
プレイングマニュアル
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概　要
プレイヤーは、とある国家の特務機関の中でも最重要とされる爆
弾処理隊「ボムスカッド」の一員です。全員がチームとして協力し、
互いの手の内のタイルを予想し、アイテムを駆使し、ミスなく爆
弾を解体しましょう！

内容物
●タイル立て……5 本
●コードタイル……70 枚
  - 番号タイル……48 枚　1 ～ 12 の数字　各 4 枚ずつ
  - 爆弾タイル……11 枚
  - スタータイル……11 枚

番号タイル

11

11

1.51.5

1.51.5
爆弾タイル

1.11.1

1.1 1.1
スタータイル （ウラ：共通）

●ライフチップ……8 枚 オモテ ウラ

●ヒントチップ……27 枚
　 1 ～ 12 の数字、および
　スター　各 2 枚ずつ
　爆弾　１枚

……

　※ 爆弾のヒントチップはアイテムカード９．Safety 使用時のみゲームに登場
する可能性があります。詳細は【アイテムカード一覧】をご覧ください。

●順番無視チップ……5 枚 ●封印チップ……16 枚

●矢印チップ……8 枚

●アイテムカード……12 枚 オモテ ウラ

1 Di�erent

いつでも：

隣り合うコードタイル
を２枚選び、数字が異
なることを宣言する。
コードタイルは未解体
状態でも解体状態でも
構わない。

●制限カード……13 枚 オモテ ウラ

1
Limit

Limit

●Other カード……1 枚

other
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●ダブルカード……7 枚 オモテ ウラ

●リーダーカード……1 枚

●リファレンスシート……5 枚
●マニュアル……1 冊
●シナリオブック……1 冊

目　的
『ボムスカッド』は、ミッションをベースとして、プレイヤー全員
で爆弾解体を行う協力ゲームです。
限られた情報の中で、プレイヤー全員が力を合わせて、仕掛けら
れた爆弾を解体していきます。
爆弾を解体するためには、同じ数字のコードタイルを 2 枚ペアで
解体していきます。
なるべくミスを減らしてミッションクリアを目指してください。

協力ゲーム
『ボムスカッド』は全員が勝利するか、全員が敗北するかのいずれ
かです。プレイヤーは全員で協力してミッションに挑み、勝利を

目指しましょう！

ミッションベース
プレイヤーは爆弾解体のプロとなります。50 種類のミッション
を連続してプレイしていきます。もし望むならば、好きなミッショ
ンをプレイすることもできます。ミッションは別冊の【シナリオ
ブック】に記載されています。
ミッションの全てを 1 度にプレイすることはできないことでしょ
う。何回か『ボムスカッド』をプレイする仲間と集まる機会を設け、
ミッションをクリアしていきましょう！
ミッションは最初は簡単ですが、徐々に難しくなっていきます。

ゲームの流れ
全員でシナリオブックを見て、どのミッションを行うかを決めま
す。
このゲームをプレイするのが初めての人が多い場合は、シナリオ
１～５をプレイすることでルールを覚えることができるため、最
初からプレイすることをおすすめします。

ミッションの準備
各ミッションを始める前に次の手順を行います。
１．リーダーを 1 人決めます。ミッションを順番にこなしている

場合、前のリーダーの左隣のプレイヤーがリーダーとなります。
そうでない場合、ランダムにリーダーを決めます。

　リーダーとなったプレイヤーはリーダーカードを受け取り、自
分の前に置きます。

２．リーダーは今回のミッションを読み上げます。
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３．各プレイヤーはタイル立て 1 本、ダブルカード 1 枚を受け取
ります。

　２人プレイの場合、全員タイル立て２本、ダブルカード１枚を
受け取ります。

　３人プレイの場合、リーダーがタイル立て２本、ダブルカード
１枚を受け取ります。他のプレイヤーはタイル立て１本、ダブ
ルカード１枚を受け取ります。

　各プレイヤーは、
　・ タイル立てを自分の前に置きます。
　・ ダブルカードは自分の前にオモテの未使用状態にして、全員

に見えるように置きます。
　・ タイル立ての奥にコードタイルやヒントタイルを並べて置く

スペースを確保します。
　それ以外のダブルカード、タイル立ては使用しないので箱に戻

します。

４．ミッションを見て必要な爆弾タイル、スタータイルをそれぞ
れ準備します。（※爆弾タイルあるいはスタータイルが「×」の
場合、この手順はそれぞれ行いません。）

　ミッションには、1や1のように、爆弾タイルやスタータイル
の混ぜ方を四角数字で示してあります。

　・ 1のような白四角に入った数字は、判明済みタイルの枚数を
示します。ウラにして混ぜた爆弾タイルやスタータイルから、
数字の枚数を引き、オモテにして全員に見せます。

　・ 1のような黒四角に入った数字は、未判明タイルの枚数を示
します。ウラにして混ぜた爆弾タイルやスタータイルから、
数字の枚数を引き、ウラ向きのままにします。

　・ 3→1のような場合、爆弾タイルやスタータイルの中から白
四角の枚数を引き、全員に見せます。その後、引いた爆弾タ
イルやスタータイルをウラ向きにしてよく混ぜ、そのなかか
ら黒四角の枚数をウラ向きのまま引きます。

５．４で準備した爆弾タイルとスタータイル、およびミッションで
指定された番号タイルをウラ向きにしてよく混ぜ、各プレイ
ヤーになるべく均等に配ります。

　ただし、２～３人の場合、タイル立てごとに別々に配ります。
　各プレイヤーは配られたコードタイルをタイル立てごとに、左

から右に数字が小さい順に自分だけが見えるように並べます。
　こうしてタイル立て上で並べられたコードタイルの列を「コー

ド列」と呼びます。

1 3 3.5 6 8 10

コード列

2 2 5 6 7 12

コード列

６．アイテムカードをウラ向きにしてよく混ぜ、ミッションに書
かれた枚数を引き、テーブル中央にオモテにして並べます。そ
れ以外のアイテムカードは使用しないので箱に戻します。

　並べたアイテムカードの上に１枚ずつ封印チップを載せます。

７．ライフチップを４枚、テーブル中央にオモテにして並べます。
　※前のミッションで敗北している際はライフチップが増えます。
　　
８．ミッションの制限カードをウラ向きにしてよく混ぜ、必要な

枚数を引きます。
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　ミッションの追加ルールに従い、制限カード、Other カード、
矢印チップをならべます。

　使用しない制限カード、Other カード、矢印チップは箱に戻し
ます。

９．ヒントチップを全て、テーブル中央にまとめて置きます。

10．その他、ミッションの追加ルールによってさらなる準備が必
要な場合があります。

以上で準備完了です。

コードタイルの状態
コードタイルがタイル立てに載ってい
る状態を未解体状態、コードタイルが
タイル立ての奥に並べられている状態
を解体状態と呼びます。
コードタイルを未解体状態から解体状
態にするためには、後述する【メイン
フェイズ】で【解体アクション】を行い、
成功させる必要があります。

1 9

2 3 6 10

解体状態

未解体状態

ミッションの終了条件
ミッションの勝利条件や敗北条件のいずれか１つでも満たした場
合、直ちにミッション終了です。

勝利条件
Ａ．全てのプレイヤーの全コードタイルが解体状態になっている

こと。

　プレイヤーの勝利です！次のミッションに進みましょう！

敗北条件
Ａ．爆弾タイルを後述する【爆弾解体】アクション以外で他プレ

イヤーに見せる。
Ｂ．ライフチップが全てウラになる。
Ｃ．その他、各ミッションの追加ルールで指示がある場合、その

敗北条件を満たす。

A ～ C のいずれかの条件を満たしたら、即座にプレイヤーの敗北
となります！ライフチップを１つ増やして同じミッションを再プ
レイしてください。

コミュニケーション
全てのプレイヤーは特にルールで指示がない限り、自分のコード
タイルを見せたり、内容を言ったり示唆するような事はできませ
ん。
また、アイテムカードの一部には使用条件が存在しますが、アイ
テムが使用できる状況かどうかを話すこともできません。

ミッションやアイテムのルール
ミッションやアイテムには様々な追加ルールが存在します。
説明書に書かれたルールと、ミッションやアイテムの追加ルール
で矛盾がある場合、ミッションやアイテムの追加ルールに従いま
す。
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ミッションの手順
ミッションは以下の２つのフェイズからなります。
１．初期ヒントフェイズ
２．メインフェイズ

１．初期ヒントフェイズを行った後、２．メインフェイズをミッ
ション終了まで行います。

１．初期ヒントフェイズ
リーダーから時計回りで順番に、自分の「コード列」から１枚コー
ドタイルを手に取り、全員に公開します。これを全員が 1 回ずつ
行います。
ただし、爆弾タイルとスタータイ
ルは公開できません。公開した
コードタイルを「コード列」の同
じ場所に戻します。その後、ヒン
トチップを公開したコードタイル
の奥に置きます。

ヒントチップについて
ヒントチップが奥に置いてあるコードタイルは、いつでもその内容を
他プレイヤーに教えてかまいません。
万が一、ヒントチップが足りない場合は、別のもので代用してください。

※ ２～３人プレイで「コード列」が２つあるプレイヤーがいる場合
でも、各プレイヤーは１枚しかコードタイルを公開できません。

２．メインフェイズ
リーダーから時計回りで順番に手番を行います。これをミッショ
ンの終了条件を満たすまで何周も行います。ただし、自分のコー
ドタイルが全て解体状態になっているプレイヤーは手番を行わず
にパスします。

手番では以下の 3 つの【解体アクション】のうち 1 つを行います。
A．協力解体
B．自力解体
C．爆弾解体

A．協力解体
【協力解体】は２人のプレイヤー
で協力する【解体アクション】で
す。同じ番号の自分のコードタイ
ルと他プレイヤーのコードタイル
を 1 枚ずつ、2 枚のペアで解体し
ていきます。
具体的な手順を説明します。

１．まず、手番プレイヤーは他プレイヤー１人の「コード列」に
ある未解体状態（タイル立てに並んでいる状態）のコードタイ
ルを 1 枚選びます。

２．次に選んだコードタイルについて数字の予想をして、「このタ
イルは３です」のように数字を宣言します。この時に宣言でき
る数字には制限があり、自分の未解体状態のコードタイルにあ
る数字のみです。

３．相手のプレイヤーは、選ばれたコードタイルの数字が宣言と
とあっているかどうかを確認し、以下のように行います。
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選ばれたコードタイルと宣言の数字が合っている場合：
成功です！
４-a．相手のプレイヤーは選ばれたコードタイルをそのままタイ

ル立ての奥側に倒し、全員に公開します。このコードタイルは
解体状態になります。

５-a．宣言したプレイヤーは自分の宣言した数字のコードタイル
を１枚選び、そのままタイル立ての奥側に倒し、全員に公開し
ます。このコードタイルも解体状態になります。

選ばれたコードタイルと宣言の数字が間違っている場合：
失敗です！
４-b．オモテになっているライフチップを１枚裏返します。この

時点でオモテになっているライフチップが０個になった場合、
直ちに敗北します。

５-b．相手のプレイヤーは選ばれたコードタイルを全員に公開し
ます。その後、タイル立ての同じ場所に戻します。その数字の
ヒントチップを、コードタイルの奥（タイル立ての奥側）に置
きます。もし公開したコードタイルが爆弾タイルだった場合、
直ちに敗北します。

スタータイル
スタータイルの解体も番号タイルと同様に行います。ただし、ス
タータイルの場合は、数字ではなく「このタイルはスターです」
のように宣言し、番号タイルと同じように処理します。この場合
も、自分の未解体状態のコードタイルにスタータイルがある場合
しか行えません。

ダブルカードの使用
ダブルカードを使用すると、１．の手順で選べるコードタイルが

２枚になります。ただし、宣言できる数字は１種類のままです。
選ばれた２枚のタイルのうち、どちらか片方の数字が合っていれ
ば成功です。たとえ２枚とも数字が合っていたとしても、１枚し
か解体状態にできません。
選ばれた２枚のタイルとも、宣言の数字と違っている場合、失敗
です。その場合、５-b．の手順で選ばれた２枚のうち１枚のみ、コー
ドタイルを公開して戻し、ヒントチップをコードタイルの奥に置
きます。
※ 選ばれた２枚の中に爆弾タイルが１枚あったとしても、爆弾タ

イルではないほうのコードタイルを公開すれば、即座に敗北す
ることはありません。

成功、失敗にかかわらずダブルカードを裏返し使用済にしてくだ
さい。

アイテムカードの使用
アイテムカードの中には、タイミングが「解体アクション」となっ
ているものがあります。この場合【解体アクション】としてアイ
テムの効果を使用します。詳しい効果は【アイテムカードの一覧】
を参考にしてください。

アイテムカードについて
ミッション開始時、アイテムカードの上に封印チップが載っています。
封印チップが載っている状態では、そのアイテムカードを使用するこ
とができません。
封印チップを除去するためには、【解体アクション】を実行し、そのア
イテムカードの数字と同じ数字の番号タイルを 2 枚以上解体状態にす
る必要があります。
封印チップは除去されたら箱に戻してください。
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アイテムカードには使用タイミングが大きく 3 種類あります。
Ａ．解体アクション
　　手番プレイヤーが【解体アクション】として使用する。
Ｂ．いつでも
　　どのプレイヤーも使用可能。【解体アクション】に含めない。
C. その他、具体的なタイミングが書いてある。
　　手番プレイヤーが、そのタイミングで使用する。
どの場合も、使用後はアイテムカードを裏返します。
それぞれのアイテムカードの効果については【アイテムカードの一覧】
を参照してください。

B．自力解体
【自力解体】は１人のプレイヤーで行う【解体アクション】です。
ただし、行うには２つの条件があり、どちらか１つを満たさない
といけません。

ⅰ．既に「その数字と同じ番号タイル」や「スタータイル」が全
プレイヤーで 2 枚以上解体状態になっており、自分が「その数
字と同じ番号タイル」や「スタータイル」を２枚持っている。

ⅱ．自分が未公開状態の同じ番号タイルを４枚持っているか、自
分が未公開状態のスタータイルをそのミッションで使う全枚数
持っている。

　例えば、そのミッションでスタータイルを 2 枚使用する場合は
全枚数の 2 枚、スタータイルを 4 枚使用する場合は全枚数の 4
枚を自分が持っている場合です。

※ ２～３人プレイの場合、２つの「コード列」を持っているプレ
イヤーが存在します。そのプレイヤーは２つの「コード列」を
合わせて条件を満たしてもかまいません。

具体的な手順を説明します。
１．「その数字と同じ番号タイル」や「スタータイル」を全て選び、

それらをそのままタイル立ての奥側に倒し、全員に公開します。
そのコードタイルは解体状態となります。

44

2 4 4 5.5 7 12

2 枚以上
解体状態になって
いる数字である

解体状態

自分がその数字を 2枚
持っている

自力解体できる

1 3 3.5 6 8 10 2 3 5 5.5 7 12

同じプレイヤー

3

3

ひとりのプレイヤーが 2つコード列を
持っている場合、そのコード列を合わせて
自力解体を行なうことができる

解体状態
自力解体できる

1 3 3 6 8 10 3 3 5 5.5 7 12

同じプレイヤー

自分が未公開状態の同じ番号タイルを 4枚全て、または
ミッションで使う全枚数のスタータイルを持っている場合、
自力解体を行うことができる

自力解体できる
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C．爆弾解体
【爆弾解体】は１人で行う特殊な【解体アクション】です。この方
法でしか安全に爆弾を公開することができません！
自分の「コード列」にある未公開状態のコードタイルが爆弾タイ
ルのみになった場合のみ、行うことができます。
※ ２～３人プレイの場合、２つの「コード列」を持っているプレ

イヤーが存在します。そのプレイヤーは２つの「コード列」を
合わせて条件を満たしてもかまいません。

　
具体的な手順を説明します。
１．自分の爆弾タイルを全て選び、それらをそのままタイル立て
の奥側に倒し、全員に公開します。その爆弾タイルは解体状態と
なります。

追加ルール
一部のミッションには追加ルールが存在します。追加ルールに
よってプレイヤーはさらなる困難に直面することでしょう！それ
を超えた先にはより一層の感動が生まれます。

解体する数字の順番
特定の数字を先に解体しなければ、そのあとの数字を解体できな
いミッションです。
制限カードと矢印チップを使い表現します。

ミッションの準備：
　制限カードをウラ向きによく混ぜ、ミッションの「制限カード」

の枚数だけ引きテーブル中央に左から順番に並べます。それ以
外の制限カードは使用しないので、箱に戻します。

　※ スタータイルを使用しないミッションでスターの制限カード
を引いた場合は、その制限カードを箱に戻し、代わりの制限
カードを 1 枚引きます。

　ミッションの「追加ルール」に書かれたとおりに並べた制限カー
ドの間に矢印チップをならべます。

　矢印チップはオモテは「 」、ウラは「 」となっているので、
注意してください。

ミッションの内容：
□  □
　左の番号タイルやスタータイルが2枚以上解体状態でなければ、

右の数字タイルを解体することができません。【解体アクショ
ン】で右の数字の質問をすることも、解体状態にすることもで
きません。
例） 6 →４の場合、「6」の番号タイルが 2 枚以上解体状態でなければ、



ー 21 ーー 20 ー

「4」の番号タイルに対して【解体アクション】をすることがで
きません。

□  □
　左の番号タイルやスタータイルが全て解体状態でなければ、右

の数字タイルを解体することができません。
　【解体アクション】で右の数字の質問をすることも、解体状態に

することもできません。
例） 2 10 の場合、「2」の番号タイルが 4 枚全て解体状態でなけ

れば、「10」の番号タイルに対して【解体アクション】をするこ
とができません。

Other  □
　右の番号タイルやスタータイル以外の全ての数字タイルがそれ

ぞれ 2 枚以上解体済でなければ、右の番号タイルやスタータイ
ルを解体することができません。
例） Other 6 の場合、「6」以外の全ての番号タイルやスタータイ

ルがそれぞれ 2 枚以上解体状態でなければ、「6」の番号タイル
に対して【解体アクション】をすることができません。

いずれの場合も、左の制限カードの条件を満たしたら、その制限
カードを裏返します。

手番プレイヤーの指名
通常のミッションと違い、次の手番プレイヤーを誰かが指名する
ミッションです。
プレイヤーが、次の手番プレイヤーをだれにするかの相談をする
ことは禁止です。

ミッションの内容：
・リーダーが次の手番プレイヤーを指名する。
　【メインフェイズ】で現在の手番プレイヤーが手番を終了した

後、リーダーが次の手番プレイヤーを指名します。
・現在の手番プレイヤーが次の手番プレイヤーを指名する。
　【メインフェイズ】で現在の手番プレイヤーが手番を終了した

後、そのプレイヤーが次の手番プレイヤーを指名します。

場に置かれたコードタイル
1 枚だけ場にコードタイルを置くミッションです。

ミッションの準備：
　【ミッションの準備】の５．の手順で、コードタイルを 1 枚だ

け場にウラ向きにして置きます。この内容は誰も見ることがで
きません。

ミッションの内容：
　【解体アクション】の【協力解体】で場のコードタイルを選んで

もかまいません。
　【協力解体】と同じように「このタイルは３です」「このタイル

はスターです」のように宣言し、その後、このタイルを公開し
ます。

　成功した場合、【協力解体】と同じように処理します。失敗した
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場合、直ちに敗北します。

順番無視のコードタイル
各プレイヤーに配られたコードタイル１枚を数字の小さい順に並
べないミッションです。

ミッションの準備：
　【ミッションの準備】の５．の手順で、各プレイヤーの最後に配

られたコードタイルは数字の小さい順に並べず、タイル立ての
一番右に置きます。これが分かるようにこのコードタイルの裏
側に順番無視チップを置きます。

ミッションの内容：
　【解体アクション】でこのコードタイルを選んでもかまいませ

ん。通常のコードタイルと同じように処理します。
　一部のアイテムカードで隣接するコードタイルを対象とするも

のがありますが、順番無視チップの置かれたコードタイルを対
象とすることができません。

一部の要素禁止
ゲーム中許されていたルールや手順の一部を禁止するミッション
です。

一切の相談禁止
ミッション内容：
　各プレイヤーは一切の相談をすることを禁止するミッションで

す。ただしルールの確認などは行って構いません。ゲームの攻
略や情報に関することを話したり示すのは一切禁止です。

リーダーの初期ヒントフェイズの禁止
ミッション内容：
　リーダーは【初期ヒントフェイズ】で自分のコードタイルを公

開することができません。

ダブルカードの禁止
ミッション準備：
　【ミッションの準備】の３．の手順で、ダブルカードは全て使用

せず、箱に戻します。【ミッションの準備】の６．の手順で、ダ
ブルカードにかかわるアイテムカードを引いた場合、それを箱
に戻し、別のアイテムカードを引いてください。

ミッション内容：
　このミッションではダブルカードを一切使用することができま

せん。

解体する数字の指定
このミッションでは制限カードで指定された数字やスターしか

【解体アクション】で対象にできません。

ミッション準備：
　スタータイルを使用しないミッションの場合は、スターの制限

カードを除外します。制限カードをウラ向きにしてよく混ぜ、
制限カードの山を作りテーブル中央に置きます。

　隣に制限カードの捨て札置き場を確保します。

ミッション内容：
　リーダーは山から制限カードを１枚引きます。その後、リーダー

は今回の手番プレイヤーを指定します。手番プレイヤーは引い
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た制限カードの数字の番号タイルやスタータイルのみ今回の
【解体アクション】の対象に出来ます。引いた制限カードは捨て
札置き場にオモテ向きに置きます。

　手番プレイヤーが制限カードで指定された数字やスターの、未
公開状態のコードタイルが無い場合、ライフチップを 1 枚裏返
します。代わりにコードタイルを 1 枚公開して戻し、ヒントチッ
プをそのコードタイルの奥側に置きます。リーダーはその後、
別のプレイヤーを指定してください。

　既に、制限カードで指定された数字の番号タイルやスタータイ
ルが全て解体状態の場合、その制限カードは箱に戻し、もう１
枚制限カードを引きます。

　制限カードの山にカードがなくなった場合、捨て札置き場に置
かれた制限カードをウラ向きにしてよく混ぜ、再度、制限カー
ドの山を作ります。

リスクの高いプレイヤー
このミッションではプレイヤーを１人指名し、そのプレイヤーが

【解体アクション】で失敗した際に直ちに敗北します。

ミッション内容：
　リーダーは【初期ヒントフェイズ】が終わり、【メインフェイズ】

に入る前に、プレイヤーを１人指名します。通常通りミッショ
ンをプレイしますが、その指名プレイヤーが【解体アクション】
で失敗した場合、直ちに敗北します。

アイテムカードの一覧
1　Different（ディファレント）
いつでも：
隣り合うコードタイルを２枚選び、数字が異なることを宣言する。
コードタイルは未解体状態でも解体状態でも構わない。

自分の「コード列」で隣接する２枚のコードタイルについて、こ
の２枚は数字が違うことを宣言します。それらのコードタイルは
未解体状態でも解体状態でも構いません。
ただし、未解体状態のタイルを他プレイヤーに見せてはいけませ
ん。スタータイルは、スタータイル同士での数字は違いますが、
全て「スター」として扱います。
同様に、爆弾タイルは数字は違いますが、全て「爆弾」として扱
います。
例えば、２枚のうち片方が、番号タイル、もう片方が、スタータ
イルや爆弾タイルの場合は「Different」の宣言ができます。
２枚ともスタータイルの場合、「Different」の宣言ができません。

【追加ルール：順番無視のコードタイル】のあるミッションの場合、
順番無視チップのあるコードタイルは「Different」の対象にでき
ません。

2　Swap（スワップ）
いつでも：
自分と隣１人の間で未解体状態のコードタイルを１枚ずつ同時に交換
する。
どのコードタイルを抜いてどこに入れたか場所を明示してよい。

使用者は自分の右隣か左隣のいずれかのプレイヤーを選び、その
プレイヤーとコードタイルを１枚交換します。
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１．使用者は左右どちらのプレイヤーとコードタイルを交換する
か宣言します。

２．それぞれのプレイヤーはどのコードタイルを交換するか同時
に決定します。

３．コードタイルは他プレイヤーに内容を見られないように交換
します。

４．交換したコードタイルは「コード列」の左から右に数字の小
さい順に並べるルールに従って入れる場所を決めてください。

　※ 交換前のコードタイルと同じ場所とは限らないことに注意し
てください。

　※  2 ～ 3 人プレイの場合、1 人のプレイヤーが 2 つの「コード
列」を持っていることがあります。この場合、同じ「コード
列」に入れてください。

　※ スタータイルや爆弾タイルを交換してもかまいません。爆弾
タイルを Swap で交換したとしても即座に敗北することはあ
りません。

【追加ルール：順番無視のコードタイル】のあるミッションの場合、
順番無視チップのあるコードタイルを交換に出した場合、手に入
れたコードタイルも順番無視チップのある場所に入れてくださ
い。

3　Triple（トリプル）
解体アクション：
コード列１つに対してコードタイル 3 枚を選んで数字を宣言する。

【解体アクション】として使用します。【ダブルカードの使用】と
ほぼ同じ効果です。違うのは、選ぶコードタイルが２枚ではなく
３枚という点です。

4　Open（オープン）
いつでも：
コードタイル 1 枚の内容を公開し、ヒントタイルを置く。爆弾とスター
は不可。

自分の未解体状態のコードタイルを１つ選び、全員に見せます。
その後、タイル立てに戻します。
ヒントタイルをそのコードタイルの奥側に置きます。
爆弾タイルとスタータイルは選べません。

5　ALL（オール）
解体アクション：
コード列 1 つに対してコードタイル全てを対象に数字を宣言する。

【解体アクション】として使用します。【ダブルカードの使用】と
ほぼ同じ効果です。違うのは、選ぶコードタイルが２枚ではなく
全てという点です。

6　1 Life（ワンライフ）
いつでも：
ライフが１回復する。※全快状態では使用不可

ライフチップを１枚オモテ向きにします。ウラになっているライ
フチップが１枚もない全快状態の場合は、使用できません。
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7　2 Double（ツーダブル）
いつでも：
ダブルカードが２枚回復する。

各プレイヤーが持っているウラ向き（使用済）のダブルカードを
２枚選んでオモテ向きにします。ウラになっているダブルカード
が１枚しかない場合でも使用できますが、残り１枚の効果は無く
なります。

8　Audience（オーディエンス）
いつでも：
全員に対して、ある数字タイルを所有しているか質問できる。枚数は
判らない。
爆弾とスターは指定できない。

使用者は数字を 1 つ決めます。その後、「あなたのコード列に 5
はありますか？」のように質問します。
使用者を含めた全員は、言われた数字について未公開状態の番号
タイルが自分の「コード列」にあるかどうかを回答します。
その際に枚数は回答しないでください。
2 ～ 3 人プレイの場合に 1 人のプレイヤーが 2 つの「コード列」
を持っていることがあります。その場合は「コード列」ごとに回
答します。

9　Safety（セーフティ）
解体アクション実行時：
結果にかかわらずライフが失われないし、即座に敗北しない。

使用者は【解体アクション】を行う際に、「Safety」の使用を宣
言します。その場合は失敗したとしてもライフを失うことはあり

ません。また、即座に敗北する条件を満たした場合でも、敗北し
ません。
ただし、【解体アクション】の結果にかかわらず、「Safety」は使
用済みとなります。
爆弾タイルを公開した場合は、直ちに敗北することには変わりあ
りません。この場合のみ、爆弾のヒントチップを置いてください。

【解体アクション】の結果を聞いてから「Safety」を使用するこ
とはできません。

10　2 Numbers（ツーナンバース）
解体アクション：
コードタイル 1 枚に対し数字を 2 つ宣言する。ただし、どちらの数字
も自分の未解体状態のコードタイルにあること。

【解体アクション】として使用します。【自力解体】で予想する数
字（スター含む）を 2 つ選べます。
その際に、予想する 2 つの数字（スター含む）は、どちらも自分
の「コード列」にその数字（スター含む）の未解体状態の番号タ
イルやスタータイルが存在する必要があります。
ダブルカードや「３．Triple」、「５．ALL」のアイテムカードと
組み合わせて使用してかまいません。

11　Skip（スキップ）
手番開始時：
手番を好きなプレイヤーに代わってもらう。
※以降の手番は代わったプレイヤーから順番に行う。

手番プレイヤーが手番開始時に他のプレイヤーを1人指名します。
その指名されたプレイヤーが新たな手番プレイヤーとなります。
以降は、指名されたプレイヤーから時計回りで手番が回ります。
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【追加ルール：手番プレイヤーの指名】のあるミッションの場合、
その追加ルールに従います。

12　Same（セイム）
いつでも：
隣り合うコードタイルを 2 枚選び、数字が同じことを宣言する。
コードタイルは未解体状態でも解体状態でも構わない。

自分の「コード列」で隣接する２枚のコードタイルについて、こ
の２枚は数字が同じことを宣言します。これらのコードタイルは
未解体状態でも解体状態でも構いません。
ただし、未解体状態のタイルを他プレイヤーに見せてはいけませ
ん。

スタータイルは数字は違いますが、全て「スター」として扱います。
同様に、爆弾タイルは数字は違いますが、全て「爆弾」として扱
います。
例えば、２枚のうち両方ともスタータイル、両方とも爆弾タイル
の場合は「Same」の宣言ができます。

【追加ルール：順番無視のコードタイル】のあるミッションの場合、
順番無視チップのあるコードタイルは「Same」の対象にできま
せん。 一部、ならびに全体の画像、文章の転用、転載は一切お断りいたし

ます。ご意見・ご感想は OKAZU（okazubrand@gmail.com）ま
でお願いいたします。
制作：OKAZU brand
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