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ダーティーマネー



このゲームについて

内容物
ルールブック 1 部 + ゲーミフィケーションガイド 1 部

配置カード 60 枚 (70mm x 70mm)

場所カード 6 枚 (70mm x 70mm)
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あなたはホワイトカラー犯罪の世界に飛び込みました。そこでは不正な収入
を洗浄しようとする腐敗した政治家、ヤミ金融、脱税者の役割を引き受け、
自分の手と金を汚す必要があります。汚いお金を綺麗なお金に変えようとし
ながら、世界中の美術品、ビジネスそして不動産に投資しましょう。弁護士
や会計士の軍団と共にあなたの活動を政府に暴露しようとする仲間のプレイ
ヤーに注意して下さい。あなたは最も多くのカネを洗浄しつつ、政府のブラッ
クリストを避けることができるでしょうか？

ゲーミフィケーションガイドには、実世界でのマネーロンダリング活動の仕組みについての短い
説明と、ゲームがいかに実世界の活動を反映してデザインされたかが載っています。

配置は、あなたが不正な収入をビジネスや資産に投資するマネーロンダリングの過程の最初の一
歩です。

場所は、プレイヤーがマネーロンダリング活動を行なうアクションスペースです。

このカードを買う
ための費用

あなたがゲーム終了
時に獲得できる得点

このカードの地域（EU、日本、アメリカ）

あなたがこのカードを持っている時に
使用できる特別な効果

特別な効果によって獲得できるゲーム
終了時のボーナス得点

場所カードの上側に置かれる配置
カードの種類を示す。例：この場所
の上に日本 1 枚、ヨーロッパ 1 枚、
アメリカ 1 枚の配置カードを置く。

この場所カードを置くのに必要なプ
レイヤー人数を示す。

あなたがこの目的
地に行った時に行
なえるアクション。



貨幣カード 120 枚 (44mm x 67mm)

アクションカード 30 枚 (44mm x 67mm)

ヴィランカード 6 枚 (63mm x 88mm)

スタートプレイヤーマーカー 1 個
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貨幣カードは配置カードを買うのに使用します。支払う時は、買うものに対応する通貨（ユーロ、
日本円、ドル）で払わなければなりません。暗号通貨（CRYPTO）はどの配置カードを買う場合
でも、それに対応する通貨として使えます。

アクションカードはマネーデッキの一部で、取ったらただちにプレイしなければなりません。

各ヴィランカードにはプレイヤーのブラックリストポイントを記録するためのブラックリストト
ラッカーが含まれており、またプレイヤーエイドとしても機能します。プレイヤーは記録のため
に捨て札のマネーカードを使用できます。もしそれがなければ、代わりにマネーデッキのマネー
カードを使用します。

最もスタートプレイヤー番号が少ないプレイヤーがスタートプレイヤーマーカーを持ち、ゲー
ムで最初の手番を行ないます。例えば、マネーロンダラーはスタートプレイヤー番号 1 を持つ
ので最初にプレイします。以後プレイヤーは時計回りの順に手番を行ないます。

カードの価値、そして使用できる地
域を示す通貨タイプ。

これが汚い金である事を示す。

あなたが行なえるア
クションを示す。

あなたのブラックリストカードを置くところ。
ブラックリストマークは得点を記録するため
にマネーカードの裏に示されている。

スタートプレイヤー番号



ゲームの準備
ダーティーマネーのゲームの準備をするためにこれらの手順に従います。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

場所カード (A) を場の中央に置きます。ゲームでどの場所カードを使うかは、各場所カード
の右下の対応するプレイヤー人数を確認して下さい。ヨーロッパ (Europe)、日本 (Japan)、
アメリカ (USA)、バナナ共和国はどのゲームでも使用します。4 人以上でのプレイの時は闇
市場 (Black Market) を追加し、5 人プレイの時はオークション会場 (Auction House) を追
加します。
シャッフルして裏向きの山札にした配置カード (B) をそれぞれの場所 ( アメリカ、ヨーロッパ、
日本）に置きます。それぞれの配置デッキから配置カードを 2 枚ずつ (C) 表向きで場所カー
ドの上側に置きます。バナナ共和国と闇市場には配置カードは必要ありません。オークショ
ン会場を使う場合は、各地域の配置カードを 1 枚ずつ表向きで (D) オークション会場の上に
置きます。

最初にプレイするプレイヤーにスタートプレイヤーマーカーを渡します。最後のプレイヤー
に 1 枚の貨幣カードを渡します。
アクションカードと残りのマネーカードを混ぜてシャッフルし、マネーデッキを作ります。
それぞれの場所カードの下側にマネーデッキから 2 枚ずつを表向きで (E) 配ります。
始める準備ができました！

アクションカードを残りのマネーカードと分けます。それから、各プレイヤーに以下のもの
を渡します。

・ランダムに 1 枚のヴィランカード、これはプレイヤーエイドにもなる。
・ ランダムに 3 枚の貨幣カード。プレイヤーがアクションカードを受け取らないよう注意。
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ゲームのプレイ
ゲームは終了条件を満たすまで何回かのラウンドで行なわれます。それぞれの手番で、プレイヤー
は以下のことを行ないます：
1.  場所を選び、その場所の全ての貨幣とアクションカードを取る。
2.  （もしあれば）アクションカードを好きな順番で実行する。
3.  場所のアクションを実行する。
4.  あなたが持つ配置カードの効果を実行する。

全てのプレイヤーが手番を行なったらラウンドが終了します。この時、いずれかのプレイヤーが
10 枚以上の配置カードを持っていたらゲームが終了します。詳しくはゲーム終了の項目を参照。

プレイヤーは 1 つの場所の全てのマネーカードを取ります。プレイヤーが何かアクションカード
を取ったなら、それを直ちに実行しなければなりません。それらをどの順番で実行するかはプレ
イヤーが選べますが、それぞれのアクションは次のものをプレイする前に解決しなければなりま
せん。解決したアクションカードは捨て札置き場に置きます。
プレイヤーは手札に最大 7 枚のカードを持つことができます。上限を超えたら、それは当局の望
ましくない注意を引きます。そのプレイヤーは直ちに手札が 7 枚になるまで余分なカードを捨て
てブラックリストトラッカーに置かなければなりません。

査察 (Inspect) - あなたはプレイヤーから指定された枚数のカードをラ
ンダムに引き、汚い金を持っているかどうかを調べます。もし選ばれた
カードの中に汚い金のシンボル があるなら、そのカードをそのプレイ
ヤーから取って手札に加えるとともに、対象のプレイヤーに捨て札のマ
ネーカード 1 枚をブラックリストとして与えます。そうでなければ、そ
のカードを返して終わりです。「両隣のプレイヤーを査察する」が 2 人プ
レイで使われた場合、1 枚ではなく 2 枚のマネーカードを引きます。

会計監査 (Audit) - 他の全てのプレイヤーは手札を公開し、いくつの
を持っているかを見せます。会計監査カードに指定された条件に合うプ
レイヤーは、捨て札のマネーカード 1 枚をブラックリストとして受け取
らなければいけません。「会計監査：最も多く汚い金を持つ〜」が 2 人プ
レイで使われたなら、もう 1 人のプレイヤーは 1 枚でも汚い金を持って
いたらブラックリストを受け取ります。

取引 (Trade) - プレイヤー 1 人を選びそのマネーカードを見ます。その
プレイヤーの手札から 1 枚のカードを取り、そのプレイヤーにあなたが
手札から選んだ 1 枚のカードを渡します。あなたがマネーカードを持っ
ていなくても、プレイヤー 1 人のマネーカードを見ることはできます。

わいろ (Bribery) - あなたは直ちにブラックリストから 1 枚のカードを
取り除きます。あなたがブラックリストを持っていないなら何も起こり
ません。
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a) マネーカードを集める & アクションカードを実行する



b) 場所のアクションを行なう
あなたがマネーカードを取り、アクションカードを実行した後で、そうしたいならあなたはその
場所のアクションを行なえます。

ヨーロッパ | アメリカ | 日本： その地域の通貨を使って 1 枚ま
たは 2 枚の配置カードを買います。EURO はヨーロッパ、USD
はアメリカ、YEN は日本で使います。あなたがカードに余計な
お金を払っても、お釣りは得られません。使ったマネーカード
は全て捨て札置き場に置きます。あなたはそれぞれのカードを
1 枚ずつ買うことしかできず、2 枚のカードの勘定をまとめて
支払うことはできません。例：あなたは 3 枚の $5 紙幣を持ち、
コストが $7 と $8 の配置カードがあります。この時、あなたは
2 枚の $5 紙幣で 1 枚に対して支払うことしかできません。

あなたは好きな順番で配置カードを購入でき、その順番で配置
カードの効果を実行します。例：あなたは 2 枚の配置カードを
買うだけのお金を持っていて、まず先に暗号通貨取引所を買い
ます。その後のカードのコストを 1 下げる暗号通貨取引所の効
果により、2 番目の配置カードを購入するコストを 1 下げます。

バナナ共和国： あなたのブラックリストから 1 枚のカードを取り除き、
捨て札にします。スタートプレイヤーマーカーを取ります。あなたは
次のラウンドのスタートプレイヤーになります。この場所はプレイヤー
が 2 人以上の時に使用します。

オークション会場： オークション会場の上側の 3 枚の配置カードのう
ち 1 枚を、その配置カードに示されたマネーカードを使って買います。
この場所はプレイヤーが 5 人の時に使用します。

闇市場： アメリカ、ヨーロッパ、日本のいずれかから 1 枚の配置カー
ドを、その配置カードに示されたマネーカードを使って買います。オー
クション会場からカードを買うことはできません。この場所はプレイ
ヤーが 4 人以上の時に使用します。

06



ラウンド終了

最終得点計算

c) 配置カードの効果を実行する

全てのプレイヤーが手番を行なったら、以下の手順で次のラウンドに向けて盤面を更新します。

いずれかのプレイヤーが 10 枚の配置カードを獲得したら最終ラウンドになります。そのラウンド
の終わりまでプレイしたらゲームが終わります。全プレイヤーは最終得点計算により得点を集計し
ます。

最も得点の高いプレイヤーがゲームに勝利します！同点だったら、そのうち手札に残したお金が最
も多いプレイヤーが勝利します。それも同点だったら、そのうち最後に手番を行なったプレイヤー
が勝利します。

マネーカードがまだ残っている各場所カードの下側に、1 枚のマネーカードを表向きで加え
ます（最大 4 枚まで）。

1.

・

・

2.

3.

下側にマネーカードがない全ての場所カードの下側に、2 枚のマネーカードを表向きで加え
ます。

もしヨーロッパ、日本、アメリカの配置カードが 2 枚より少なければ、場所カードの上側の
配置カードが 2 枚になるまでそれぞれの山札から配置カードを配ります。もしオークション
会場が使われているなら、各場所の表向きの配置カードが 1 枚ずつあるようにします。

ブラックリストポイント：各プレイヤーは持っているブラックリストポイントごとに 1 点を
失います。ブラックリストポイントが最も少ないプレイヤーはその得点からブラックリスト
ポイントを減らさなくて済みます。ブラックリストの点数が最も多いプレイヤーはさらに 2
点を失います。もし最少と最多が 2 人またはそれ以上のプレイヤーで同点だったら、同点の
プレイヤーはどちらも同じように最多または最小のブラックリストポイントの効果を受けま
す。

配置カードの点数：各プレイヤーはその配置カードに示された得点を計算します。（さまざま
なカードの効果をどう計算するかは配置カードの効果の項目を参照）

基準を満たした時に、あなたは購入した配置カードの効果を実行することができます。あなたは
基準を満たした時に直ちに効果を実行しなかったとしても、あなたの手番が終わる前なら効果を
発動することができます。

例：あなたは会計監査を行なったら、
捨て札のマネーカードを会計事務所の
下に差し込みます。この方法で獲得し
たマネーカードはそれぞれゲーム終了
時に 2 点になります。
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ゲーム終了



暗号通貨取引所 (Cryptocurrency Exchange)
対応する場所から配置カードを買う時にコストが $1 少なくなります。プ
レイヤーは、今後買うどの配置カードに対しても、持っている全ての暗号
通貨取引所の割引を合計し、その割引を適用できます。

会計事務所 (Accounting Firm)
会計監査のアクションを行なったら、捨て札のマネーカード 1 枚をこのカー
ドの下に差し込みます。会計事務所のカードの下に差し込まれたカードは
それぞれゲーム終了時に 2 点になります。あなたが複数の会計事務所を持っ
ているなら、会計監査のアクションを行なった時、それぞれの会計事務所
に捨て札を差し込めます。

カジノ (Casino)
対応する場所の配置カードを買う時、捨て札のマネーカード 1 枚をこのカー
ドの下に差し込みます。差し込まれたカードはそれぞれゲーム終了時に 1
点になります。

美術品 (Artwork)
芸術品をいくつ集めたかによって得点になります。その芸術品は異なる地
域のものでも構いません。各セットの美術品は最大 5 枚です。

芸術品 1 枚 2 点 
芸術品 2 枚 5 点 
芸術品 3 枚 9 点

芸術品 4 枚 14 点
芸術品 5 枚 20 枚

画廊 (Art Gallery)
あなたが持つ画廊ごとに、美術品を購入した後すぐに 1 枚のマネーカード
を引きます。もしそのカードがアクションカードなら、その効果を直ちに
実行します。貨幣カードならそれを手札に加えます。

配置カードの効果
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レストランチェーン (Restaurant Chain)
ゲーム終了時、あなたが持っているレストランチェーンと同じ地域の配置
カードごとに 1 点になります。レストランチェーン自身もそれに含みます。
例えば、あなたが日本のレストランチェーン 1 枚と日本の他の配置カード 3
枚を持っているなら、合計で 5 点を獲得します。

法律事務所 (Law Firm)
あなたが査察のアクションを行なう時、捨て札のマネーカード 1 枚を法律
事務所のカードの下に差し込みます。法律事務所の下に差し込まれたカード
はそれぞれゲーム終了時に 2 点になります。あなたが複数の法律事務所を
持っているなら、査察のアクションを行なった時、それぞれの法律事務所に
捨て札を差し込めます。

送金会社 (Remittance Company)
あなたが持つアメリカ、ヨーロッパ、日本の配置カードのセットごとに 3
点になります。プレイヤーは持っている送金会社ごとに、同じセットを得点
にできます。

デジタルバンク
(Digital Bank)
それぞれのデジタルバンクは、あなたが持てるマネーカードの枚数の上限を
1 枚増やします。ゲーム終了時、あなたが持つマネーカード 1 枚につき 1 点
になります。

慈善団体 (Charity)
ゲーム終了時、持っている慈善団体ごとに 2 枚のブラックリストポイント
をあなたのヴィランカードから取り除きます。
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ヴィランカードの効果
マネーロンダラー (Money Launderer)
各手番終了時、あなたはマネーカード 1 枚を引き、マネーカード 1 枚を捨
てます。引いたマネーカードがアクションカードなら、それを捨てて貨幣
カードを引くまで引き直します。あなたは手札に持っているマネーカード
の代わりに、今引いたばかりのマネーカードを捨てることもできます。

戦略的価値：マネーロンダラーは対応する通貨でより望ましい手札を得る
ことで、ある場所の配置カードをより多く買えるようにします。あなたは
自分の手札から汚い金を取り除き、査察や会計監査のカードの影響を防ぐ
こともできます。マネーロンダラーには常に第 1 ラウンドで最初に行動で
きる優位点もあります。

「私のコインランドリーチェーンを使って、汚い金をきれいにして下さい。
信じられない？アル・カポネに聞いてみなさい！」

汚職ラット (Corruption Rat)
あなたが配置カードを買うのに $2 以上余計に払ったら、捨て札のマネー
カード 1 枚をヴィランカード左側の過払いスロットに置けます。そこに置
かれたカードはそれぞれゲーム終了時に 1 点になります。あなたは手番中
に複数回この能力を使うことができます。

戦略的価値：汚職ラットは高額の汚い金を優先的に使って物を買い、その
過程で勝利点を獲得することができます。これにより、常にきれいな手札
を維持し、ブラックリストポイントを受け取る機会を最小化することがで
きます。

「私には選挙のための寄付が必要です…もしあなたが政府の契約を取るのに
助けが要るのなら。」

キツクザ (Kitsukuza)
あなたがプレイする暗号通貨には $3 ではなく $5 の価値があります。

戦略的価値：暗号通貨はどの場所でも購入ができるワイルドカードで、こ
れを $5 にすることで、何でもどこでも買えるようになります。しかし、
この強化にはデメリットもあり、あなたが多すぎる暗号通貨カードを蓄え
ようとすると、必ず監査や会計監査の対象になります。また、他のプレイヤー
はあなたが勢いよく進むのを妨げるため、あなたに暗号通貨を与えないよ
う試みるでしょう。

「日本での最新のマネーロンダリングの手法は？それは一言、暗号通貨だ。」
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よくある質問

ベアーズオブウォールストリート (Bears of Wall Street)
ゲームの準備時、3 つの配置カードの山のうち好きなものから 3 枚の配置
カードを引き、バナナ共和国の上側に置きます。あなたは配置カードを同
じ場所から選ぶこともできます（例：日本から 3 枚の配置カード）あなた
だけがバナナ共和国を訪れた時にそれらのカードを買うことができます。
バナナ共和国の上側の配置カードはラウンド終了時に補充しません。

戦略的価値：バナナ共和国を訪ねるデメリットの 1 つは、プレイヤーが配
置カードを買えず、それで対戦相手があなたより先に進むことです。ベアー
ズオブウォールストリートにより、あなたは配置カードを買い、ブラック
リスト 1 枚を取り除き、スタートプレイヤーマーカーを獲得し、それによ
り次の手番で最初に買う物を選ぶことができます。

「麻薬資金を預けてアメリカに移す必要がある？心配するな、俺たちが手助
けする！」

ローンシャーク (Loan Shark)
あなたはどの貨幣カードでも、1 枚の好きな通貨の $2 の貨幣カードとして
使用できます。あなたはこの能力を手番ごとに 1 回だけ使用できます。

戦略的価値：この能力により、あなたは毎手番 1 枚の $2 のワイルドカー
ドを使うことができ、手元に置いておきたくない通貨を処理することもで
きます。また、同じ場所の配置カードを揃えた場面を簡単に構築すること
ができ、同じ場所の配置カードを購入すると報酬が得られる暗号通貨取引
所、レストランチェーン、カジノとの相乗効果があります。

「俺たちに返済する金がない？大丈夫、お前は俺が金を海外に移すのを手
伝ってくれればいい。」

1. 場所にマネーカードがない時でも、そこに行って場所のアクションを行なうことはできますか？

マネーカードが場所から取られたら、プレイヤーはその場所に行ってその場所のアクションを行なう
ことはできず、そこにまだ残っている配置カードを買うこともできません。

2. 7 枚の手札上限を超えたくない場合、場所から全部ではなく一部のマネーカードだけを取ること
はできますか？

あなたは必ず全てのマネーカードを取り、超過分のマネーカードをブラックリストトラッカーに置か
なければいけません。唯一の例外はアクションカード（会計監査、査察など）で、それらは手札に行
かずに直ちにプレイされ、そのため 7 枚の手札上限のうちに数えません。
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ゲームのヴァリアント

シンボルガイド

3. 第 1 ラウンド終了後、最後のプレイヤーは追加のマネーカードを受け取りますか？

いいえ、第 1 ラウンド終了時、最後のプレイヤーは追加のマネーカードを受け取りません。

4. もし同じ場所に複数のアクションカードがある場合、それらをプレイする順番を選ぶことがで
きますか？

はい、あなたはどのアクションカードを最初にプレイするか決められます。例えば、あなたは最
初に会計監査のカードをプレイして他プレイヤーの手札を確認してから査察の相手を決めること
によって、査察のアクションで汚い金を引ける可能性を高められます。プレイヤーは各アクショ
ンの後に手札をシャッフルすることができます。

クイックモード
このモードは、プレイ時間を 30 分以内におさめたいプレイヤーのためのものです。ゲームを終
わらせるのに 10 枚の配置カードを必要とする代わりに、8 枚の配置カードだけでゲームを終わら
せることができます。

チョイスモード
場所ごとに 2 枚の配置カードを置く代わりに、その場所の上側に 3 枚の配置カードを置きます。
オークション会場に置くカードの枚数はそのままです。

勝利点 この通貨が汚い金であることを示す

捨て札のマネーカードをこの配置
カードの下に差し込む

手札のマネーカードの枚数

マネーカード

ブラックリストポイント


