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付録 2 - 査定カード

ゲーム終了得点計算ステッ
プ 2と同様に、あなたの
タンクにあるロー、ミドル、
ハイグレードオイルから資
金を得る。

ゲーム終了得点計算ステッ
プ 3と同様に、あなたの
持つロー、ミドル、ハイグ
レードオイルのパイプライ
ンから資金を得る。

タンクタイルごとに $10 を
得る。これは、ゲーム中常
にある査定タイルと同じ内
容です。つまり、この査定
で得られる資金が 2倍にな
ります。

レベル3のアップグレード
ごとに$100 を得る。

ゲーム終了得点計算ステッ
プ 3と同様に、機械に接
続されたパイプラインごと
に資金を得る。ゲームで常
に使用される査定タイルと
同じ物であり、このカード
と両方使用できる。効果は
重複する。

得点計算ステップ 2と同様
に、あなたのタンクにある
灰色オイルから資金を得る。
また、得点計算ステップ 3
に従い、あなたのパイプネッ
トワークにある灰色パイプ
ラインから資金を得る。

得点計算ステップ 2と同様
に、あなたのタンクにある
オレンジオイルから資金を
得る。
また、得点計算ステップ 3
に従い、あなたのパイプネッ
トワークにあるオレンジパ
イプラインから資金を得る。

得点計算ステップ 2と同様
に、あなたのタンクにあ
る水色オイルから資金を得
る。
また、得点計算ステップ 3
に従い、あなたのパイプネッ
トワークにある水色パイプ
ラインから資金を得る。

あなたのパイプネットワー
クにある、石油からローグ
レードオイルに精製できる
パイプラインごとに$10 を
得る。それより高いグレー
ドを精製するパイプライン
からは資金を得られない。

あなたのパイプネットワー
クにある、石油からミドル
グレードオイルに精製でき
るパイプラインごとに $20
を得る。それより高いグ
レードを精製するパイプラ
インからは資金を得られな
い。

あなたのパイプネットワー
クにある、石油からハイグ
レードオイルに精製できる
パイプラインごとに$30 を
得る。

達成済の契約たちを、再
度達成したかのように資金
を得る。

達成済の注文たちを、再度
達成したかのように資金を
得る。

次の表に従い、あなたのパイプ
ネットワークにある、パイプライ
ンの色とグレードの組み合わせ
数によって資金を得る。同じ組み
合わせのパイプは無視される。

•原油からローグレード（オレンジ）
•原油からミドルグレード（オレンジ）
•原油からハイグレード（オレンジ）
•原油からローグレード（水色）
•原油からミドルグレード（水色）
•原油からハイグレード（水色）
•原油からローグレード（銀色）
•原油からミドルグレード（銀色）
•原油からハイグレード（銀色）

次の表に従い、あなたのパイプ
ネットワークにある、機械に接
続されたパイプラインの色とグ
レードの組み合わせ数によって
資金を得る。同じ組み合わせの
パイプは無視される。

•原油からローグレード（オレンジ）
•原油からミドルグレード（オレンジ）
•原油からハイグレード（オレンジ）
•原油からローグレード（水色）
•原油からミドルグレード（水色）
•原油からハイグレード（水色）
•原油からローグレード（銀色）
•原油からミドルグレード（銀色）
•原油からハイグレード（銀色）

あなたが達成した契約と注
文に表示される、オイルの
色とグレードの組み合わせ
数によって資金を得る。同じ
組み合わせは無視される。 12
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