翻訳：上舘浩章

プレイ人数：2-5人
内容物：カード56枚

ルール

こねこばくはつ

こんなゲームです

カードデッキ（山札）には、
《こねこばくはつ》カードが何枚か入っ
ています。プレイヤーは、テーブルに裏向きに置かれた
デッキから、誰かが《こねこばくはつ》を引くまで順番に
カードを引いていきます。
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自分のカード8枚を全て手に取り、内容を確認する。

	

最初に、デッキから《こねこばくはつ》カード（4枚）を全
て取り除きわきによける。
爆弾処理
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それから、以下のどちらか1つを実行する：

パスする

カードを一切プレイしない。

	デッキから《爆弾処理》カード（6枚）を全て取り除き、
各プレイヤーに1枚ずつ配る。

プレイする

爆弾処 理

爆弾

処理
爆弾

処理

予知

私がや

こねこばくはつ

ORIGINAL EDITION!

各プレイヤーはゲームで最も強力なカードである《爆弾処理》
カード1枚を持ってスタートします。これはプレイヤーが《こね
こばくはつ》から逃れられる唯一のカードです。もしもプレイヤ
ーが《こねこばくはつ》を引いた場合でも、
《爆弾処理》カード
をプレイすれば爆発せずに、その《こねこばくはつ》を山札のど
こでも望む位置にこっそり戻すことができます。

こねこばくはつ

このカードを引いたプレイヤーは爆発します。
プレイヤーは死んでしまいゲームから脱落します。

2

	それが《こねこばくはつ》でないことを祈りながら山札

プレイヤー2人か3人の場合は

※ 字幕

そんなことするより、ネットで当社の
動画を見たほうがいいですよ。
www.explodingkittens.com/how

ゲームのプレイ方法を知るのに今どき
紙に書かれたルールを読むなんて。
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スゴイやつだぜ。グッジョブ、相棒。

を7枚ずつ配る。この結果、各プレイヤーの手
札はカード8枚となる。

つ》をデッキに戻す。
余った《こねこばくはつ》は今回のゲームでは使用しな
いので箱に戻す。

6
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こ
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こねこ こね はつ ばくはつ
ばくはつ ばくはつ
ばく

	デッキをシャッフルし、テーブル中央に裏向きに置く。
これがプレイヤー共通の山札となる。

そして、その他すべてのカードによって

「パスする」か「プレイする」
それからカードを引く。

ゲームの終了
最後まで爆発しないで残ったプレイヤーがゲームに勝利します。
山札のカードが足りなくなる心配は無用です。なぜなら、デッキ
には1人を除きプレイヤー全員が爆死するだけの《こねこばく
はつ》が入っているからです。

あと3つだけ
ゲーム開始して最初のうちは、あなたが爆発する可能性
は低いので、カードを節約しておくのが良い作戦です。

《こねこばくはつ》で自分が爆発する
危険を減らしていきます。

爆発の確率を計算するために、いつでも山札の残り枚数
を数えてかまいません（内容は見ないこと）。

たとえば
プレイヤーは 《予知能力》
カードを使用して山札の上からカード
を何枚かのぞき見ることができます。
もしも次が《こねこばくはつ》だった場
合、プレイヤーは続けて 《スキップ》
カードを使用することで自分のターン
を終了し、それを引くのを避けること
ができます。

あなたが望む枚数（0枚でも可）のカードをプレイして、それか
ら、カード1枚を引いてあなたのターンは終了する。

たとえば

プレイヤー4人でゲームする場合には、
《こねこば
くはつ》3枚をデッキに戻す。
プレイヤー3人でゲームする場合には、
《こねこば
くはつ》2枚をデッキに戻す。
これにより、最終的には1人を除いて全員が確実
に爆発することになります。

爆発したあなた、負けです。

爆発しなかったあなた、勝ちです。

再度確認しますが

理
処
弾
爆

	プレイヤー人数から1を差し引いた枚数の《こねこばくは

大まかに言うと

この負け犬爆弾野郎め、不幸がうつるわ。

そして時計回り順に次のプレイヤーへと手番（ターン）が
移り、ゲームは続いていきます。
メ！
ダ
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カードをたくさん引けば引くほど、プレイヤーが
《こねこばくはつ》カードを引いてしまう可能性は
高くなります。

の一番上のカード1枚を引いて、
（爆発しなければ）自分
の手札に加える。これであなたのターンは終了する。
（カードを引いて“自分のターンを終了する”のが他の
大多数のゲームと異なる点です）。
シャ
ッフ
ル

残りの《爆弾処理》カードから2枚だけをデッキに戻す。余った
2枚は使用しないので箱に戻す。

4
5

カードに書かれたテキストを読
み上げて内容を確認する。

カードに書かれている指示に
従った後で、プレイヤーはさら
に別のカードをプレイしてもよい。プレイヤーは自分が望むだ
け何枚でもカードをプレイすることができる。

《爆弾処理》カード

できるだけ多くの《爆弾処理》カードを手に入れられるように
しましょう。

生き残りのプレイヤーが1人だけになるまでこの手順を
繰り返していき、そのプレイヤーがゲームに勝利します。

能力

ること

バリバリ
モグモグ
モグモグ

または

手札からカード1枚を取り、捨て札山の上に表向きに置いて、
それからカードに書かれている指示に従う。

残りの《爆弾処理》カードを全てデッキに戻す。

	デッキをシャッフルして各プレイヤーにカード

おっと！このルールを読もうとしているあなた!

あなたのターンを行う

ゲームの準備

（その横に捨て札山を置くスペースも確保しておくこと）。

7

	最初に自分のターンを行うプレイヤーを選ぶ。

（選ぶ基準の例：髭が最も立派な、体臭が最もきつい、最
も短気、等々）。

手札のカード枚数には下限も上限もありません。もしもあ
なたが手札のカードを使い切った場合でも、特に何もアク
ションはできませんが、ゲームは続けます。少なくとも自
分のターンの最後にはカード1枚を引くことができます。

読むのはここまで! さっそくプレイしましょう!
特定のカードについて何か疑問が生じた場合には、このシート
の裏面を見てください。
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予知能力

このカードを引いたら、ただちに公開しなければならない。
《爆弾処理》カードを持っていない限り、あなたは爆死する。
その場合は《こねこばくはつ》カードを含め、あなたのカード
を全て捨て札とする。

上からカード3枚を見た結果、
（あなたが引こうとしている）
一番上のカードはやはり
《こねこばくはつ》だった。

山札の上からカード
3枚を自分だけ見る
。

予知能力
ネコドラゴン大暴れ。

爆弾

処理

次に、
《こねこばくはつ》カードを取って、それを山札のどこ
でも望む位置にこっそりと戻す。その際に、デッキの内容を見
たり、カードの順番を変更していはいけない。

アタック

ダメ！

一番上のカードを引いて爆発
したくないあなたは、
《シャッ
フル》カードをプレイすること
でデッキをシャッフルする。
他のプレイヤ
ーのアクショ
キャンセルす
ンを
カードを何時 る。あなたはこの
でもプレイし
てよい。

予知能力
シャッ

フル

爆弾
処理

あなたの次のプレイヤーをやっつけたい？ それなら《こねこ
ばくはつ》をデッキの一番上に戻そう。カードをどこに戻すか
を他のプレイヤーに知られたくなければ、デッキをテーブル
の下に隠して行ってもかまわない。

ダメ！
！
プー

プー

ブッ！
ルする。
山札をシャッフ

アタック！(2X) カード 4枚

カードを引かずにあなたのターンをただちに終了して、さら
に、次のプレイヤーに連続で2ターンを行うように強制する。
このカードの目標となった（次の）プレイヤーは、通常どおり
自分のターン1回を行う。それから、1回目のターンが終了し
た後で、再び自分のターンを行う。
もしも《アタック》カードの目標となったプレイヤーが《アタッ
ク》カードをプレイした場合には、そのプレイヤーのターンは
ただちに終了して、その次のプレイヤーが続けて残りのターン
に加えてプレイされた攻撃カードの分の2ターンを行わなけ
ればならない（つまり4ターン、6ターン……と増えていく）。

いいね カード 4枚
他のプレイヤー1人を指定する。そのプレイヤーは自分の手
札からカード1枚をあなたに渡さなければならない。どのカー
ドを渡すかは相手プレイヤーが選ぶ。

スペシャルコンボ

（これらのルールは、まずゲームを1回プレイしてから使用しましょう）

にゃんペア
アリ!

チッ

《ダメ！》カードはプレイすること
で別の《ダメ！》カードをキャンセ
ルし、元のアクションを有効にす
ることが可能であり、さらにそ
れをキャンセルして無効に、と同様の手順で連鎖できる。

同じ《ねこ》カード2枚をペアでプレイする（それにより、他
のプレイヤーからランダムにカード1枚を奪う）アクションと
同様だが、ただし、今度は《ねこ》カードだけに限らず、デッキ
に含まれるどれでも同じタイトルのカード2枚（《シャッフル》
カード2枚のペア、
《スキップ》カード2枚のペア、等々）をプレ
イしても同じ効果が得られる。

《ダメ！》カードはいずれかのアクションの効果が発生する直前な
ら何時でも、たとえそれが自分のターン中でなくてもプレイする
ことができる。
《ダメ！》されたカードは全て、効果は発生せずムダ
に失われる。それらのカードは捨て札山に置かれたままになる。
《ダメ！》カードはスペシャルコンボに対して
使用することも可能である。

内容は見ないでデッキをシャッフルする。
（あなたが引くカード
が《こねこばくはつ》だとわかっている場合に有効な手段）。

スキップ カード 4枚

スリーカード
同じタイトルのカード3枚をプレイすることで、ワンペアと同
様の効果が得られるが、ただし、他のプレイヤーから奪いた
いと望むカード名をあなたが指定できる。相手がそのカード
を持っていたら、あなたはそれを奪う。もしも持っていなけ
れば、あなたは何ももらえない。
《爆弾処理》が欲しいな、
ちょうだい。

カードを引かずにあなたのターンをただちに終了する。
もしもあなたが《アタック》カードに対抗して《スキップ》カー
ドをプレイした場合には、2ターンのうち1回だけが終了する。
《スキップ》カード2枚をプレイすることで、ターンを2回とも
終了することもできる）。

予知能力 (3X) カード 5枚

山札の上からカード3枚をのぞき見て、それらを順番を変えずに元
に戻す。この際に、カードを他のプレイヤーに見せてはいけない。

カード5種5枚
異なるカード5枚（全て異なるタイトルのカードどれでも 5
枚）をプレイすることで、捨て札山からどれでも望むカード1
枚を選んで取る。
（捨て札山を素早くつかんでカードを選ぶので、この際にあ
なたは《ダメ！》を受けない）。

《ねこ》カード

各種類 4枚ずつ

これらのカードそれ自体は何の効果も持たないが、しかし、同
じ《ねこ》カード2枚を揃えたなら、あなたはそれをにゃんペア
としてプレイすることにより、他のプレイヤー1人からランダム
にカード1枚を奪うことができる。
これらはまた、スペシャルコンボで使用することもできる。
ひげねこ

ひげねこ

爆弾処理

伝染病を媒介
る。
上空から降りかか

ダメ!

予知

シャッフルするコウモリの屁が

《こねこばくはつ》および《爆弾処
理》カード以外の、どれでもアク
ション1つをキャンセルして無効
にさせる。
《ダメ！》カードの下に重
なったカードはどれでも、もはや
存在しないものと考えればよい。

《予知能力》を
プレイするよ。

シャッフル カード 4枚

こねこ
ばくはつ

このカードをプレイした後で、あなたのターンは終了する。
ターンを終了する。
カードを引かずにあなたの
に2ターンを行わせる。
次の手番プレイヤーに強制的

ダメ忍者がド
ラゴンキック
をお見舞い
する。

シャッフル
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理

爆弾 処

ャッフル

アタック

デッキは新たに
シャッフルされたので、
あなたは一番上のカード
を引いて自分のターンを
終了する。それが
《こねこばくはつ》で
ないことを祈りながら。

自分が《こねこばくはつ》カードを引いた場合、あなたはこの
カードをプレイすることで爆死しないですむ。その場合、プレ
イした《爆弾処理》カードを捨て札山に置く。
予知 能力
シ

あなたは《アタック》カー
ドをプレイすることで、自
分のターンを終了し、次の
プレイヤーに2ターンを連
続で行わせようとした。

しかし、そこで別のプレイ
ヤーが《ダメ！》カードをプ
レイしてあなたの《アタッ
ク》をキャンセルしたので、
結果としてあなたのター
ンが続くことになる。

爆弾処理 カード 6枚

ダメ! カード 5枚

バ
ン
!

こねこばくはつ カード 4枚

特殊ウサギ部隊を配
備する

。

ガイドブック

特定のカードについて何か疑問が生じるまで、これは必要ありません

コンボとしてプレイする場合には、カードに書かれた指示は
無視します。

こねこばくそう
もしもあなたが拡張パック『こねこばくそう』を混ぜて遊んでい
る場合、
《こねこばくそう》はカード5種5枚のスペシャルコンボ
には使用できない。つまり5種類のネコのうちの1種類として使
用することも、捨て札とすることもできない。

これは
〈ね
これ
あり、
自体は何こ〉カー
カードで
《ひげね
ドで
ない。
これは〈ねこ〉 果も持た
他のプレ こ》2枚をり、の効果も あり、
ペアでプ 持たない
ることによ
これ自体は何の効
イヤー 奪う。
からランダム
レイす
2枚をペアでプレイす
。
《ひげねこ》
ンダムにカード1枚を
にカー ることにより
ド1枚を奪 、
他のプレイヤーからラ
う。

ひげねこ

あなたは山札の一番上のカードが《こねこばくはつ》で
あると推測し、
「カードをプレイせずパスをして、山札
からカードを1枚引く」ことを選んでターンを終える
のではなく、
《予知能力》をカードをプレイ
して、山札の上からカード3枚を見ることにした。

こねこ ばくはつ

ひげねこ

ターンの例
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