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内容物
サンゴ 28 個×4 色（橙、緑、紫、黄）＝112 個
カード 60 枚
プレイヤーボード 4 枚。（１枚はヒトデが左端に描かれています）ヒトデが左端に描かれています）が左端に描かれています）左端に描かれています）に描かれています）描かれています）かれています）
VP（勝利点）トークン 88 個（1VP×44、3VP×10、5VP×15、10VP×15、20VP×4）

ゲームの目的の目的目的
サンゴを自分のボードに上手に配置して、それに応じた自分のボードに上手に配置して、それに応じたのボードに上手に配置して、それに応じたボードに描かれています）上手に配置して、それに応じたに描かれています）配置して、それに応じたして、それに描かれています）応じたじた VP（勝利点）を自分のボードに上手に配置して、それに応じた獲得します。ゲーム終了時にします。ゲーム終了時に終了時にに描かれています）
もっとも VP を自分のボードに上手に配置して、それに応じた持っているプレイヤーの勝利です。っているプレイヤーの勝利です。プレイヤーのボードに上手に配置して、それに応じた勝利です。

ゲームの目的の目的準備
1.

サンゴを自分のボードに上手に配置して、それに応じたプレイするプレイヤーの勝利です。人数に合わせた数を用意する。使に描かれています）合わせた数を用意する。使わせた数に合わせた数を用意する。使を自分のボードに上手に配置して、それに応じた用意する。使するプレイヤーの勝利です。。使
わなかったサンゴはヒトデが左端に描かれています）箱に戻す。（に描かれています）戻す。（す。（2 人：各色 18 個、3
人：各色 24 個、4 人：各色 28 個を自分のボードに上手に配置して、それに応じた使用するプレイヤーの勝利です。。）

2.

60 枚のボードに上手に配置して、それに応じたカードを自分のボードに上手に配置して、それに応じたよくシャッフルして、各プレイヤーにシャッフルして、各プレイヤーにして、各プレイヤーに描かれています）
2 枚ずつ裏向けで配る。これが各プレイヤーの手札とな裏向けで配る。これが各プレイヤーの手札となけで配るプレイヤーの勝利です。。これが左端に描かれています）各プレイヤーのボードに上手に配置して、それに応じた手に配置して、それに応じた札となとな
るプレイヤーの勝利です。。各プレイヤーに描かれています） 1VP トークンを自分のボードに上手に配置して、それに応じた 3 つ裏向けで配る。これが各プレイヤーの手札となずつ裏向けで配る。これが各プレイヤーの手札とな配るプレイヤーの勝利です。。

3.

プレイヤー数に合わせた数を用意する。使だけプレイヤーボードを自分のボードに上手に配置して、それに応じた用意する。使するプレイヤーの勝利です。。このボードに上手に配置して、それに応じた
時に、必ずヒトデが描かれたボードを含めること。そのプずヒトデが左端に描かれています）が左端に描かれています）描かれています）かれたボードを自分のボードに上手に配置して、それに応じた含めること。そのプめるプレイヤーの勝利です。こと。そのボードに上手に配置して、それに応じたプ
レイヤーボードを自分のボードに上手に配置して、それに応じたランダム終了時にで配るプレイヤーの勝利です。。ヒトデが左端に描かれています）が左端に描かれています）描かれています）かれて
いるプレイヤーの勝利です。ボードのボードに上手に配置して、それに応じたプレイヤーが左端に描かれています）スタートプレイヤーとなるプレイヤーの勝利です。。

（図ののボードに上手に配置して、それに応じた F 参照）
4.

各プレイヤーはヒトデが左端に描かれています）各色のボードに上手に配置して、それに応じたサンゴを自分のボードに上手に配置して、それに応じた１つ裏向けで配る。これが各プレイヤーの手札となずつ裏向けで配る。これが各プレイヤーの手札とな合わせた数を用意する。使計 4 つ裏向けで配る。これが各プレイヤーの手札となを自分のボードに上手に配置して、それに応じたサプライから取り、自分のボードの中央の取り、自分のボードの中央のり、自分のボードに上手に配置して、それに応じたのボードに上手に配置して、それに応じたボードのボードに上手に配置して、それに応じた中央ののボードに上手に配置して、それに応じた
４つ裏向けで配る。これが各プレイヤーの手札となのボードに上手に配置して、それに応じた枠にランダムで並べる。（図のに描かれています）ランダム終了時にで並べる。（図のべるプレイヤーの勝利です。。（図ののボードに上手に配置して、それに応じた G と H を自分のボードに上手に配置して、それに応じた参照）

5.

各プレイヤーはヒトデが左端に描かれています）ボードのボードに上手に配置して、それに応じた横に捨て札を置くスペースを用意すること。に描かれています）捨て札を置くスペースを用意すること。て札となを自分のボードに上手に配置して、それに応じた置して、それに応じたくシャッフルして、各プレイヤーにスペースを自分のボードに上手に配置して、それに応じた用意する。使するプレイヤーの勝利です。こと。

6.

残ったカードの山を裏向きにして、上から３枚を山札の横に表に向けて置きます。このったカードのボードに上手に配置して、それに応じた山を裏向きにして、上から３枚を山札の横に表に向けて置きます。このを自分のボードに上手に配置して、それに応じた裏向けで配る。これが各プレイヤーの手札となきに描かれています）して、上から取り、自分のボードの中央の３枚を山札の横に表に向けて置きます。この枚を自分のボードに上手に配置して、それに応じた山を裏向きにして、上から３枚を山札の横に表に向けて置きます。この札となのボードに上手に配置して、それに応じた横に捨て札を置くスペースを用意すること。に描かれています）表に向けて置きます。このに描かれています）向けで配る。これが各プレイヤーの手札となけて置して、それに応じたきます。このボードに上手に配置して、それに応じた 3 枚を自分のボードに上手に配置して、それに応じた
「ディスプレイ」と呼びます。また、山札の一番上のカードも表に向けます。デが左端に描かれています）ィスプレイ」と呼びます。また、山札の一番上のカードも表に向けます。びます。また、山を裏向きにして、上から３枚を山札の横に表に向けて置きます。この札となのボードに上手に配置して、それに応じた一番上のボードに上手に配置して、それに応じたカードも表に向けて置きます。このに描かれています）向けで配る。これが各プレイヤーの手札となけます。

ゲームの目的開始
ゲーム終了時にはヒトデが左端に描かれています）スタートプレイヤーから取り、自分のボードの中央の時に計回りにプレイします。手番プレイヤーは、りに描かれています）プレイします。手に配置して、それに応じた番プレイヤーはヒトデが左端に描かれています）、
「カードを手札に加える」を手札に加える」手札に加える」に加える」加える」える」」、またはヒトデが左端に描かれています）「カードを手札に加える」を手札に加える」手札に加える」からプレイする」プレイする」する」」のボードに上手に配置して、それに応じたどちら取り、自分のボードの中央のかのボードに上手に配置して、それに応じたアクションを自分のボードに上手に配置して、それに応じた行うこうこ
とが左端に描かれています）できます。
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「カードを手札に加える」を手札に加える」手札に加える」に加える」加える」える」」
1.

デが左端に描かれています）ィスプレイから取り、自分のボードの中央の 1 枚カードを自分のボードに上手に配置して、それに応じた 選んで手札 んで手に配置して、それに応じた札とな
ます。（右図の）

に描かれています） 加え え

そのボードに上手に配置して、それに応じた時にに描かれています）そのボードに上手に配置して、それに応じた選んで手札んだカードのボードに上手に配置して、それに応じた上に描かれています） VP トー

ク ン が左端に描かれています）

あればそれも自分のボードに上手に配置して、それに応じたのボードに上手に配置して、それに応じた VP トークンとして獲
す。そのボードに上手に配置して、それに応じた 後 、山を裏向きにして、上から３枚を山札の横に表に向けて置きます。この 札とな のボードに上手に配置して、それに応じた 一 番上のボードに上手に配置して、それに応じた カ ードを自分のボードに上手に配置して、それに応じた そ のボードに上手に配置して、それに応じた

得します。ゲーム終了時に し ま
開いた い た

場所に移し、新しい山札の一番上のカードを表にします。に描かれています）移し、新しい山札の一番上のカードを表にします。し、新しい山札の一番上のカードを表にします。しい山を裏向きにして、上から３枚を山札の横に表に向けて置きます。この札となのボードに上手に配置して、それに応じた一番上のボードに上手に配置して、それに応じたカードを自分のボードに上手に配置して、それに応じた表に向けて置きます。このに描かれています）します。
2.

山を裏向きにして、上から３枚を山札の横に表に向けて置きます。この 札とな のボードに上手に配置して、それに応じた一番上のボードに上手に配置して、それに応じたカードを自分のボードに上手に配置して、それに応じた手に配置して、それに応じた札となに描かれています）加ええるプレイヤーの勝利です。と

きはヒトデが左端に描かれています）、デが左端に描かれています）

ィスプレイのボードに上手に配置して、それに応じたカードのボードに上手に配置して、それに応じたうち一番 VP が左端に描かれています）小

さいカ

ードのボードに上手に配置して、それに応じた上に描かれています） VP トークンを自分のボードに上手に配置して、それに応じた自分のボードに上手に配置して、それに応じたのボードに上手に配置して、それに応じた VP ト

ークン

から取り、自分のボードの中央の置して、それに応じたきます。（右図の） VP が左端に描かれています）一番小さ

い 数に合わせた数を用意する。使 値

のボードに上手に配置して、それに応じたカードが左端に描かれています）複数に合わせた数を用意する。使あるプレイヤーの勝利です。ときはヒトデが左端に描かれています）、そのボードに上手に配置して、それに応じたうちど
枚を自分のボードに上手に配置して、それに応じた選んで手札んでくシャッフルして、各プレイヤーにださい。そのボードに上手に配置して、それに応じた後、新しい山札の一番上のカードを表にします。しい山を裏向きにして、上から３枚を山札の横に表に向けて置きます。この

れ か 1
札とな のボードに上手に配置して、それに応じた 一

番上のボードに上手に配置して、それに応じたカードを自分のボードに上手に配置して、それに応じた表に向けて置きます。このに描かれています）します。
3.

手に配置して、それに応じた札となのボードに上手に配置して、それに応じた枚数に合わせた数を用意する。使はヒトデが左端に描かれています）最大 4 枚までです。すでに描かれています）手に配置して、それに応じた札となが左端に描かれています） 4 枚あるプレイヤーの勝利です。ときはヒトデが左端に描かれています）、このボードに上手に配置して、それに応じた「ディスプレイ」と呼びます。また、山札の一番上のカードも表に向けます。カードを自分のボードに上手に配置して、それに応じた手に配置して、それに応じた札となに描かれています）加ええ
るプレイヤーの勝利です。」アクションを自分のボードに上手に配置して、それに応じた行うこうことが左端に描かれています）できません。
「ディスプレイ」と呼びます。また、山札の一番上のカードも表に向けます。カードを自分のボードに上手に配置して、それに応じた手に配置して、それに応じた札となから取り、自分のボードの中央のプレイするプレイヤーの勝利です。」のボードに上手に配置して、それに応じたアクションを自分のボードに上手に配置して、それに応じた行うこ
ってくシャッフルして、各プレイヤーにださい。

「カードを手札に加える」を手札に加える」手札に加える」からプレイする」プレイする」する」」
1.

手に配置して、それに応じた札となから取り、自分のボードの中央のカードを自分のボードに上手に配置して、それに応じた 1 枚選んで手札びプレイします。プレイしたカードに描かれています）書かれているサンゴのコマ（かれているプレイヤーの勝利です。サンゴのボードに上手に配置して、それに応じたコマ（ 1
枚のボードに上手に配置して、それに応じたカードに描かれています） 2 個のボードに上手に配置して、それに応じたサンゴのボードに上手に配置して、それに応じたコマが左端に描かれています）書かれているサンゴのコマ（かれています）を自分のボードに上手に配置して、それに応じたサプライから取り、自分のボードの中央の受け取ります。サプライけ取り、自分のボードの中央のります。サプライ
に描かれています）指定された十分なサンゴのコマがない場合でも可能な限り受けされた十分のボードに上手に配置して、それに応じたなサンゴのボードに上手に配置して、それに応じたコマが左端に描かれています）ない場合わせた数を用意する。使でも可能な限り受けな限り受けり受け取ります。サプライけ
取り、自分のボードの中央のります。

2.

受け取ります。サプライけ取り、自分のボードの中央のったサンゴのボードに上手に配置して、それに応じたコマを自分のボードに上手に配置して、それに応じた自分のボードに上手に配置して、それに応じたのボードに上手に配置して、それに応じたプレイヤーボードに描かれています）置して、それに応じたきます。
積み重ねることも可能です。み重ねることも可能です。重ねることも可能です。ねるプレイヤーの勝利です。ことも可能な限り受けです。

3.

サンゴのボードに上手に配置して、それに応じたコマのボードに上手に配置して、それに応じた積み重ねることも可能です。み重ねることも可能です。重ねることも可能です。ねはヒトデが左端に描かれています） 4 段まで出来ます。（右図）まで出来ます。（右図）ます。（右図の）

4.

プレイしたカードを自分のボードに上手に配置して、それに応じた自分のボードに上手に配置して、それに応じたのボードに上手に配置して、それに応じた捨て札を置くスペースを用意すること。て札とな置して、それに応じたき場に描かれています）表に向けて置きます。こので置して、それに応じたきます。

スコア獲得獲得
手に配置して、それに応じた札となから取り、自分のボードの中央のカードを自分のボードに上手に配置して、それに応じたプレイした場合わせた数を用意する。使、VP を自分のボードに上手に配置して、それに応じた得します。ゲーム終了時にるプレイヤーの勝利です。ことが左端に描かれています）あります。カードに描かれています）
はヒトデが左端に描かれています）得します。ゲーム終了時に点パターンが左端に描かれています）書かれているサンゴのコマ（かれています。右図ののボードに上手に配置して、それに応じた例の場合、赤いサンゴが３つ並のボードに上手に配置して、それに応じた場合わせた数を用意する。使、赤いサンゴが３つ並いサンゴが左端に描かれています）３枚を山札の横に表に向けて置きます。このつ裏向けで配る。これが各プレイヤーの手札とな並べる。（図の
べば 4 点のボードに上手に配置して、それに応じた VP を自分のボードに上手に配置して、それに応じた得します。ゲーム終了時にるプレイヤーの勝利です。を自分のボードに上手に配置して、それに応じた表に向けて置きます。このしています。
カードのボードに上手に配置して、それに応じた 方 向けで配る。これが各プレイヤーの手札とな を自分のボードに上手に配置して、それに応じた 変えてパターンを探しても問題ありません。先の例の え てパターンを自分のボードに上手に配置して、それに応じた 探しても問題ありません。先の例の し ても問題ありません。先の例のありません。先の例ののボードに上手に配置して、それに応じた 例の場合、赤いサンゴが３つ並 のボードに上手に配置して、それに応じた
「ディスプレイ」と呼びます。また、山札の一番上のカードも表に向けます。赤いサンゴが３つ並いサンゴが左端に描かれています）３枚を山札の横に表に向けて置きます。このつ裏向けで配る。これが各プレイヤーの手札とな」のボードに上手に配置して、それに応じた場合わせた数を用意する。使、縦にに描かれています） 3 つ裏向けで配る。これが各プレイヤーの手札とな並べる。（図のんでも VP を自分のボードに上手に配置して、それに応じた得します。ゲーム終了時にるプレイヤーの勝利です。ことが左端に描かれています）出来ます。（右図）ます。
（右図ののボードに上手に配置して、それに応じた中段まで出来ます。（右図）のボードに上手に配置して、それに応じた例の場合、赤いサンゴが３つ並）
また、複数に合わせた数を用意する。使のボードに上手に配置して、それに応じたパターンを自分のボードに上手に配置して、それに応じた見つけることが出来れば、それぞれでつ裏向けで配る。これが各プレイヤーの手札となけるプレイヤーの勝利です。ことが左端に描かれています）出来ます。（右図）れば、それぞれで VP を自分のボードに上手に配置して、それに応じた得します。ゲーム終了時にま
す。右図ののボードに上手に配置して、それに応じた下段まで出来ます。（右図）のボードに上手に配置して、それに応じた例の場合、赤いサンゴが３つ並ではヒトデが左端に描かれています）、4VP×3 パターンで 12VP を自分のボードに上手に配置して、それに応じた得します。ゲーム終了時にるプレイヤーの勝利です。ことに描かれています）なります。
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なお、参照するプレイヤーの勝利です。サンゴのボードに上手に配置して、それに応じたコマはヒトデが左端に描かれています）一番上のボードに上手に配置して、それに応じたコマのボードに上手に配置して、それに応じたみ重ねることも可能です。です。上のボードに上手に配置して、それに応じた図ののボードに上手に配置して、それに応じた例の場合、赤いサンゴが３つ並ではヒトデが左端に描かれています）一番上のボードに上手に配置して、それに応じたコマはヒトデが左端に描かれています）紫ですのボードに上手に配置して、それに応じたで、カー
ドのボードに上手に配置して、それに応じた得します。ゲーム終了時に点条件に満たしているパターンですので、に描かれています）満たしているパターンですので、たしているプレイヤーの勝利です。パターンですのボードに上手に配置して、それに応じたで、4VP を自分のボードに上手に配置して、それに応じた得します。ゲーム終了時にます。

左図ののボードに上手に配置して、それに応じた「ディスプレイ」と呼びます。また、山札の一番上のカードも表に向けます。＋２」はヒトデが左端に描かれています） 2 段まで出来ます。（右図）目以上のボードに上手に配置して、それに応じたコマが左端に描かれています）得します。ゲーム終了時に点対象とと
なります。
「ディスプレイ」と呼びます。また、山札の一番上のカードも表に向けます。レ」のボードに上手に配置して、それに応じた場所に移し、新しい山札の一番上のカードを表にします。はヒトデが左端に描かれています） 2 段まで出来ます。（右図）目でカードのボードに上手に配置して、それに応じた条件に満たしているパターンですので、に描かれています）合わせた数を用意する。使致してして
いるプレイヤーの勝利です。のボードに上手に配置して、それに応じたで、5VP を自分のボードに上手に配置して、それに応じた得します。ゲーム終了時にるプレイヤーの勝利です。ことが左端に描かれています）できますが左端に描かれています）、
「ディスプレイ」と呼びます。また、山札の一番上のカードも表に向けます。×」のボードに上手に配置して、それに応じた
場所に移し、新しい山札の一番上のカードを表にします。 はヒトデが左端に描かれています） 1 段まで出来ます。（右図）目なのボードに上手に配置して、それに応じた で VP を自分のボードに上手に配置して、それに応じた 得します。ゲーム終了時に るプレイヤーの勝利です。ことはヒトデが左端に描かれています）ありませ
ん。
左図ののボードに上手に配置して、それに応じた 4 色サンゴに描かれています）書かれているサンゴのコマ（かれた数に合わせた数を用意する。使字は、その高さのはヒトデが左端に描かれています）、そのボードに上手に配置して、それに応じた高さのさのボードに上手に配置して、それに応じた
場所に移し、新しい山札の一番上のカードを表にします。を自分のボードに上手に配置して、それに応じた参照します。色はヒトデが左端に描かれています）関係ありません。ありません。
左のボードに上手に配置して、それに応じた図のではヒトデが左端に描かれています）数に合わせた数を用意する。使字は、その高さのはヒトデが左端に描かれています） 3 ですのボードに上手に配置して、それに応じたで、3 段まで出来ます。（右図）まで積み重ねることも可能です。まれた
場所に移し、新しい山札の一番上のカードを表にします。を自分のボードに上手に配置して、それに応じた参照しますのボードに上手に配置して、それに応じたで、3 箇所に移し、新しい山札の一番上のカードを表にします。あります。なのボードに上手に配置して、それに応じたで、
このボードに上手に配置して、それに応じた場合わせた数を用意する。使はヒトデが左端に描かれています） 2VP×3＝6VP となります。

VP を自分のボードに上手に配置して、それに応じた得します。ゲーム終了時にるプレイヤーの勝利です。ために描かれています）参照するプレイヤーの勝利です。サンゴはヒトデが左端に描かれています）重ねることも可能です。複してはヒトデが左端に描かれています）参照していけませ
ん。左のボードに上手に配置して、それに応じた 図の のボードに上手に配置して、それに応じた 場 合わせた数を用意する。使はヒトデが左端に描かれています）最大 2 箇所に移し、新しい山札の一番上のカードを表にします。 し か参照できません。ですのボードに上手に配置して、それに応じたで
4VP×2＝8VP となります。

特殊なパターンを示すなパターンを自分のボードに上手に配置して、それに応じた示すす 8 枚のボードに上手に配置して、それに応じたカードが左端に描かれています）あります。それら取り、自分のボードの中央のはヒトデが左端に描かれています）すべて
色のボードに上手に配置して、それに応じた組み合わせが異なりますが、解決方法は基本的に同じです。み重ねることも可能です。合わせた数を用意する。使わせが左端に描かれています）異なりますが、解決方法は基本的に同じです。なりますが左端に描かれています）、解決方法は基本的に同じです。はヒトデが左端に描かれています）基本的に同じです。に描かれています）同じです。じです。
「ディスプレイ」と呼びます。また、山札の一番上のカードも表に向けます。＋」のボードに上手に配置して、それに応じた色のボードに上手に配置して、それに応じたサンゴが左端に描かれています）一番上に描かれています）あるプレイヤーの勝利です。場所に移し、新しい山札の一番上のカードを表にします。を自分のボードに上手に配置して、それに応じた自分のボードに上手に配置して、それに応じたのボードに上手に配置して、それに応じたプレイボードのボードに上手に配置して、それに応じた中
から取り、自分のボードの中央の探しても問題ありません。先の例のします。複数に合わせた数を用意する。使あるプレイヤーの勝利です。場合わせた数を用意する。使はヒトデが左端に描かれています）一番高さのくシャッフルして、各プレイヤーに積み重ねることも可能です。まれているプレイヤーの勝利です。場所に移し、新しい山札の一番上のカードを表にします。を自分のボードに上手に配置して、それに応じた選んで手札び
ます。
例の場合、赤いサンゴが３つ並えば、左図ののボードに上手に配置して、それに応じたパターンはヒトデが左端に描かれています）、矢印の黄のサンゴは参照して隣接するのボードに上手に配置して、それに応じた黄のボードに上手に配置して、それに応じたサンゴはヒトデが左端に描かれています）参照して隣接するするプレイヤーの勝利です。
一番上に描かれています）紫のボードに上手に配置して、それに応じたサンコが左端に描かれています）あるプレイヤーの勝利です。 3 箇所に移し、新しい山札の一番上のカードを表にします。ありますのボードに上手に配置して、それに応じたで、2VP×3＝6VP を自分のボードに上手に配置して、それに応じた
獲得します。ゲーム終了時にするプレイヤーの勝利です。ことを自分のボードに上手に配置して、それに応じた意する。使味します。（左上隅の黄のサンゴを参照するとします。（左上隅の黄のサンゴを参照するとのボードに上手に配置して、それに応じた黄のボードに上手に配置して、それに応じたサンゴを自分のボードに上手に配置して、それに応じた参照するプレイヤーの勝利です。と
紫のボードに上手に配置して、それに応じたサンゴはヒトデが左端に描かれています） 2 箇所に移し、新しい山札の一番上のカードを表にします。しかないのボードに上手に配置して、それに応じたで、矢印の黄のサンゴは参照して隣接するのボードに上手に配置して、それに応じた黄のボードに上手に配置して、それに応じたサンゴを自分のボードに上手に配置して、それに応じた参照するプレイヤーの勝利です。
のボードに上手に配置して、それに応じたが左端に描かれています）お得します。ゲーム終了時にです。）
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ゲームの目的の目的終了
1.

どれかのボードに上手に配置して、それに応じた色のボードに上手に配置して、それに応じたサンゴが左端に描かれています）無くなったら、そのプレイヤーの手番でゲームを終了します。くシャッフルして、各プレイヤーになったら取り、自分のボードの中央の、そのボードに上手に配置して、それに応じたプレイヤーのボードに上手に配置して、それに応じた手に配置して、それに応じた番でゲーム終了時にを自分のボードに上手に配置して、それに応じた終了します。

2.

山を裏向きにして、上から３枚を山札の横に表に向けて置きます。この札となが左端に描かれています）無くなったら、そのプレイヤーの手番でゲームを終了します。くシャッフルして、各プレイヤーになった場合わせた数を用意する。使も、ゲーム終了時にを自分のボードに上手に配置して、それに応じた終了します。

3.

手に配置して、それに応じた札となが左端に描かれています）残ったカードの山を裏向きにして、上から３枚を山札の横に表に向けて置きます。このっているプレイヤーの勝利です。プレイヤーはヒトデが左端に描かれています）、そのボードに上手に配置して、それに応じたカードに描かれています）関して VP を自分のボードに上手に配置して、それに応じた獲得します。ゲーム終了時にするプレイヤーの勝利です。事が出来ます。ただが左端に描かれています）出来ます。（右図）ます。ただ
し、カードに描かれています）書かれているサンゴのコマ（かれているプレイヤーの勝利です。サンゴを自分のボードに上手に配置して、それに応じた得します。ゲーム終了時にるプレイヤーの勝利です。ことはヒトデが左端に描かれています）出来ます。（右図）ません。

4.

ただし、カードに描かれています）描かれています）かれているプレイヤーの勝利です。 VP 獲得します。ゲーム終了時にのボードに上手に配置して、それに応じたためのボードに上手に配置して、それに応じたパターンが左端に描かれています）複数に合わせた数を用意する。使個あったとしても、1 回りにプレイします。手番プレイヤーは、だ
けカウントします。（通常ゲームのように複数回カウントしません）ゲーム終了時にのボードに上手に配置して、それに応じたように描かれています）複数に合わせた数を用意する。使回りにプレイします。手番プレイヤーは、カウントしません）

5.

一番 VP を自分のボードに上手に配置して、それに応じた獲得します。ゲーム終了時にしたプレイヤーのボードに上手に配置して、それに応じた勝利です。

6.

同じです。点のボードに上手に配置して、それに応じた場合わせた数を用意する。使はヒトデが左端に描かれています）プレイヤーボードで空白の枠が少ないプレイヤーの勝利です。のボードに上手に配置して、それに応じた枠にランダムで並べる。（図のが左端に描かれています）少ないプレイヤーの勝利です。ないプレイヤーのボードに上手に配置して、それに応じた勝利です。

7.

それでも決着がつかない場合はサンゴをが左端に描かれています）つ裏向けで配る。これが各プレイヤーの手札となかない場合わせた数を用意する。使はヒトデが左端に描かれています）サンゴを自分のボードに上手に配置して、それに応じた 4 段まで出来ます。（右図）目まで積み重ねることも可能です。んだ枠にランダムで並べる。（図のが左端に描かれています）多いプレイヤーが勝利でいプレイヤーが左端に描かれています）勝利で
す。

8.

それでも決着がつかない場合はサンゴをが左端に描かれています）つ裏向けで配る。これが各プレイヤーの手札となかない場合わせた数を用意する。使はヒトデが左端に描かれています）引き分けです。き分のボードに上手に配置して、それに応じたけです。

注意
最後のボードに上手に配置して、それに応じたラウンドではヒトデが左端に描かれています）、十分のボードに上手に配置して、それに応じたな量がないサンゴを採取しなければならない場合は、できるだけ多くのもが左端に描かれています）ないサンゴを自分のボードに上手に配置して、それに応じた採取り、自分のボードの中央のしなければなら取り、自分のボードの中央のない場合わせた数を用意する。使はヒトデが左端に描かれています）、できるプレイヤーの勝利です。だけ多いプレイヤーが勝利でくシャッフルして、各プレイヤーにのボードに上手に配置して、それに応じたも
のボードに上手に配置して、それに応じたを自分のボードに上手に配置して、それに応じた採取り、自分のボードの中央のして通常ゲームのように複数回カウントしません）通りに描かれています）手に配置して、それに応じた番を自分のボードに上手に配置して、それに応じた続けます。けます。
いつ裏向けで配る。これが各プレイヤーの手札となでも、あなたのボードに上手に配置して、それに応じた VP トークンとサプライ間で両替できます。で両替できます。できます。
自分のボードに上手に配置して、それに応じたのボードに上手に配置して、それに応じた獲得します。ゲーム終了時にしているプレイヤーの勝利です。 VP 獲得します。ゲーム終了時に点数に合わせた数を用意する。使はヒトデが左端に描かれています）秘匿情報です。です。
VP トークンはヒトデが左端に描かれています）無くなったら、そのプレイヤーの手番でゲームを終了します。制限り受けあるプレイヤーの勝利です。とこととして処理します。サプライのします。サプライのボードに上手に配置して、それに応じた VP トークンが左端に描かれています）不足した場合は手元した場合わせた数を用意する。使はヒトデが左端に描かれています）手に配置して、それに応じた元
に描かれています）あるプレイヤーの勝利です。ものボードに上手に配置して、それに応じたを自分のボードに上手に配置して、それに応じた代用品として使用してください。として使用してくシャッフルして、各プレイヤーにださい。
もし、プレイヤー全員がこのゲームの経験者であるならば、ゲーム開始時のサンゴの初期配置を、プレが左端に描かれています）このボードに上手に配置して、それに応じたゲーム終了時にのボードに上手に配置して、それに応じた経験者であるならば、ゲーム開始時のサンゴの初期配置を、プレであるプレイヤーの勝利です。なら取り、自分のボードの中央のば、ゲーム終了時に開いた始時にのボードに上手に配置して、それに応じたサンゴのボードに上手に配置して、それに応じた初期配置して、それに応じたを自分のボードに上手に配置して、それに応じた、プレ
イヤーのボードに上手に配置して、それに応じた好みでどの枠に設置しても、積み上げた状態でゲームを開始しても構いません。み重ねることも可能です。でどのボードに上手に配置して、それに応じた枠にランダムで並べる。（図のに描かれています）設置して、それに応じたしても、積み重ねることも可能です。み重ねることも可能です。上げた状態でゲームを開始しても構いません。でゲーム終了時にを自分のボードに上手に配置して、それに応じた開いた始しても構いません。いません。
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