヤーコマ 

を置いているプレイヤーから順にプレイし、全員が 

プレイしたら、また先頭から順にプレイを続けます。 

準備フェイズ中に知名度が上がった（詳細は後述します）ときは、プレイヤ

ーコマを右に進めますが、この準備フェイズ中のプレイ順には影響しません。 

 準備フェイズの手番の流れ  

準備フェイズで自分の番が回ってきたプレイヤー（以降、「手番プレイヤー」

と称します）は、以下の１．から３．のいずれかの行動を選んで行います。 

手番プレイヤーが、１．から３．のいずれの行動も選ぶことができない場合

はパスを宣言して、それ以降のプレイを行いません。その後、プレイヤー全員

がパスを宣言したら、準備フェイズを終了します。その処理は後述します。 

１．場にタイムが残っているとき、1タイムチップを得る。 

タイムの置き場所から、1タイムチップを 1枚得ます。得た 1タイムチップ

は、コインと同様に他のプレイヤーから見えるようにして自分の部に置きます。 

１タイムチップは後述する３．の行動に使います。準備フェイズ中に使いき

れなかった場合、このラウンドの売買フェイズ中において１コインとして使う

こともできますが、次のラウンド以降に持ち越すことはできません。 

2．場にタイムが残っているとき、行動済みの部員1名を行動可能に戻す。 

あなたの部にいる、後述する３．の 

行動によって行動済みとなり横向きに 

した部員カードのうち1枚を、行動 

可能である縦向きに戻します。                   

1 

2 

3 

4 

プ
レ
イ
順 

準備フェイズ 

行動可能に戻す 
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3．タイムと行動可能な部員 1名を使用して、部員を勧誘するか、校内または

校外で商品の調達や部活動の宣伝などを行う。 

①あなたの部にある、行動する内容に対応した数の１タイムチップをストック

に戻します。タイムが足りない場合、その行動をすることはできません。 

具体的に必要となるタイムの数は後述します。 

②あなたの部にいる、行動可能な縦向きの 

部員カードのうち1枚を、行動済みである 

横向きに倒します。行動可能な部員がいな 

い場合、行動することはできません。 

引き続き、部員の勧誘、校内または校外での活動の詳細について説明します。 

【兼部している部員について】 

複数のプレイヤーの部に所属している同じ部員（兼部している部員）は、一方

の部で活動して行動済みになるとき、もう一方の部においても、同時に行動済み

になります。すでに行動済みになっていれば、そのままです。 

なお、このラウンドに登場したばかりで、どのプレイヤーの部にも所属 

していない状態では、行動済みになりません。 

また、「あなた」は各プレイヤーで独立の存在であり、このルールの影響を 

受けません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

行動済みに倒す 
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3－1．部員を勧誘する。 

準備フェイズを始める前に表向きにされた部員カードの中から、勧誘したい

部員カード１枚を得て、あなたの部に置きます。勧誘した部員は、行動可能な

縦向きにして置き、次の手番以降に行動させることができます。 

このとき、勧誘できる部員の条件と、必要となるタイムは以下のとおりです。 

例）あなたは男子運動部を選びました。あなたの 

 部が部員を勧誘するときは、部員カードの左上 

 にある表のうち、「左下」の位置を確認します。 

 

 

 

サトシを勧誘するときは、１タイムが必要です。 

ヒナコを勧誘するときは、２タイムが必要に 

なるとともに、女子部員はこの１人だけしか勧誘 

できないことに注意しなければなりません。 

・すでにあなたの部にいる部員と同じ部員は、勧誘することができません。 

・男子部と女子部は、異性の部員を1人だけしか勧誘することができません 

（この制限に「あなた」は含みません）。 

・以上の条件にふれなければ、この部員を勧誘することができます。 

このとき、プレイヤーボード上に丸囲みを記入した「部活動の種類」欄と 

同じ位置を、部員カードの左上にある表から確認し、ここに書かれた数が 

あなたの部からストックに戻す必要があるタイムの数となります。 

【部員を勧誘するときに使用できる部員の能力について】 

ウラノスケ…タイムの代わりに、同じ額以上のコインをストックに返すことで 

も部員を勧誘できます。過剰に返した場合でも、その差額はもらえません。 

テルナ…対象にかかわらず、どの部員でも１タイムで勧誘することができます。 
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3－2．校内で活動する。 

これまでに表向きにされている校内の場所カードの中から、活動したい場所

カード１枚の上にあなたのプレイヤーチップを置いて、その場所カードに書か

れたアイコンの効果を得ます。もし、プレイヤーチップ６枚をすべて使い切っ

ている場合は、いずれかのプレイヤーチップをその場所カードに移動します。 

このとき活動できる場所の条件と、必要となるタイムは以下のとおりです。 

例）右図のとおり場所表示カードが置かれています。 

放送室で活動するときは、１タイムが必要です。 

生徒会室で活動するときは、この列の場所表示 

カードに「必要タイム＋１」とあるので、１＋１ 

で２タイムが必要になります。 

  なお、生徒会室にはすでに青プレイヤーチップ 

 が置かれていますが、この列の場所表示カードに 

「活動スペース２」とあるので、もう１回、いず 

れかのプレイヤーが活動することができます。 

【３人または４人プレイ時における部員勧誘の制限ルール】 

３人または４人でプレイする場合は、各ラウンドの準備フェイズ中に勧誘でき

る部員の数に制限があります。３人プレイ時は５枚のうち３枚、４人プレイ時は

５枚のうち４枚の部員カードが勧誘されたとき、残った２枚または１枚の部員カ

ードはストックに戻します（このゲーム中に再び使用することはありません）。 

・それぞれの場所カードは、同じ列に置かれている場所表示カードに書かれた 

活動スペースの数と同じ回数まで活動することができます。この回数以上の 

プレイヤーチップが置かれている場所カードでは、活動することができません。 

・以上の条件にふれなければ、この場所で活動することができます。 

このとき、場所カードの左上に書かれた数が、あなたの部からストックに戻す 

必要があるタイムの数ですが、同じ列に置かれている場所表示カードに「活動 

時の必要タイム＋１」とある場合は、さらに追加で１タイムが必要です。 
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【場所カードアイコンが示す効果について】 

           商品カードのうち、それぞれドリンク、スイーツ、 

           フードを１枚、ストックから得ます。複数個が書かれ    

           ているときは、その数だけストックから得ますが、 

商品カードがストックに残っていない場合は、その分は得られません。 

得た商品カードは、あなたの部に裏向きにして置きますが、行動した部員の 

能力によっては、その部員の上に表向きにして置くこともあります。  

         あなたの部の知名度を、即座に 

＋１または＋２上げます。 

知名度はゲームボードの左上側の 

知名度トラックに置いたプレイヤーコマで管理し、 

上がった分だけ、プレイヤーコマを右側に進めます。 

     このアイコン以外の効果を得た後で、校内の場所表示カードのうち、

任意に選んだ２枚の位置を交換することができます。校外の場所 

表示カードとは交換できません。希望しない場合は、必ずしも交換 

しなくてもかまいません。交換した結果、活動スペースの上限を超えた場所 

カードが生じても、その上のプレイヤーチップはそのままにしておきます。 

     このアイコン以外の効果を得た後で、校内の場所カードのうち、 

同じ列にある任意に選んだ２枚の位置を交換することができます。 

選んだ場所カードの上にプレイヤーチップがある場合は、これも 

載せたままで位置を交換します。校外の場所カードとは交換できません。 

希望しない場合、必ずしも交換しなくてもかまいません。 

交換した結果、活動スペースの上限を超えた場所カードが生じても、その上の

プレイヤーチップはそのままにしておきます。 

    校内の場所カードのうち、任意の１枚にあなたのプレイヤーチップを 

置くことができます。希望しない場合、必ずしも置かなくてもかまい 

ません。この効果で置いた場所カードに書かれているアイコンの効果

は得られませんが、準備フェイズ終了時に知名度が上がることがあります。 

+1 

+2 
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3－3．校外で活動する。 

校外の場所カードの中から、活動したい場所カード１枚の上にあなたのプレ

イヤーチップを置いて、その場所カードに書かれたアイコンの効果を得ます。  

もし、プレイヤーチップ６枚をすべて使い切っている場合は、いずれかのプ

レイヤーチップをその場所カードに移動します。 

このとき活動できる場所の条件と、必要となるタイムは校内で 

活動する場合と同様ですが、タイムに加えて２～４コインのいず 

れかをストックに戻す必要があり、戻したコインの額に対応する 

商品カードを得ることができます。コインが足りない場合、その 

場所で活動することはできません。 

例）右図のように場所表示カードが置かれています。 

コンビニで活動するときは、１タイムに加えて２～４コインが 

必要です。１タイムと２コインをストックに戻したときは、 

商品カードのうちドリンクを３枚、ストックから得ます。 

【校内で活動するときに使用できる部員の能力について】 

ノブツネ…校内で活動して商品カードのドリンクを得たとき、この部員の上に

表向きにして置きます。このカードは売買フェイズで効果を発揮します。 

フルヒト…校内で活動して商品カードのいずれかを得たとき、そのうち１枚の

代わりに、そのカードに対応するコインをストックから得ることができます。 

ユキテル…校内で活動して商品カードのフードを得たとき、この部員の上に 

表向きにして置きます。これらのカードは売買フェイズで効果を発揮します。 

アリサ…校内の知名度が上がるアイコンが書かれた場所カードで活動した 

とき、さらに知名度を＋１上げます。 

ヒナコ…校内で活動して商品カードのドリンクまたはスイーツを得たとき、 

この部員の上に表向きにして置きます。これらのカードは売買フェイズで 

効果を発揮します。 

ソラ…校内の表示、場所、配置のアイコンが書かれた場所カードで活動した 

とき、ストックから１評価点チップを得ます。 
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 準備フェイズの終了  

手番プレイヤーが１．から３．のいずれの行動も選ぶことができない場合は

パスを宣言して、それ以降のプレイを行いません。その後、プレイヤー全員が

パスを宣言したら、準備フェイズを終了して、部員カードをすべて行動可能に

戻し、場所表示カードによる知名度を加算した後、売買フェイズに移ります。 

 準備フェイズ終了時における処理  

まず、全プレイヤーの部にいる部員カードを、すべて行動可能である縦向き

に戻します。次のラウンドはすべての部員が行動可能な状態で始めます。 

次に、校内および校外の場所表示カードの中に、「準備フェイズ終了時に（知

名度）＋１」と書かれたものがあります。準備フェイズ終了時、これらの場所

表示カードと同じ列に置かれているプレイヤーチップの数だけ、各プレイヤー

は知名度が上がります。 

例）右図はラウンド２ 

の準備フェイズが終了 

 したところです。 

 知名度が＋１されるの 

 は右寄りの３列で、赤、 

 青、黄、黒、いずれの 

 プレイヤーとも知名度 

 が２ずつ上がります。 

【校外で活動するときに使用できる部員の能力について】 

サトシ…校外で活動したとき、ただちに知名度を＋２上げます。 

メグル…校外で活動したとき、必要なタイムをストックに戻さなくてもかまい 

ません（そのまま部に残しておくことができる）。ただし、校外で活動する 

ときにタイムが不要になるわけではありません。 
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 売買フェイズのプレイ順について  

売買フェイズにおいては、直前の準備フェイズにおける知名度によって、各

プレイヤーのプレイ順とプレイできる回数が決まります。 

まず、各プレイヤーの知名度コマを上の行につめて移動させます。このとき、

知名度が同じプレイヤーは、準備フェイズの手番が先だったプレイヤーのコマ

を上の行にします。 

売買フェイズでは、プレイヤーコマが知名度トラックでより右の列に、そし

てより上の行にあるプレイヤーが手番プレイヤーとなり、その手番を終えたら、

知名度を１だけ下げた列の最後尾の行にプレイヤーコマを移動させます。 

全員のプレイヤーコマが知名度「０」の列に移動したら、売買フェイズを終

了します。その処理は後述します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 売買フェイズの手番の流れ  

売買フェイズで手番のプレイヤーは、以下の１．から３．のいずれかの行動

を必ず選んで行います（１．または2．の行動を選ぶことができない場合でも、

3．の行動は必ず選ぶことができます）。 

売買フェイズ 

4人 

プレイの

場合 
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１．商品を販売して、需要ラインから対応するコインを得る。 

あなたの部に裏向きにして置いた商品カード（および、部員の能力によって

部員の上に表向きにして置いた商品カード）のいずれか１枚をストックに戻す

ことで、ゲームボードの下側にある需要ラインのうち、戻した種類の商品カー

ドと同じ行の、最も右に置いてあるコインチップまたは評価点チップを得るこ

とができます。ただし、同じ行にコインチップも評価点チップも残っていない

場合は、その商品カードでは何も得ることができません。 

得たコインチップは他のプレイヤーからも見えるようにして、あなたの部に

置きます。これは商品の売り上げにあたるもので、裏面に書かれた額のコイン

として備品の購入に充てることができます。 

１評価点チップが得られるのは、それぞれ最後に残った１個に対して商品カ

ードを戻したときだけです。得た評価点チップは、他のプレイヤーから点数が

見えないよう裏向きにして、あなたの部に置きます。 

なお、１評価点チップを３枚以上集めたら、適宜、ストックにある３評価点 

  チップと交換してかまいません。 

 

                     ドリンクは上の行から得る 

                     スイーツは真ん中の行から得る 

                    フードは下の行から得る 

 

【校内で活動した後に売買フェイズで使用できる部員の能力について】 

ノブツネ…この部員の上に表向きで置いた商品カードのドリンクはスイーツ 

またはフードとして扱うこともでき、その種類の列からチップを得ます。 

ユキテル…この部員の上に表向きで置いた商品カードのフードを販売してフー

ドの列からチップを得たとき、ストックから１評価点チップを得ます。 

ヒナコ…この部員の上に表向きで置いた商品カードのドリンクおよびスイーツ 

は１回の手番で、そのすべてを販売して需要ラインからチップを得ます。 

チップは右から順に得る 

５ ４ ３ ２ １ 
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２．備品を購入する。 

これまでに表向きにされている備品カードの中から、購入したい備品カード

１枚を得て、あなたの部に置きます。購入した備品は、これ以降ただちに効果

を使うことができます。 

このとき、備品カードの左上に書かれた数が、あなたの部からストックに戻

す必要があるコインの額です。準備フェイズ中に使いきれなかった１タイムチ

ップが部に残っていれば、これを１コインとして使うこともできます。 

コインが足りない場合、その備品を購入することはできません。 

また、このとき購入できる備品の条件は以下のとおりです。 

例）４人プレイ、ラウンド１の売買フェイズ 

です。すでに他のプレイヤーにより、クーラー 

ボックスが２枚、学園祭のチラシと部員勧誘 

ポスターが１枚購入されました。 

 残っている備品を購入するには、いずれも 

６コインが必要です。あなたの部にある２コインチップ、３コインチップと、 

準備フェイズで使い切れずに残った１タイムチップをストックに戻すことで 

部員勧誘ポスターを購入しました。これで、６枚のうち５枚の備品カードが

購入されたため、残った学園祭のチラシはストックに戻されます。 

・すでにあなたが購入した備品と同じ備品は、購入することができません。 

・文化部と運動部に、それぞれ専用備品が２種類、計４枚ずつあります。選んだ 

部活動の種類と異なる部の専用備品は、購入することができません。 

【３人または４人プレイ時における備品購入の制限ルール】 

３人または４人でプレイする場合は、各ラウンドの売買フェイズ中に購入でき

る備品の数について、登場するラウンドの区分ごとに制限があります。 

３人プレイ時は登場するラウンドが同じ６枚のうち４枚、４人プレイ時は６枚

のうち５枚の備品カードが購入されたとき、残った２枚または１枚の備品カード

はストックに戻します（このゲーム中に再び使用することはありません）。 



- 20 - 
 

3．売買を終了して、次の準備フェイズの手番順を繰り上げる。 

売買フェイズにおける、これ以降の手番をパスします。 

この行動を選んだら、ただちにプレイヤーコマを知名度「０」の列で、空い

ている最も上の行に置きます。こうすることで次のラウンドの準備フェイズに

おいて、より早く手番が回ってきます。また、ゲーム終了時において評価点が

同じプレイヤーについては、より上位であるとみなされます。 

なお、プレイヤーコマが知名度「１」の列にあるときは、１．または 2．の

行動を選んでも、プレイヤーコマは同様に知名度「０」の列に移動するため、

この行動を選ぶ利点はありません。 

 売買フェイズの終了  

全員のプレイヤーコマが知名度「０」の列に移動したら、売買フェイズを終

了して、部に残っている商品カードと１タイムチップについて処理した後、ラ

ウンド１～３では、次のラウンドの準備フェイズに移ります。ラウンド４では、

ゲームを終了して得点計算に移ります。 

 売買フェイズ終了時における商品カード等の処理  

売買フェイズ中に販売できなかった商品カードは次のように処理します。 

まず、運動部の専用備品である「パイプテント」を購入したプレイヤーは、

残った商品カードのドリンク、スイーツ、フードについて、各１枚まで販売で

きたものとして、ストックから対応するコインを１枚得ることができます。 

その後、残った商品カードは廃棄されたものとして、すべてストックに戻し

ますが、このとき「クーラーボックス」、「冷蔵庫」、「電子レンジ」を購入した

プレイヤーは、それぞれドリンク、スイーツ、フードを各２枚以上ストックに

戻したとき、ストックから対応するコインを１枚得ることができます。 

ただし、ストックに対応するコインがなければ、得ることができません。 

また、売買フェイズ中、備品の購入に使うことができなかった１コインチッ

プは、すべてストックに戻します。 
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ラウンド４の売買フェイズが終了したら、ゲームを終了して得点計算に移り

ます。各プレイヤーは次のとおり評価点を計算して、プレイヤーボードに記入

します。また、プレイした日付と自分の名前を書いて記録に役立てます。 

 １.部員評価点  

ゲーム中に勧誘した部員カードは、すべて右上に２評価点と書かれているの

で、この値を合計して部員評価点とします。 

 ２.備品評価点  

ゲーム中に購入した備品カードのうち、ラウンド２以降に登場するものは、

すべて右上にそれぞれ評価点が書かれているので、この値を合計して備品評価

点とします。 

 ３.部費評価点  

ゲーム中に得たコインチップの額を合計して５で割った値（端数切り捨て）

を、部費評価点とします。 

 ４.活動評価点  

ゲーム中に得た評価点チップの値を合計して、活動評価点とします。 

 

 

 

 

 

 

以上の４種類の評価点の合計が、あなたの部の最終的な評価点となります。 

最終的な評価点が最も高いプレイヤーの部は存続を認められ、そのプレイヤ

ーがゲームに勝利します。 

評価点が同じプレイヤーについては、ラウンド４終了時にプレイヤーコマが

知名度トラックでより上の行に置かれているプレイヤーを上位とみなします。 

ゲーム終了・得点計算 

12  2      〇〇〇〇 

 

８  ５  ３  ４  ２０ 
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 ノブツネ（男子部員） 

校内で活動して商品カードのドリンクを得たと

き、この部員の上に表向きにして置きます。このド

リンクは売買フェイズでスイーツまたはフードとし

て扱うこともできます（その種類の列からチップを

得る）。ドリンクのまま扱ってもかまいません。 

 サトシ（男子部員） 

校外で活動したとき、ただちに知名度を＋２上げ

ます。 

 ウラノスケ（男子部員） 

部員を勧誘するとき、タイムの代わりに、同じ額

以上のコインをストックに返すことでも部員を勧誘

できます。このとき、コインをストックに過剰に返

した場合でも、その差額はもらえません。 

 フルヒト（男子部員） 

校内で活動して商品カードのいずれかを得たと

き、そのうち１枚の代わりに、そのカードに対応す

るコインをストックから得ることができます。スト

ックにそのカードに対応するコインチップが残って

いなければ、得ることはできません。 

部員カードリスト 
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 ユキテル（男子部員） 

校内で活動して商品カードのフードを得たとき、

この部員の上に表向きにして置きます。このフード

を売買フェイズで販売してフードの列からチップを

得ることができたら、ストックから１評価点チップ

を得ます。 

 テルナ（女子部員） 

部員を勧誘するとき、その対象にかかわらず、ど

の部員でも１タイムで勧誘することができます。 

 メグル（女子部員） 

校外で活動したとき、必要なタイムをストックに

戻さなくてもかまいません（そのまま部に残してお

くことができる）。ただし、校外で活動するときにタ

イムが不要になるわけではなく、必要なタイムを集

めていなければ、この能力を使うことはできません。 

 アリサ（女子部員） 

校内の知名度が上がるアイコンが書かれた場所カ

ードで活動したとき、さらに知名度を＋１上げます。 
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 ヒナコ（女子部員） 

校内で活動して商品カードのドリンクかスイーツ

を得たとき、この部員の上に表向きにして置きます。

このドリンクとフードは売買フェイズの１回の手番

で、そのすべてを販売して需要ラインからチップを

得ます。販売できないカードは終了時に処理します。 

 ソラ（女子部員） 

校内の表示、場所、配置のアイコンが書かれた場

所カードで活動したとき、ストックから１評価点チ

ップを得ます。 

ラウンド１以降に購入できる備品 

   

売買フェイズ終了時、

商品カードのドリンク

を２枚以上戻したと

き、ストックから２コ

インを得ます。 

準備フェイズ中に校外

で活動したとき、需要

ラインに商品を２個ま

で追加することができ

ます。 

準備フェイズ開始時、

知名度を１から２に上

げることができます。 

備品カード一覧リスト 
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ラウンド２以降に購入できる備品 

   

売買フェイズ終了時、

商品カードのスイーツ

を２枚以上戻したと

き、ストックから３コ

インを得ます。 

準備フェイズ中、兼部

している部員が他プレ

イヤーの部で行動した

とき、その部員が行動

済みになりません。 

準備フェイズ中、校内

の知名度が上がらない

場所で活動したとき、

知名度を１上げること

ができます。 

ラウンド３以降に購入できる備品 

   

売買フェイズ終了時、

商品カードのフードを

２枚以上戻したとき、

ストックから４コイン

を得ます。 

文化部のみ買うことが

できます。売買フェイ

ズで商品を販売したと

き、ストックから追加

で２コインを得ます。 

運動部のみ買うことが

できます。売買フェイ

ズ終了時、残った商品

を各１枚ずつ販売する

ことができます。 
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ラウンド４以降に購入できる備品 

   

特別な効果はありませ

んが、ゲーム終了時に

４評価点を得ます。 

文化部のみ買うことが

できます。これ以外の

備品カードの枚数と同

じ評価点を得ます。 

運動部のみ買うことが

できます。あなた以外

の部員カードの枚数と

同じ評価点を得ます。 

コスト１で活動できる場所カード 

   

  

 

 

 

 

場所カード・場所表示カードリスト 
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コスト２で活動できる場所カード 
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ガクサイキッサブ！- school fair cafe club! – 

【日本語マニュアル 2017年11月22日版】 

ゲームデザイン    粒幸久（つぶゆきひさ） 

イラストレーション  ものづくりや。もとの。 

ディベロップメント  トーホクウィステリア 

スペシャルサンクス  may/ふじわら先生/ぶらっく/ぷらとん/はもーに/ 

北三陸アナログゲームズ参加者の皆さん/「あなた」 

コスト３で活動できる場所カード・場所表示カード 

 裏面 

 

 

 

 

表面 

裏面 

 

 

 

 

表面 

裏面 

 

 

 

 

表面 

裏面 

 

 

 

 

表面 

裏面 

 

 

 

 

表面 

内容物の不備やルールの不明点などありましたら、下記あてにお問い 

合わせください。 

ウェブサイト  http://wisteria.blog.jp 

メールアドレス   ugcw@outlook.jp  ツイッター  o_2pr 

奥付 


