「あんちっく」(antic-main.com)お品書き！＼(＾ワ＾)／
【●印はゲムマ東京初出品！●印はゲムマ最終出品！】

場所：セ３０

ゲームマーケット2021春 (2021/4/10-11)

■気軽に楽しめる軽量級作品♪
●「イレブンバースト」４００円 ２～４人 １０～２０分
●「凧揚げ大会」２００円 ２～４人 １０～２０分
モンスター封印ゲームです♪
五目並べダイスゲーム！
３Ｘ３マスの縦横斜めの
３個のサイコロで役を作り
合計が１１以上でバースト！
対応したマスに凧を配置！
バースト＆ゴーアウトな
状況に応じた戦略が必要な
王道パズルカードゲーム♪
面白い作品です♪
バースト時に発動する
●「トラ借るキツネ」３００円 ２～４人 １０～２０分
特殊効果も使いこなそう♪
動物達の縄張り争いを
●「イチからファーム」４００円 ２～４人 約３０分
題材とした、徐々に増える
業界びっくりの
情報から推理して読み合う
カード４４枚のみで
トリックテイキング系
実現した奇跡のような
カードゲーム♪
超小型デッキ構築
●「美術絵画コレクター」５００円 ２～６人 約５～１５分
カードゲームです♪
2018年
初心者から上級者まで
2019年
幅広く楽しめる
販売数
農場経営ゲームです♪
No1作品！
・初期デッキ１枚という高い自由度！
・ランダムな場による、ほどよい運要素♪
大変珍しい美術展開催のため共通点を持つ絵画を収集！
・手札キープという新しい戦略性！
ライバルも同じ共通点を持つ絵画を持っていると、
●「ジェム スクランブル」２５０円 ２～５人 １５～２０分
あなたのプライドが美術展開催を許しません！
鉱山ボード上の６０個の宝石や金を
見ているだけで楽しい６０枚の絵画カードで遊びます♪
採掘者の駒を進めて獲得していく
発想力と推理が要求される斬新なルールです♪
宝石採掘ゲームです♪＼(＾ワ＾)
●「カテゴリーシリトリー」４００円 ２～５人 約１５分
ルールは簡単で、子供から大人まで
カードに書かれた
幅広く楽しめます♪
「カテゴリー」で
（集めた宝石の組み合わせで
「しりとり」をしよう！
得点が決まります♪絶妙バランス♪)
手札０枚で勝利！
駒やタイルは全てガラス製という
ほどよい難易度♪
見栄えも綺麗な作品です！(＾＾)
別ルールあり♪
2020年販売数No1作品！
●「ことバブルmini」４００円 ２～８人 １５～２０分
●「五色戦隊」４００円 ２～５人 ３０～６０分
５枚中３枚を使用する
５色ワーカープレイスメント！
連想ゲーム♪
世界征服をたくらむ暗黒皇帝を
シンプルで遊びやすい♪
五色戦隊が出撃して倒します♪
別ルール＆上級ルール
名声点が一番高い人の
で全４種類のルールで
勝利となります♪ｄ(＾＾)
楽しめます♪
必殺技による同時出しなど
●「ボキャブラゲームmini！」２００円 ２～１０人 ２～１０分
ワーカープレイスメントの
出来るだけ長い文章を作り
新機軸とも言える本格作品！
状況説明できれば文字数分得点！
●「市場創造 V1仕様」６００円 ２～４人 １５～４５分
1人でも遊べるロングセラー作品♪
市場創造と市場争奪という
●「日本６０名山カードゲーム」５００円
壮大なマクロ経済ゲームです♪ ●「世界６０名山カードゲーム」５００円
(Bet(賭け)ゲームです♪)
２～６人 ５～１０分 登山愛好家に大人気！
組織編成し社員投入して
親番が地域or高さランク
市場争奪で利益を上げて
を指定する
５万人企業を目指します♪
山の高さ比べ！
もはや学問的！？
１富士２北３穂高～♪
経済学者気分で楽しもう♪
●「Ｄｉｎｇ」４００円 ２～６人 約５分
●「バランスブレイカーズ改」４００円 ２～６人 ２～７分
火水地風のうち同じ精霊を３人集める
漫画みたいな
セットコレクションカードゲーム♪
超能力バトルを体感できる
妨害、読み合い、心理戦♪
世界最強カードゲーム！
精霊カード２４枚、妨害カード１７枚。
相手のカード効果の一部を
●「All of Emotion」５００円 ２～５人 約３０分
書き換えたりと
「感情のコントロール」が題材！
チート級の超能力が
手札を１～７枚にキープしよう♪
飛び交う伝説のゲーム！
簡単ルール＆絶妙なバランス調整！
最も身近な題材を楽しもう♪＼(＾ワ＾)／
●「レジ袋」５円
●「どうぶつジュンゴ」３００円 ２～３人 １０～２０分
分離型商品には商品の一部として
順番にコマを打つ先読みゲーム♪
必ずレジ袋１枚(０円)が付属します！
カワイイ動物コマ２５個付き！

裏も
あるよ♪

あるよ♪
■じっくり楽しむ中量級や重量級作品♪
●「トップギルド」９００円 ２～４人 ３０～６０分 (動画あり)
●「スイーツバイキング」９００円 ２～４人 ３０～６０分
仲間と共に資源を集め
セットメニューを
ギルドのトップを目指せ！
お得にお持ち帰り♪
拡大再生産ダイスゲーム♪
セットコレクション
・ダイスの選択
ダイスゲーム♪
・資源収集および管理
美味しそうな
・仲間の獲得およびレベルアップ
スイーツカード
・交渉要素もあり♪
１８種類５４枚は
中量級の傑作です♪
全て描き下ろし！
●「ダンジョン大戦」２０００円 ２～４人 約１２０分
あらかじめ振った４個のサイコロから１個を選んで移動
という戦略性のあるシステムも面白い作品です♪
超大作！
●「トランプ野球」７００円 ２人 約９０～１２０分
「すごろくダンジョン！」
(注：なんとトランプは別売！)
スピンオフ作品！
本格的監督采配野球ゲームだ！
在庫：わずか！
・ルールは４ページのみ！
・１打席単位でテンポがいい熱戦！
ダンジョン構築運営攻略＆キャラ育成の楽しさ全部盛り！
・選手カード60枚、守備位置あり♪
クリスタル陣取り、楽しい装備品収集、変化するダンジョン、
野球ファン必見！ ・球種を狙ってカッ飛ばせ～！
巧妙なトラップ、魔法射撃、障害物設置、ワープ移動、
●「ダイスメント（※新カード版）」８００円 ２～４人６０分
壁破壊移動、イベント発動などなど♪♪
営業、広報、人事、経理、
●「すごろくダンジョン！１」４００円 ２～４人 約６０分
法務、総務など様々な
大人気作品の
職種が登場♪
高級復刻版です♪
的確な人材を雇用し、
バトルありアイテムあり
目標金額を目指す
装備品ありの戦略双六♪
会社経営ゲームです♪
累計販売数190個以上！
ダイスコントロール系
作品となります♪
●「近未来都市建設」８００円 ２～４人 ４５～９０分
●「アヴァロンの聖域」１０００円 ２～４人１２０分
リソース獲得の場が変化していく
最終値下げの大特価！
建築拡大再生産ゲームです！
土地の魔素を増やし
第二首都の各都市の市長となり、
聖地を攻防する
お金、土地、建材、人気、労働力という
じっくり遊ぶ作品！
個性あるリソースを上手く集めて建設し
在庫：わずか！
近未来都市へ発展させましょう！
非対称バランス採用！
上級者も楽しめる逸品です♪

■新型将棋作品♪

２～４人で遊べる本格４０枚デッキ編成の
トレーディングカードゲーム風の召喚バトルカードゲーム！
魔素チェーン、寿命などオリジナルシステムを搭載！
１０００円で１００種類２４０枚のカードが入手可能！！
（２４０枚→４人分スターターデッキ＆おまけカード）

●「集大成将棋2019」２００円(１～３弾セット５００円♪)
２人 約４０分 将棋の拡張キット(動画あり)
カードの効果で、古今東西の将棋の駒
●「召喚将棋」６００円
に変化する変則将棋！(第１～４弾あり)
２人 約３０分 磁石シート駒
販売実績
世界最強の召喚士の称号を得るため
２４０個超
ランダムに登場する
１９種の召喚獣(駒)を操り戦います！
●「京将棋ペンタスロンセット」６５０円
コスト制なので運要素も低め♪ｄ(＾＾)
２人 約４０分 将棋の拡張キット
（駒１０個、１０Ｘ１０盤付属）
本将棋に新駒４種を加えた進化型将棋！
駒増加で戦略の幅と面白さがアップ！
●「三国志三人将棋」６００円
２～３人 約３０分 磁石シート駒
●「カード将棋」４００円
２人 約３０分 将棋の拡張キット
販売実績
５７０個超！

２～３人で楽しめる３つ巴将棋です♪
実力よりも形勢判断が大事かも！？
駒に動きが書いてあり安心です♪
磁石シート駒なのでズレにくい♪
三国志成分は三つ巴という点のみ！

●「正体隠匿将棋
(別名：雪中将棋)」２００円
２人 ５分 紙製立体駒
将棋の駒達の
雪だるま
偽装奇襲作戦！
（高評価多数♪）
・短時間で正体隠匿を堪能可能♪
・持ち駒で正体隠匿度回復！
・反則OKブラフあり！！
・駒の動きは将棋と同じ♪
・４X７盤の小型将棋です♪
●「神威将棋」２００円
２人 約３０分 将棋の拡張キット
１手前に出したカードの効果(神業)
が使える神業予告式変則将棋！
あっと驚く超急展開！運要素なし！

王手でない時は、カードを１枚引き、
カードの指示に従う変則将棋です♪
実力差があっても熱狂できます！
最後に、あんちっく（antic-main.com)では、オンライン販売やカードゲーム募集、製造委託などもやってます♪ｄ(＾＾)

