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1～4 人用ゲームゲーム

ゲーム概要概要
プレイヤーはいろいろな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下積んでいきます。エネルギーポイント（以下んでいきます。エネルギーポイント（以下エネルギーポイント（以下以下 EP）を消費を積んでいきます。エネルギーポイント（以下消費
することにより、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってさせたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってさせることが出来ます。積まれたブロックによって出来ます。積まれたブロックによってます。エネルギーポイント（以下積んでいきます。エネルギーポイント（以下まれたブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下によって
一列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ラインを積んでいきます。エネルギーポイント（以下すべて埋めることにより得点を得ます。めることにより得点を得ます。を積んでいきます。エネルギーポイント（以下得ます。エネルギーポイント（以下

ゲーム概要の準備準備
プレイヤーにそれぞれゲームシート 2 枚、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってチップ、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってペンを積んでいきます。エネルギーポイント（以下配ります。ゲームシートは両面仕様となります。エネルギーポイント（以下ゲームシートは両面仕様となとな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下
っており、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってゲーム画面と落下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下画面とな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下っています。エネルギーポイント（以下このブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下落下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下画面でチップを積んでいきます。エネルギーポイント（以下使用ゲーム
します。エネルギーポイント（以下
2 人プレイのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下場合、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってゲーム画面のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下エネルギーバーのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 3 と
4 に「×」を積んでいきます。エネルギーポイント（以下記入します。します。エネルギーポイント（以下3 人プレイのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ときは 4 に「×」を積んでいきます。エネルギーポイント（以下
記入します。します。エネルギーポイント（以下
「×」が出来ます。積まれたブロックによって記入します。された場所は使用しません。は使用ゲームしません。エネルギーポイント（以下(左
図参照）を消費
スタートプレイヤーを積んでいきます。エネルギーポイント（以下適当な方法で決定し、そのプレイヤーの右のプレイヤーは落下ブロック画な形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下方法で決定し、そのプレイヤーの右のプレイヤーは落下ブロック画で決定し、そのプレイヤーの右のプレイヤーは落下ブロック画し、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってそのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下プレイヤーのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下右のプレイヤーは落下ブロック画のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下プレイヤーは落下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下画
面のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 1 列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。目に描かれているブロックのどれかにチップを置きスタートブロックを決定し、そのブに描かれているブロックのどれかにチップを置きスタートブロックを決定し、そのブかれているブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下どれかにチップを積んでいきます。エネルギーポイント（以下置きスタートブロックを決定し、そのブきスタートブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下決定し、そのプレイヤーの右のプレイヤーは落下ブロック画し、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってそのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブ
ロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下ゲーム画面のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下最下段に記入します。このブロックは回転出来ません。次に反時計回り順でに記入します。します。エネルギーポイント（以下このブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下は回転させることが出来ます。積まれたブロックによって出来ます。積まれたブロックによってません。エネルギーポイント（以下次に反時計回り順でに反時計回り順でで
各プレイヤーはスタートブロックし同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤープレイヤーはスタートブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下し同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤーじようにゲーム画面に記入します。します。エネルギーポイント（以下ただし、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって他のプレイヤーのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下プレイヤー
が出来ます。積まれたブロックによって既に選んだブロックは選択できません。これにより各プレイヤーは違うブロックでゲームを開に選んだブロックは選択できません。これにより各プレイヤーは違うブロックでゲームを開んだブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下は選んだブロックは選択できません。これにより各プレイヤーは違うブロックでゲームを開択できません。これにより各プレイヤーは違うブロックでゲームを開できません。エネルギーポイント（以下これにより各プレイヤーはスタートブロックし同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤープレイヤーは違うブロックでゲームを開うブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下でゲームを積んでいきます。エネルギーポイント（以下開
始することになります。することにな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ります。エネルギーポイント（以下
これより、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってスタートプレイヤーよりゲームを積んでいきます。エネルギーポイント（以下開始することになります。します。エネルギーポイント（以下

VP 倍率

カラーサークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ル

VP 記入します。枠
残り爆弾数り爆弾数

横列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。 10 コマ中、記入中、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって記入します。
で きた × のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 数に よる
獲得する VP

追加ポイント表ポイント表

エネルギーバー

エネルギーポイント

アクを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ションコスト

1

ゲーム概要の準備手順
手番のプレイヤーはのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下プレイヤーは 2 つのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ダイス(4 面ダイスと 6
面カラーダイス）を消費を積んでいきます。エネルギーポイント（以下振る。出目が気に入らないときる。エネルギーポイント（以下出目に描かれているブロックのどれかにチップを置きスタートブロックを決定し、そのブが出来ます。積まれたブロックによって気に入らないときに入します。らな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下いとき
は一度だけ振り直しが出来ます。（だけ振り直しが出来ます。（振る。出目が気に入らないときり直しが出来ます。（しが出来ます。積まれたブロックによって出来ます。積まれたブロックによってます。エネルギーポイント（以下（以下1 つのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ダイスだ
け振り直しが出来ます。（振る。出目が気に入らないときりな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下おしは出来ます。積まれたブロックによってません）を消費。エネルギーポイント（以下
数字のダイスはのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ダイスは落下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下画面のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下縦列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。を積んでいきます。エネルギーポイント（以下示し、し、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって
カラーダイスは横列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。を積んでいきます。エネルギーポイント（以下示し、します。エネルギーポイント（以下これにより次に反時計回り順でに使
用ゲームするブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下が出来ます。積まれたブロックによって決定し、そのプレイヤーの右のプレイヤーは落下ブロック画されます。エネルギーポイント（以下このブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下全
プレイヤーが出来ます。積まれたブロックによって使用ゲームします。エネルギーポイント（以下
各プレイヤーはスタートブロックし同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤープレイヤーは決定し、そのプレイヤーの右のプレイヤーは落下ブロック画されたブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下自分のゲーのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ゲー
ム画面のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下上から任意の場所に「落下」させたと考え、から任意の場所に「落下」させたと考え、のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下場所は使用しません。に「落下」させたと考え、え、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって
そのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下が出来ます。積まれたブロックによって他のプレイヤーのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下(または画面下部）を消費と
接した場所にそのブロックを記入します。した場所は使用しません。にそのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下記入します。します。エネルギーポイント（以下
記入します。方法で決定し、そのプレイヤーの右のプレイヤーは落下ブロック画は落下させた場所は使用しません。にブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下輪郭を描を積んでいきます。エネルギーポイント（以下描かれているブロックのどれかにチップを置きスタートブロックを決定し、そのブ
き、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってそのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下輪郭を描のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下内側の枠に「のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下枠に「×」を積んでいきます。エネルギーポイント（以下描かれているブロックのどれかにチップを置きスタートブロックを決定し、そのブきます。エネルギーポイント（以下

例：ルーカスはダイスを積んでいきます。エネルギーポイント（以下振る。出目が気に入らないときり、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって緑と３を出しまと３を積んでいきます。エネルギーポイント（以下出しま
した。エネルギーポイント（以下これは縦のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 3 列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。目に描かれているブロックのどれかにチップを置きスタートブロックを決定し、そのブ、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって横が出来ます。積まれたブロックによって緑と３を出しま列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下
を積んでいきます。エネルギーポイント（以下指します。幸いこれはは彼が欲しいブロックします。エネルギーポイント（以下幸いこれはは彼が欲しいブロックいこれはは彼が欲しいブロックが出来ます。積まれたブロックによって欲しいブロックしいブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下
だったのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下でそのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下まま使います。エネルギーポイント（以下彼が欲しいブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下含めた全てめた全て
のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下プレイヤーは縦のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 3 列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。目に描かれているブロックのどれかにチップを置きスタートブロックを決定し、そのブ、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって横が出来ます。積まれたブロックによって緑と３を出しま列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロッ
クを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下使用ゲームします。エネルギーポイント（以下
ゲーム開始することになります。時に左隅に設置したに設置きスタートブロックを決定し、そのブした 4 つのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下四角ブブ
ロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下右のプレイヤーは落下ブロック画横にこのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下緑と３を出しまのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下「落下」さ
せて、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってゲーム画面に記入します。します。エネルギーポイント（以下.

落下している間にブロックを左右に動かすことで、隙間に移動させたり狭い場所に移動させたりにブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下左右のプレイヤーは落下ブロック画に動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってかすことで、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって隙間にブロックを左右に動かすことで、隙間に移動させたり狭い場所に移動させたりに移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってさせたり狭い場所に移動させたりい場所は使用しません。に移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってさせたり
することが出来ます。積まれたブロックによってできます。エネルギーポイント（以下しかし、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってそれは「落下中」に他のプレイヤーのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下に接した場所にそのブロックを記入します。触するような動き方は出来まするような形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってき方は出来ます。積まれたブロックによってま
せん。エネルギーポイント（以下

例：左図のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下場合、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって1-黄ののブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 L 字のダイスは型のブロッのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロッ
クを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 を積んでいきます。エネルギーポイント（以下 ゲ ーム画面上から任意の場所に「落下」させたと考え、 のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 中 央下部のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 L 字のダイスは型のブロッ
のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下スペースに設置きスタートブロックを決定し、そのブしたいと思いますが、いますが出来ます。積まれたブロックによって、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって
上から任意の場所に「落下」させたと考え、から落下させた場合、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって途中で他のプレイヤーのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロ
ックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下と接した場所にそのブロックを記入します。触するような動き方は出来まするのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下で、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってそれは出来ます。積まれたブロックによってません。エネルギーポイント（以下

設置きスタートブロックを決定し、そのブしたブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下によりそのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下と同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤーじ色のカラーサークルに「のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下カラーサークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ルに「×」を積んでいきます。エネルギーポイント（以下記入します。したとき、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってエネル
ギーポイントを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 2 つ獲得します。エネルギーポイント（以下(エネルギーポイントのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下使用ゲーム方法で決定し、そのプレイヤーの右のプレイヤーは落下ブロック画は後述します）エネルギーバーします）を消費エネルギーバー
上から任意の場所に「落下」させたと考え、のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下空いている枠に「○」を記入し、使えることを示すようにします。いている枠に「○」を積んでいきます。エネルギーポイント（以下記入します。し、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって使えることを積んでいきます。エネルギーポイント（以下示し、すようにします。エネルギーポイント（以下

例：ニーナは白いブロックを落下させ、白いカは白いブロックを落下させ、白いカいブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下落下させ、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって白いブロックを落下させ、白いカいカ
ラーサークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ルのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ある枠に「×」を積んでいきます。エネルギーポイント（以下記入します。できました。エネルギーポイント（以下
（以下左図Ａ）を消費。エネルギーポイント（以下
ニーナは白いブロックを落下させ、白いカは 2 つのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下エネルギーポイントを積んでいきます。エネルギーポイント（以下獲得し、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって
エネルギーバー上から任意の場所に「落下」させたと考え、に記入します。します。エネルギーポイント（以下（以下左図Ｂ）を消費

2

エネルギーバーとエネルギーポイントについてエネルギーポイントについてについて
エネルギーバー上から任意の場所に「落下」させたと考え、に「○」マ中、記入ークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下されているエネルギーポイントは、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってあな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下たのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ゲーム進行を助けを積んでいきます。エネルギーポイント（以下助けけ振り直しが出来ます。（
てくれます。エネルギーポイント（以下(4 人ゲームのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下場合、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってゲーム開始することになります。時に 4 つのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下エネルギーポイントを積んでいきます。エネルギーポイント（以下持っています。）っています。エネルギーポイント（以下）を消費
下記のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下能力を使用するときに消費したエネルギーポイントは「を積んでいきます。エネルギーポイント（以下使用ゲームするときに消費したエネルギーポイントは「×」を積んでいきます。エネルギーポイント（以下記入します。します。エネルギーポイント（以下
1. ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下回転させることが出来ます。積まれたブロックによって
落下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下画面のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下落下中のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下に置きスタートブロックを決定し、そのブかれているチップを積んでいきます。エネルギーポイント（以下左右のプレイヤーは落下ブロック画に動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってかすことで
落下中のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下回転させることが出来ます。積まれたブロックによってできます。エネルギーポイント（以下そのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下場合、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって1 枠移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってするたびにエネルギーポイン
トを積んでいきます。エネルギーポイント（以下１つ消費します。エネルギーポイント（以下例えば縦縦 1 列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。目に描かれているブロックのどれかにチップを置きスタートブロックを決定し、そのブから 3 列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。目に描かれているブロックのどれかにチップを置きスタートブロックを決定し、そのブに移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってする場合は 2 つのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下エネルギ
ーポイントを積んでいきます。エネルギーポイント（以下消費します。エネルギーポイント（以下(１列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。目に描かれているブロックのどれかにチップを置きスタートブロックを決定し、そのブと４列目は繋がっていると考えます）列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。目に描かれているブロックのどれかにチップを置きスタートブロックを決定し、そのブは繋がっていると考えます）が出来ます。積まれたブロックによってっていると考え、えます）を消費
2. ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下交換
5 つのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下エネルギーポイントを積んでいきます。エネルギーポイント（以下消費することで、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって任意の場所に「落下」させたと考え、のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下に交換が出来ます。積まれたブロックによって出来ます。積まれたブロックによってます。エネルギーポイント（以下
3. エネルギーバー上から任意の場所に「落下」させたと考え、のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ピンクを積んでいきます。エネルギーポイント（以下のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下「×」のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下エネルギーポイントを積んでいきます。エネルギーポイント（以下使用ゲーム状態に出来たとき、に出来ます。積まれたブロックによってたとき、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって
追加ポイント表ポイント表（以下エネルギーバーのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下上から任意の場所に「落下」させたと考え、にある黄の色のカラーサークルに「で囲まれた枠）の左の数字からまれた枠）を消費のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下左のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下数字のダイスはから
「×」を積んでいきます。エネルギーポイント（以下記入します。します。エネルギーポイント（以下これはゲーム終了時のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下追加ポイント表ポイントな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ります。エネルギーポイント（以下

例：マ中、記入リアは自分のゲーのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下手番のプレイヤーはでダイスを積んでいきます。エネルギーポイント（以下振る。出目が気に入らないときって 1-青

が出来ます。積まれたブロックによって出ましたが出来ます。積まれたブロックによって、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって気に入らないときに入します。らな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下かったのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下でもう一度だけ振り直しが出来ます。（振る。出目が気に入らないとき
り 4-赤となりました。全てのプレイヤーはこのとな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下りました。エネルギーポイント（以下全てのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下プレイヤーはこのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下
4-赤となりました。全てのプレイヤーはこののブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下使用ゲームします。エネルギーポイント（以下
しかし、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってルーカスはこのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 4-赤となりました。全てのプレイヤーはこののブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ダイスは気に入らないときに
入します。りません。エネルギーポイント（以下エネルギーポイント 2 つ消費して落
下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下画面のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下チップを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 2 つ左に移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってして、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって2赤となりました。全てのプレイヤーはこののブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下使用ゲームします。エネルギーポイント（以下(左図Ａ）を消費
このブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下赤となりました。全てのプレイヤーはこののブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下使用ゲームしたことにより、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって赤となりました。全てのプレイヤーはこのい
カラーサークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ルに記入します。できたのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下で、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってエネルギーポ
イントを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 2 つ獲得し、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下おかつピンクを積んでいきます。エネルギーポイント（以下のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下エネルギ
ーポイントにもマ中、記入ークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下できたのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下で、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって追加ポイント表のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ポイン
ト表にも記入します。できます。エネルギーポイント（以下

2 列以上同時完全マークボーナスマークボーナス
プレイヤーが出来ます。積まれたブロックによってブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下落下させた
時に、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤー時に縦 2 列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。以上から任意の場所に「落下」させたと考え、のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下枠を積んでいきます。エネルギーポイント（以下完全に
マ中、記入ークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下できた場合、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって追加ポイント表ポイント表に
マ中、記入ークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下できます。エネルギーポイント（以下（以下2 例同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤー時で 1 つ、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって3
列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤー時で 2 つ、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって4 列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤー時で 4 つ）を消費

例：ルーカスはは 2 列同時に完全にマークできました。ルーカスは追加ポイント表にに完全にマークできました。ルーカスは追加ポイント表に完全にマークできました。ルーカスは追加ポイント表にに完全にマークできました。ルーカスは追加ポイント表にマークできました。ルーカスは追加ポイント表にできました。ルーカスは追加ポイント表にルーカスはは追加ポイント表にポイント表に表にに完全にマークできました。ルーカスは追加ポイント表に
1 つマークします。なお、追加ポイント表にはマークできました。ルーカスは追加ポイント表にします。ルーカスは追加ポイント表になお、追加ポイント表には追加ポイント表にポイント表に表にに完全にマークできました。ルーカスは追加ポイント表には 15 つマークします。なお、追加ポイント表にはまでマークできました。ルーカスは追加ポイント表にできます。ルーカスは追加ポイント表にそれ以上以上
マークできました。ルーカスは追加ポイント表にする場合はこの処理を無視します。場合はこの処理を無視します。はこの処理を無視します。処理を無視します。を無視します。無視します。します。ルーカスは追加ポイント表に
爆弾の使用の準備使用
ゲ
落
る
使
と
し

ーム開始することになります。時に各プレイヤーはスタートブロックし同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤープレイヤーは 3 つのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下爆弾を積んでいきます。エネルギーポイント（以下持っています。）っています。エネルギーポイント（以下プレイヤーは指します。幸いこれはは彼が欲しいブロック定し、そのプレイヤーの右のプレイヤーは落下ブロック画された
下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下使用ゲームしたくな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下い場合は、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって爆弾を積んでいきます。エネルギーポイント（以下使ってこのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下破壊して無視すして無視すす
ことが出来ます。積まれたブロックによって出来ます。積まれたブロックによってます。エネルギーポイント（以下そのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下場合は代わりのブロックはもらえません。わりのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下はもらえません。エネルギーポイント（以下
用ゲームした爆弾は上から任意の場所に「落下」させたと考え、より「×」を積んでいきます。エネルギーポイント（以下記入します。します。エネルギーポイント（以下ゲーム終了時に残り爆弾数っていた爆弾は追加ポイント表のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 VP
して計算します。左の図の状態でゲームが終了した場合は、２＋４＝６のします。エネルギーポイント（以下左のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下図のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下状態に出来たとき、でゲームが出来ます。積まれたブロックによって終了した場合は、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって２＋４列目は繋がっていると考えます）＝６のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 VP を積んでいきます。エネルギーポイント（以下獲得
ます。エネルギーポイント（以下
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ゲーム概要の準備終了
ゲーム画面にブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下完全に納める事ができなくなった時、そのブロックを記入せず、そのプめる事ができなくなった時、そのブロックを記入せず、そのプが出来ます。積まれたブロックによってできな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下くな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下った時、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってそのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下記入します。せず、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってそのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下プ
レイヤーはゲームから脱落します。エネルギーポイント（以下自分のゲーのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下手番のプレイヤーはにな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ってもダイスを積んでいきます。エネルギーポイント（以下振る。出目が気に入らないときりません。エネルギーポイント（以下最後のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下プレーヤ
ーが出来ます。積まれたブロックによってゲームから脱落するまで残り爆弾数ったプレイヤーはプレイを積んでいきます。エネルギーポイント（以下続けます。全員がゲームが脱落したけ振り直しが出来ます。（ます。エネルギーポイント（以下全員がゲームが脱落したが出来ます。積まれたブロックによってゲームが出来ます。積まれたブロックによって脱落した
とき、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってゲームは終了します。エネルギーポイント（以下

VP の準備集計
1.

2.
3.

ゲーム画面のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下左側の枠に「のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下水色のカラーサークルに「のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下エリアは VP 記入します。枠です。エネルギーポイント（以下それぞれのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下横のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。にマ中、記入ークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下さ
れた「×」によって VP を積んでいきます。エネルギーポイント（以下獲得します。エネルギーポイント（以下10 個中 10 個マ中、記入ークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下で 5VPVP、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって9 個で 2VP、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって8 個で
1VP を積んでいきます。エネルギーポイント（以下得ます。エネルギーポイント（以下8 個未満の列は無得点です。のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。は無得点を得ます。です。エネルギーポイント（以下
上から任意の場所に「落下」させたと考え、部のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下オレンジの領域はのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下領域はは VP が出来ます。積まれたブロックによって倍増します。倍率は右側のします。エネルギーポイント（以下倍率は右のプレイヤーは落下ブロック画側の枠に「のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 VP 倍率を積んでいきます。エネルギーポイント（以下参照します。エネルギーポイント（以下例
えば縦、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって一番のプレイヤーは上から任意の場所に「落下」させたと考え、のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。で 10 個マ中、記入ークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下できていれば縦、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって5VP×4＝20VP を積んでいきます。エネルギーポイント（以下獲得します。エネルギーポイント（以下
追加ポイント表ポイント表にマ中、記入ークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下された数に応じてじて VP を積んでいきます。エネルギーポイント（以下獲得します。エネルギーポイント（以下また未使用ゲームのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下爆弾も
VP に加ポイント表算します。左の図の状態でゲームが終了した場合は、２＋４＝６のします。エネルギーポイント（以下
未使用ゲームのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下エネルギーポイント 2 個につき 1VP を積んでいきます。エネルギーポイント（以下獲得します。エネルギーポイント（以下

集計の準備例

4

1.

VP 記入します。枠のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下合計は下段に記入します。このブロックは回転出来ません。次に反時計回り順でから、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって
5VP+5VP+5VP+5VP+5VP+4+4+10+0+4+0=47
な形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下で、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって47VP を積んでいきます。エネルギーポイント（以下獲得。エネルギーポイント（以下

2.

追加ポイント表ポイント表でマ中、記入ークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下され
て、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって 見えている点数はえている点を得ます。数は 21 な形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下
で、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって追加ポイント表で 21VP を積んでいきます。エネルギーポイント（以下獲得。エネルギーポイント（以下

3.

残り爆弾数りのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下爆弾は 1 つ。エネルギーポイント（以下そのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下爆弾のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下
VP は 4 点を得ます。な形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下で、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって4VP を積んでいきます。エネルギーポイント（以下獲得。エネルギーポイント（以下

4.

未使用ゲームのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下エネルギーポイント
は 2 個な形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下で、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって1VP を積んでいきます。エネルギーポイント（以下獲得

5VP.

全てのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下合計は 47+21+4+1=73 で
73VP とな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ります。エネルギーポイント（以下

難易度の変更の準備変更
これまで紹介した基本ルールは難易度レベル２のルールです。他の難易度を紹介いたします。プした基本ルールは難易度レベル２のルールです。他の難易度を紹介いたします。プルールは難易度だけ振り直しが出来ます。（レベル２のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ルールです。エネルギーポイント（以下他のプレイヤーのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下難易度だけ振り直しが出来ます。（を積んでいきます。エネルギーポイント（以下紹介した基本ルールは難易度レベル２のルールです。他の難易度を紹介いたします。プいたします。エネルギーポイント（以下プ
レイヤー間にブロックを左右に動かすことで、隙間に移動させたり狭い場所に移動させたりで練度だけ振り直しが出来ます。（が出来ます。積まれたブロックによって違うブロックでゲームを開う場合は、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってそれぞれが出来ます。積まれたブロックによって違うブロックでゲームを開う難易度だけ振り直しが出来ます。（でプレイして調整するのもよいでしょするのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下もよいでしょ
う。エネルギーポイント（以下(大人はレベル 3 で子供はレベルはレベル 1 でプレイするな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ど・・・）を消費
レベル 1：
カラーサークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ルとが出来ます。積まれたブロックによって違うブロックでゲームを開う色のカラーサークルに「のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下でマ中、記入ークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下された場合、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってエネルギーポイントを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 1 つ獲得
します。エネルギーポイント（以下同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤーじ色のカラーサークルに「のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下場合は Lv2(基本ルールは難易度レベル２のルールです。他の難易度を紹介いたします。プルール）を消費と同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤーじくエネルギーポイントを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 2 つ獲得します。エネルギーポイント（以下
レベル 3：
カラーサークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ルとが出来ます。積まれたブロックによって違うブロックでゲームを開う色のカラーサークルに「のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下でマ中、記入ークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下された場合、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってエネルギーポイントを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 1 つ失いい
ます。エネルギーポイント（以下同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤーじ色のカラーサークルに「のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下場合は Lv2(基本ルールは難易度レベル２のルールです。他の難易度を紹介いたします。プルール）を消費と同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤーじくエネルギーポイントを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 2 つ獲得します。エネルギーポイント（以下
レベル 4：
カラーサークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ルとが出来ます。積まれたブロックによって違うブロックでゲームを開う色のカラーサークルに「のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下でマ中、記入ークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下された場合、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってエネルギーポイントを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 2 つ失いい
ます。エネルギーポイント（以下同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤーじ色のカラーサークルに「のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下場合は Lv2(基本ルールは難易度レベル２のルールです。他の難易度を紹介いたします。プルール）を消費と同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤーじくエネルギーポイントを積んでいきます。エネルギーポイント（以下 2 つ獲得します。エネルギーポイント（以下
Brikks Duel（2 人対戦バリアントルール）バリアントについてルール）
2 人で遊ぶときに使えるバリアントルールを紹介します。これは決闘です。ぶときに使えるバリアントルールを積んでいきます。エネルギーポイント（以下紹介した基本ルールは難易度レベル２のルールです。他の難易度を紹介いたします。プします。エネルギーポイント（以下これは決闘です。です。エネルギーポイント（以下VP は関係ありあり
ません。エネルギーポイント（以下生き延びたほうが勝利します。き延びたほうが勝利します。びたほうが出来ます。積まれたブロックによって勝利します。します。エネルギーポイント（以下
通常のゲームどおりプレイしますが、エネルギーバー上のピンクの枠を獲得したとき、又は横のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ゲームどおりプレイしますが出来ます。積まれたブロックによって、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってエネルギーバー上から任意の場所に「落下」させたと考え、のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ピンクを積んでいきます。エネルギーポイント（以下のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下枠を積んでいきます。エネルギーポイント（以下獲得したとき、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって又は横は横
1 列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。を積んでいきます。エネルギーポイント（以下完全にマ中、記入ークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下したときに、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって相手のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下シートにブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下書き込んで邪魔をすることができ込んで邪魔をすることがでんで邪魔をすることがでを積んでいきます。エネルギーポイント（以下することが出来ます。積まれたブロックによってで
きます。エネルギーポイント（以下
上から任意の場所に「落下」させたと考え、記のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下条件が揃ったとき、相手のゲーム画面にが出来ます。積まれたブロックによって揃ったとき、相手のゲーム画面にったとき、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって相手のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ゲーム画面に 1 枠だけ振り直しが出来ます。（のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下落下させて「×」を積んでいきます。エネルギーポイント（以下書き込んで邪魔をすることがで
き込んで邪魔をすることがでむことが出来ます。積まれたブロックによって出来ます。積まれたブロックによってます。エネルギーポイント（以下書き込んで邪魔をすることができ込んで邪魔をすることがでむときは通常のゲームどおりプレイしますが、エネルギーバー上のピンクの枠を獲得したとき、又は横のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ルールと同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤーじようにどこかに着地した状態でした状態に出来たとき、で
書き込んで邪魔をすることができ込んで邪魔をすることがでんでください。エネルギーポイント（以下カラーサークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ルにも書き込んで邪魔をすることができ込んで邪魔をすることがでむこと出来ます。積まれたブロックによってます。エネルギーポイント（以下そうした場合、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって対戦者はのはのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下
そのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下カラーサークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ルを積んでいきます。エネルギーポイント（以下使うことが出来ます。積まれたブロックによって出来ます。積まれたブロックによってな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下くな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ります。エネルギーポイント（以下
同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤー時に複数のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下「×」を積んでいきます。エネルギーポイント（以下落下させることが出来ます。積まれたブロックによって出来ます。積まれたブロックによってる場合、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってそれらを積んでいきます。エネルギーポイント（以下隣どおしで置くことは出来まどおしで置きスタートブロックを決定し、そのブくことは出来ます。積まれたブロックによってま
せんが出来ます。積まれたブロックによって、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってそれらが出来ます。積まれたブロックによってコーナは白いブロックを落下させ、白いカーで接した場所にそのブロックを記入します。触するような動き方は出来ましていれば縦設置きスタートブロックを決定し、そのブできます。エネルギーポイント（以下（以下訳注：落下ルールのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下変更？）を消費
同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤー時に両プレイヤーが出来ます。積まれたブロックによってブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下を積んでいきます。エネルギーポイント（以下おけ振り直しが出来ます。（な形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下くな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下った場合は、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって横列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。が出来ます。積まれたブロックによって完全にマ中、記入ークを積んでいきます。エネルギーポイント（以下されている
列のラインをすべて埋めることにより得点を得ます。のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下み VP を積んでいきます。エネルギーポイント（以下計算します。左の図の状態でゲームが終了した場合は、２＋４＝６のします。エネルギーポイント（以下そのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下合計で勝敗を決定します。を積んでいきます。エネルギーポイント（以下決定し、そのプレイヤーの右のプレイヤーは落下ブロック画します。エネルギーポイント（以下

ソロゲーム概要
1 人で遊ぶときに使えるバリアントルールを紹介します。これは決闘です。ぶ場合、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによってダイスのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下振る。出目が気に入らないときりな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下おしルールを積んでいきます。エネルギーポイント（以下使用ゲームしません。エネルギーポイント（以下最初に出たダイスの結果でゲーに出たダイスのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下結果でゲーでゲー
ムを積んでいきます。エネルギーポイント（以下進行を助けします。エネルギーポイント（以下それ以外は通常のゲームと同じです。得点結果により下の表で自分を評価しは通常のゲームどおりプレイしますが、エネルギーバー上のピンクの枠を獲得したとき、又は横のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ゲームと同じようにゲーム画面に記入します。ただし、他のプレイヤーじです。エネルギーポイント（以下得点を得ます。結果でゲーにより下のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下表で自分のゲーを積んでいきます。エネルギーポイント（以下評価しし
ましょう！
> 150
Brikks マ中、記入スター 2000！！！
自慢していいですよ！していいですよ！
130 – 150
これを積んでいきます。エネルギーポイント（以下職業として食っていくべきですよ！として食っていくべきですよ！っていくべきですよ！
110 – 129
こんな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ん、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって見えている点数はたことある？
100 – 109
自分のゲーで自分のゲーを積んでいきます。エネルギーポイント（以下お祝いしましょう！いしましょう！
90 – 99
誰よりも練習したんですね！よりも練習したんですね！したんですね！
80 – 89
よく出来ます。積まれたブロックによってました！
70 – 79
もっとが出来ます。積まれたブロックによってんば縦りましょう！
60 – 69
初に出たダイスの結果でゲーめてのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下ゲームな形のブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下んですよね？
< 60
注釈：
https://boardgamegeek.com/boardgame/25VP7726/brikks に掲載されている英訳ルールを参考にいたしされている英訳ルールを積んでいきます。エネルギーポイント（以下参考え、にいたし
ました。エネルギーポイント（以下ただし、ブロックを移動させたり回転させることが出来ます。積まれたブロックによって正直しが出来ます。（ Duel ルールのブロックを積んでいきます。エネルギーポイント（以下訳は自信ありません。ありません。エネルギーポイント（以下(^^;
2018/12/12 Masayuki Kunimitsu 訳
2018/12/17 修正
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