
Bewitched
 

The Card Game

Samantha the witch married mortal Darrin much to the dismay of her family. You must try to make

their marriage succeed and stop Samantha’s family from interfering and transforming Darrin in to all

manner of things including a chimp, a little boy and even a fish! 

(和訳ルール)



ゲームの編成

15 の必要なファイルをダウンロードしてください;

・ bewitchedcardprintx2 から bewitchedcards13printx1 まで 

・ bewitchedcardsback 

bewitchedcardprintx2 を、あなたの PC のペイントソフトで開き、白い A4 カード上に印刷してください。イメージはページ

の中央に置いてください。次に、カードの裏に bewitchedcardsback と称されるファイルを印刷してください。それには、位

置決めを正しくするため多少の試みをするかもしれません、しかし、結局、あなたはそれらを切り離し(灰色の線に沿っ

て)、裏側にイメージのある 4 枚のゲームカードを備えた 1 枚のカードを持つことになります。

幾つかのページのカードは、複数回印刷しなければならないことに注意してください。これらの各々はまた、カードの裏

面をそれらの上に印刷することが必要になります。ファイル名に、あなたがページを印刷しなければならない回数が述

べられています。

他のカードについても、この方法を繰り返してください。

裏面が印刷されたメインデッキと、8 枚の”ダーリン(Darrin)”カードのセットを持つとき、あなたは始めることができます。

あなたには、ゲームルールが手近にあるよう、このサイトのルールページを印刷することを推奨します。

二種類のダーリンカードについて

ダーリンカードには二つの種類がある点に注意してください; 一つはカードの下部に”これをゲームデッキでシャッフルし

ないこと(Do not shuffle this into the game deck)”と述べているもの、あなたのダーリンを代表することだけに用いられ

るものです(あなたの前に、表を上にしてテーブル上に置かれる)。各々のプレーヤーは、これらのカードを 1 枚受け取り

ゲームを開始します。そして、残りはプレイから取り除きます。

脚注のないダーリンカードは、メインデッキの一部としてドローパイルに加えられます。これらは”メインデッキダーリン

(main deck Darrin)”カードと呼ばれます。

“奥さまは魔女(Bewitched)”について

“奥さまは魔女”は魔女(サマンサ)についてのテレビシリーズでした。彼女はダーリンという名の人間と結婚しました。サ

マンサは愛情のある妻で、呪文あるいは自身の力を使うことなく彼女の人生を送りたかったのですが、それは言うほど

簡単なことではありませんでした。彼女の干渉する家族が周りで災難を起こすことがよくありましたので、サマンサは窮

地を脱するために、ほんの少しの魔法(鼻をぴくぴく動かす)をしばしば必要としました; ダーリンは非常に失望しましたが。

ゲームのセットアップ

8 枚のダーリンカードを取り除いてください。その後、残りのカードを一緒にシャッフルしてドローパイルを作ってください。

ドローパイルから各々のプレーヤーに 5 枚のカードを配ってください。

各々のプレーヤーに、1 枚のダーリンカードを与えてください; それらは、彼らの前でこの顔を維持します。

ディーラーの左側プレーヤーが最初に行います。

ゲームのプレイ

プレーヤーのターンに於いて、自身の手にあるカードを 1 枚ドローするか、あるいはカードを 1 枚プレイするか何れかを

行います。

プレーヤーがドローを選択をするなら、彼らはドローパイルから一番上のカードを取ってターンを終えます。プレイヤー

の手のカード枚数に制限はありません。

プレーヤーがプレイを選択をするなら、下記のカードガイドに従ってください。

勝利を得る条件が満たされるまで、プレーヤーはドローまたはプレイを続けます。捨て札されたカードは、捨て札デッキ

を形作らなければなりません。

勝利方法

サマンサとダーリンは、このままずっと幸せな人生を送りたいと思っています。しかし、サマンサの家族とダーリンのボ

スが関わるとき、それは簡単にはいきません。

ダーリンが自分自身であるとき、即ち彼はどんな形であれ”変身”していない場合、プレーヤーは 5 枚の”二人は幸せ”

カードを一緒にプレイしなければなりません(1 ターン内で)。



変身しているダーリン (Transforming Darrin)

干渉する家族は、サマンサの夫であるダーリンに魔法をかけて、彼をあらゆる種類のものに変

身させることが面白いことに気づきました。

あなたがゲームを始めるとき、ダーリンはいつもの正しい姿をしています。しかし、ゲームを通じ

て、彼は様々な方法で変身させられます。変身カードがプレイされたとき、あなたのダーリン

カードを覆うようにして置かれます。

ダーリンカードをカバーしている、これらのカードが 1 枚ある間、あなたは勝つことができません。

変身カードの右下(右上???)にある”サマンサ”のシンボルは、呪文を逆にして変身カードを捨て

札するために、あなたがプレイ(あなたターンで)しなければならない魔法カードが何枚であるか

ということを述べています。左上の例で、ダーリンはインディアンに変身しています。そして、2

つのサマンサシンボルがあります。

変身カードが既に変身しているダーリンに対してプレイされるなら、前の変身カードは捨て札さ

れ、新しいものと取り替えられます。

魔法カード (Magic)

1 枚または多くの魔法カードは、あなたのダーリンカード上にある変身を元に戻すために、あな

たのターンでプレイできます; 魔法カードと変身カードは捨て札されます。

または、その代わりに、あなたは別のプレーヤーのターンに於いて、あなたに対してプレイされ

た”ラリーテート(Larry Tate)”カードを打ち消すために魔法をプレイできます。ラリーテートカード

と魔法カードは捨て札されます。

あなたが、1 枚または多くの魔法カードをプレイするときは常に、あなたの魔法カード 1 枚を打

ち消すために、どんなプレーヤーでも、彼らのメインデッキダーリンカード(彼らの前にある表向

きのものではない)1 枚をプレイできます。ダーリンカードと魔法カード 1 枚を捨て札します。

エンドラカード (Endora)

“エンドラ(Endora)”は、サマンサの干渉する母親です。そして、彼女は常に人間である義理の息子に対してトラブルを

引き起こそうとしています。

エンドラカードには、2 つの用途があります;

あなたは、自身のターンに於いて、別のプレーヤーからカードを見ないで 1 枚奪って、そのカードを自身の手に加えるた

めに、エンドラカードをプレイできます。その後、エンドラカードは捨て札されます。

あるいは、自身のターンに、別のプレイヤーのダーリンを変身させために、あなたは手からの変身カードに加えてエンド

ラカードをプレイできます。こうするためには、あなたはエンドラカードを捨て札して、あなたの目標プレーヤーが所有し

ているダーリンカードの上に、変身カードを置いてください。

二人は幸せカード (Happily Married)

ゲームに勝つために、あなたは、自身のターンに於いて二人は幸せカードを 5 枚一緒にプレイしなければなりません。

あなたのダーリンが変身中でない場合にだけ、それをすることができます。

その他のカード (Other)

他のカードは、自身のターンに、あなたの選んだプレーヤーに対して、全てプレイされます。それらの何枚かは、あなた

がエンドラカードでするのと同じ方法で、変身カードをプレイすることができます。カードは捨て札されます。

他のカード各々の上にあるカードテキストは、それらがどのように働くかについて説明しています。

Bewitched is a copyrighted property. This is an unauthorised, unofficial game produced merely for the entertainment

of fans and is non-profit making. 

Produced by MM Games 

For more information visit 

http://mmboardgames.page 



1. ダーリンカードの説明

Darrin main deck Darrin

勝つためには二人は幸せカード

を 5 枚プレイしなければならない

これはゲームデッキで

シャッフルしてはならない

あなたは魔法の使用を

捕らえることができる!

別のプレイヤーがプレイ

する魔法カードを打ち消す

2. 変身呪文カードの説明

(1 Samantha symbol) (1 Samantha symbol) (1 Samantha symbol)

ダーリンの髪の毛が変身

このカードは自分自身にプレイ不可

ダーリンは騎士に変身

このカードは自分自身にプレイ不可

ダーリンは案山子に変身

このカードは自分自身にプレイ不可

(2 Samantha symbols) (2 Samantha symbols) (3 Samantha symbols)

ダーリンはお婆さんに変身

このカードは自分自身にプレイ不可

ダーリンは子供に変身

このカードは自分自身にプレイ不可

ダーリンは狼男に変身

このカードは自分自身にプレイ不可



3. 魔法カードの説明

Samantha

魔法カード

変身カード、ラリーテート

カードを打ち消す

メインデッキダーリンカード

で打ち消される

4. エンドラカードの説明

Endora Endora

他のプレイヤーのカードを 1 枚奪う

または

ダーリンに変身呪文を

かけることができる

全ての他のプレイヤーのカードを奪う

または

ダーリンに変身呪文を

かけることができる

5. 二人は幸せカードの説明

Happily Married

これらのカード 5 枚を

プレイすれば勝利する

ダーリンが変身呪文下

にないことが条件



6. その他のカードの説明 1

Larry Tate Aunt Clara Aunt Clara

大きな商談に取り組んでいる

選ばれたプレイヤーは

カード 3 枚を捨て札する

但し魔法カードを直ちに

プレイした場合は除く

選ばれたプレイヤーは

カード 2 枚を捨て札する

または

ダーリンに変身呪文を

かけることができる

選ばれたプレイヤーは

カードを全て捨て札する

または

ダーリンに変身呪文を

かけることができる

Uncle Arthur Uncle Arthur Uncle Arthur

全てのプレイヤーはカード 2 枚を左側

のプレイヤーに渡さなければならない

または

ダーリンに変身呪文を

かけることができる

各プレイヤーはカードを全て左側の

プレイヤーに渡さなければならない

または

ダーリンに変身呪文を

かけることができる

全てのプレイヤーはカード 1 枚を左側

のプレイヤーに渡さなければならない

または

ダーリンに変身呪文を

かけることができる

Serena Gladys Kravitz Tabitha

選ばれた 2 人のプレイヤーは

自身の手を交換する

または

ダーリンに変身呪文を

かけることができる

任意のプレイヤーの前に置く

そのプレイヤーが自身の

手を捨て札するまで留まる

それまで魔法カードを

プレイできない

全ての他のプレイヤーから

ランダムにカード 3 枚を得る

または

別のプレイヤーの全ての

カードを捨て札させる



7. その他のカードの説明 2

Samantha Samantha Samantha

あなたに対してプレイされた何れか

1 枚のカードを打ち消せる

このターンに望むだけの多くの

カードをプレイできる

捨て札デッキから何れか

3 枚のカードを得られる

Samantha

あなたは時間を止めた!

全てのプレイヤーは留まる

あなたは別のプレイヤーの

手から奪える

(カードバック)


