
もう　はたらけない

はたらけなくなってしまった「はたらくさん」たち……

かれらの黒ずんだ魂を漂白するため、真綿のような労働
環境で包み込み、「ホワイト満足度」を上げましょう。

「ホワイト満足度」が上昇した「はたらくさん」たちは、
「Perfect White」という概念に昇華し、来世の企業戦士
として新たな生を授かることができるのです！

内容物

はたらくさんカードの見方

①色
この「はたらくさん」の色を表します。
R（赤）とG（緑）とB（青）の 3色があります。
RGBの3色をそろえるとPerfect Whiteに至ります。

②能力
「天国でも社畜」モードで使用する、この「はたらくさ
ん」の持つ能力を表します。
「やさしいせかい」モードでは使用しません。

③名前
④好物
はかなくなったことにより取り戻した、この「はたら
くさん」の名前と好物を表します。
ゲーム中は一切使用しません。

1.自分の手札と、自分の【SSS】にある「はたらくさん」
カードが全て Perfect White になった場合、その人が勝
利します。

2.山札の「はたらくさん」カードがなくなった場合、そ
の時点からさらに 1周ゲームを続けます。
1周するまでに 1.の条件が満たされなかったなら、
Perfect White にした「はたらくさん」カードの枚数が
1番多い人が勝利します。

1.全ての「はたらくさん」カードをよくシャッフルして、
裏向きに置いて山札にします。

2.全員が山札から「はたらくさん」カードを 4枚引いて
手札にします。

3.じゃんけんなどで順番を決めます。
勝った人を手番プレイヤーとして時計回りで進みます。

2 通りの遊び方

Perfect White には、
★対戦型の「天国でも社畜」モード
★協力型の「やさしいせかい」モード
の 2つの遊び方があります。
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はたらく社畜シリーズ第２弾
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†ゲームの勝利条件†

†ゲームの準備†

1.【神の見えざる手】（4面サイコロ）を振ります。

2.【SSS】に出ている自分の「はたらくさん」カードの
うち、【神の見えざる手】の結果と一致する数字の効果を
使います。複数の効果を使える場合、好きな順番で使っ
て構いません。

†ゲームの流れ†①
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この場合、【神の見えざる手】の
数字が「3」なので、3番目の効
果を使用することができます。

「天国でも社畜」モード用語解説

■SSS
正式名称は「シャイニング・ソウル・ステージ」。
「ホワイト満足度アップ！」した「はたらくさん」
が出てくる場のこと。
ホワイト満足度が上昇した「はたらくさん」の
魂は輝きだし、来世への旅立ちの準備を始める。

※自分の前に表向きで置きます。 自分の手札

自分のSSS
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「天国でも社畜」モード説明

3.手札にある「はたらくさん」カードのうち、【神の見
えざる手】の結果と一致する数字に「ホワイト満足度アッ
プ！」がある場合、自分の【SSS】に出せます。
複数のカードが「ホワイト満足度アップ！」した場合、
その全てを出すことができます。

4.【SSS】に出ている「はたらくさん」カードから、R
（赤）、G（緑）、B（青）の 3色をそろえると Perfect 
White に昇華させることができます。
その際、他の人の【SSS】に出ている「はたらくさん」カー
ドも使うことができます。

Perfect White にした「はたらくさん」カードは、他の
カードと混ざらないように脇に置いてください。

5.1 枚も Perfect White にできず、さらに手札の「は
たらくさん」カードの「ホワイト満足度」もアップしなかっ
た場合、【神の見えざる手】の数字と同じだけの枚数のカー
ドを山札から引きます。

6.手番プレイヤーが次の人（何も効果がなければ右隣の
人）に移ります。

以上の手順を、ゲームの勝利条件が満たされるまで繰り
返します。

・はかなくなってしまったことによりようやく個を取り戻し
始めたもうはたらけないはたらくさんカード　
合計 36 枚
 ( 内訳 )
　 R はたらくさんカード　×12 枚
 G はたらくさんカード　×12 枚
　 B はたらくさんカード　×12 枚

・【神の見えざる手】（4 面サイコロ）　×1個

【サイコロの見方】
床に接している部分の数字を読みます。
この場合、「３」になります。



手番プレイヤーは、「はたらくさん」カードを順番に 3枚
めくります。

めくった「はたらくさん」カードが 3枚とも同じ顔の
R（赤）、G（緑）、B（青）だった場合、その 3枚の
「はたらくさん」は Perfect White になります。

Perfect White にした場合、手番プレイヤーを変更せず
に再度「はたらくさん」カードを 3枚めくります。
3枚の「はたらくさん」カードがすべて同じ顔でない場合、
手番プレイヤーを左隣の人に移して手順を繰り返します。

以上の手順をゲームの勝利条件が満たされるまで繰り返
します。

おや……、お気づきになられましたか？
そう、これは 3 枚そろえる神経衰弱です！

みんなで相談しつつ、すべての「はたらくさん」たちを
Perfect White にしましょう！

†ゲームの流れ†

正：みんな同じ顔

誤：B( 青 ) が眼鏡をかけている

　神様は困っていました。
「最近、天国にやってくる魂たちの色が黒ずんでいる。こ
のままでは輪廻的な転生に支障が出てしまう……」

　困りすぎた神様は考えることを止めました。部下（天使）
たちに仕事を丸投げすることにしたのです！

「ちょっとこいつらの魂を真っ白に漂白して、来世に転生
させといて。ASAPでお願いね。案件は他にもたくさん
あるからさ！」

　今度は天使たちが困ってしまいました。
「どうしよう、とりあえずタワシでこすってみようか？」

　天使たちが丹精込めてゴシゴシすると、魂が目に痛い
ほどの赤や緑や青の原色に変色したのです。
　黒から原色になった魂は、それ以上こすっても色が変
わりませんでした。悩んだ天使たちは問題を放置し、別
の魂をこすり始めました。
　しばらくしたのち、ふと天使が放置された魂たちに目
を向けると……。

　なんということでしょう！

　3色の魂が合体し、純白に変化し輝きはじめたではあ
りませんか！

「Perfect White に、至った……！」
　ぼうぜんと眺めていた天使の口から零れ落ちた言葉。
Perfect White。世界を革命する白き輝き……！

　これで魂を来世の企業戦士として送り出すことができ
ます。
　天使たちは大喜び。次々と薄汚れた魂をゴシゴシして
ドッキングさせていきます。
　神様からの無茶ブリ案件も無事に解決し、天使たちは
今日もたのしくお仕事に励むのでした。

　めでたし、めでたし。

全ての「はたらくさん」カードを Perfect White にした
ら全員が勝利します。

1.全ての「はたらくさん」カードをよくシャッフルして、
裏向きに並べます。

†ゲームの勝利条件†

†ゲームの準備†

2.じゃんけんなどで順番を決めます。
勝った人を手番プレイヤーとして、時計回りで進みます。

「やさしいせかい」モード説明 †　とある天国での会話　† 「天国でも社畜」モード質疑応答

Q.01 勝利条件 1について 
手札とSSSのはたらくさんが 0になった人が同時に出
た場合、どちらがゲームに勝利しますか？ 
A.01 手番プレイヤーが勝利します。 

Q.02 勝利条件 2について 
はたらくさんの枚数の数え方は、3枚 1セットで 1カウ
ントですか？ 
A.02 いいえ、違います。 
Perfect White にしたはたらくさんの枚数をそのままカ
ウントします。 
（通常の Perfect White であれば 3枚、「解脱」で至っ
た Perfect White なら 1枚とカウントします） 

Q.03 ホワイト満足度アップについて 
神の見えざる手の結果で、ホワイト満足度アップした手
札のはたらくさんは、必ずSSSに出さなければいけませ
んか？ 
A.03 いいえ、出さないことも選べます。 

Q.04 はたらくさんの能力について 
神の見えざる手の結果と一致した、SSSのはたらくさん
の能力は必ず使わなければいけませんか？ 
A.04 はい、必ず使わなくてはいけません。 
ただし、「解脱」の能力だけは使わないことを選択できま
す。 

Q.05 他の人の SSSのはたらくさんについて 
他の人のSSSにいるはたらくさんの能力を使うことはで
きますか？ 
A.05 いいえ、できません。 
他の人の SSSのはたらくさんは、Perfect White にす
るためだけにしか使えません。 
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