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すべてのベース： 後の我々TM ザ カードゲーム  - 正式ルール、ｖ１.０
All Your Base: Last Of Last TM The Game – Official Rules v1.0

勝者は勝った際に「全てのベースは我々のもだ！」と叫びます。必要なベースは：

Winner must declare “All Your Base Are Belong To Us!” upon capturing the required number of bases:

♦ 6 プレーヤー = 6個のベース

♦ 5 プレーヤー = 7個のベース

♦ 4 プレーヤー = 8個のベース

♦ 3 プレーヤー = 9個のベース

♦ 2 プレーヤー = 12個のベース

♦ 6 Players = 6 BASE
♦ 5 Players = 7 BASE
♦ 4 Players = 8 BASE
♦ 3 Players = 9 BASE
♦ 2 Players = 12 BASE

ゲーム中には条約や裏切りは好きなようにできるが、カード交換はレッドアラートカードの指示のみ

可能です。

You can make and break alliances as you wish; however, no card trading is allowed unless directed by
RED ALERT cards.

各プレーヤーにカード7枚配ります。自分の番の 初も 後も7枚を持たないといけません。少ない

と気づいた場合には次の番で足して下さい。カードがなくなったらすぐにデッキもう一つ買うべ (な
んちゃって。。。冗談、冗談)、シャッフルして取って下さい。各番には4つのフェーズがあります:

Deal seven cards to each player.  A player must have seven cards in their hand at the beginning and end
of each turn.  If you notice you are short, wait till your turn.  If you run out of cards, buy another deck;
just kidding - reshuffle the deck.  Each player turn has four phases as follows:

本ゲームはサイエンスフィクションの短い喜劇パロディー映画の「すべてのベース： 後の我々TM」に基づいて作られています。

Game based on the sci-fi comedy parody short film “All Your Base: Last Of LastTM”
コピーライト©talcMedia クリエーション。権力保護

Copyright © talcMedia Productions - All Rights Reserved
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1．レッドアラートフェーズ

1. RED ALERT PHASE

デッキから1枚引く。レッドアラートカードを持っていれば出してもよい。出す場合には演技をしな

がら音読してください！レッドアラートカードを出す場合、番が終わるまで代替カードを引かない。

Draw a card from the deck.  If you have a RED ALERT card, you can either hold it or play it. If you play it,
read the entire card out loud.  Act it out!  Do not draw a replacement card until the end of your turn if you
play a RED ALERT.

2．防護フェーズ-次のどれかをしてください：

2. DEFENSE PHASE - Do only one of the following:

2A. ベースカードを出す。出されるカードを表向きに。

2A. Play a BASE card.  All played cards are face up.

2B. 船カードを出す（ジグ、デストロイヤー、バトルクルーザー、ドレッドノート、ゼロウィン

グ）を既存のベースに出します。ベースに配置するカードの制限はありません。船は既存のベースの

み配置可能です。

2B. Play a SHIP card (Zig, Destroyer, BattleCruiser, Dreadnought, Zero Wing) on an existing BASE. A
BASE can hold any number of cards. Ships must be placed on an existing BASE, they cannot “float in
space” by themselves.

2C. クルー又は「CATS」カードを既存ベースで出す。クルーやキャッツカードは防護ポイントゼロ

なので、攻撃準備が整ったときのみ出しましょう。

2C. Play a CREW or “CATS” card on an existing BASE. The CREW/CATS cards have zero defense points;
therefore, only play the card when you are ready to attack (or have no other move.)

2D. 捨てる。出せるカードがなければ、一枚捨てる。ベースとレッドアラートカードは捨てられま

せん！

2D. Discard. If no cards can be played, discard one card. BASE and RED ALERT cards can never be
discarded!
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3．攻撃フェーズ（任意、攻撃をしなければならないことはない）

3. ATTACK PHASE (optional, you do not have to attack)

3A. 全ベースに載っている全艦とクルー（手にあるカードを除く）を使って敵ベース一つを攻撃す

ることができる。ベース自体は攻撃はできない。攻撃者はベースの防護ポイントを 低1ポイントを

超えなければ捕獲できない。

3A. All existing ships and crew on all of your bases (not in your hand) can be used in one attack against
one enemy BASE.  Your BASE cannot be used in an attack.  Attacker needs at least one more attack point
than the defender’s defense points to capture the defender’s BASE.

3B. 攻撃！ベースの防護艦隊と攻撃艦隊は全て捨てられるがベースは攻撃者にわたります。捕獲さ

れたベースは攻撃者の前に置かれる。攻撃の際に必要以上のポイントは捨てられたカードから“おつ

り”として手に戻すことが可能。

3B. Attack! All defending ships on the BASE and all attacking ships are discarded, and the BASE goes to
the attacker.  Once a BASE is captured, it is immediately placed in front of the attacker.  If the attacker
has more points than necessary to attack a BASE, the attacker can get “change” from the discard pile.

4．再編成フェーズ

4. REGROUP PHASE

4A. ベース上の全カードは番の 後にすべて置き換える事が可能です。レッドアラートカードによ

り全滅されることがありえるので全ベースの防護戦力を必ず分配しなさい。。注意：船を分解して守

ることは不可能です！

4A. Re-arrange all of your cards in play across all of your bases at the end of your turn. Always regroup
All Your BASE defenses because some RED ALERT cards wipe out heavily fortified bases.  NOTE: You
cannot breakdown perfectly good ships to cover defenseless bases!

4B. 手に7枚のカードがなければ、7枚になるまで引きます！

4B. If you have less than seven cards in your hand, draw more until you have seven!
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緊急事態発生 RED ALERT cards
1 奇襲！2ターン続けて取れ。皆に向かってあざ

笑え！

Surprise Attack! Take two turns in a row! Sneer at
everyone!

2 敵はレッドアラートボタンと会食ベルを間違え

てしまった。全船員横須賀海軍カレーを食べる

ために集まる。敵はベース一つに配置している

全艦・クルーを失う。

Your enemy hits the dinner bell instead of the Red
Alert  button.   All  crew  abandon  their  position  for
chipped beef night.  Your enemy loses all ships/crew
on one base.

3 「爆弾」と聞いた船長は慌てて自滅ボタンを押

す。全カードを捨て新たなカードを引け。

Upon hearing "Bomb", Captain panics and hits the
self-destruct button.  Throw away your entire hand
and draw all new cards.

4 デッキから2枚を引いて一気に使え。 Pick two cards from the deck and play immediately.

5 全カードを使い切れ。 Play your entire hand at once.

6 敵一人のカードを見ろ。一番良いカードを盗

め。代わりに自分の一番いらないカードを上げ

ろ。ぐずるなよ！

Take a look at an enemy's whole hand. Steal a good
card. Give a card in your hand you don't want.  No
nagging!

7 このターンをなくして、ほかのプレーヤーにこ

のカードを渡し彼のターンにろ。よく考えて使

え！

You lose your turn by giving this card to any other
player and it becomes their turn.  Think! Use wisely.

8 ほほえみながら一つのベースから全船盗み自分

のベースに置け。

Steal  all  ships  from  one  base  and  put  it  on  yours.
Make sure you smile.

9 皆自分の手からカード一つを選び、右にプレー

ヤーに渡せ。

All players choose a card from their hand and give it
to the player on the right.

10 合計二つのベースを一人又は2人から盗め。彼

らは船のみを自分又は他プレーヤーのベースに

移動するか捨てろ。

Steal two bases total, from one (or two) players.
They  get  to  move  their  ships  to  their  other  bases,
anyone else's bases or discard pile.

11 各プレーヤーのベース一つにおける船一隻破壊

しろ。

Destroy one ship on one base of each player; not
yours, of course.

12 船長はまぬけだ。。。捨てられた全カードを混

ぜ、一枚引きすぐに使え。

Captain is a bit dense...  Shuffle the discard pile and
draw one random card and play immediately.

13 “むぁはっはー”と笑いながら敵ベース一つを

破壊し、そのベースの全カードを捨てろ！

Destroy an enemy's base with everything on it into
the discard pile while saying:" Ha, ha, ha. Ha!"

14 自分以外のプレーヤーからカード一つずつ取

り、すぐ使え。各プレーヤーは代替カードを引

け。

Take  a  random  card  from  each  player's  hand  (not
yours) and play them immediately.  All players draw
a replacement card.

15 逆襲！防衛者は攻撃されたらこのカードが使え

る。攻撃者は全艦失う。防衛者も全艦失うが、

ベースは無事だ。防衛者は代替カードを引く。

Counterattack!  Defender can play this card when
attacked.  Attacker loses all ships.  Defender loses
all  ships  but  keeps  base.   Defender  draws  another
card to replace this one.

16 不適切な命令！全プレーヤーは自分のベースに

ある船一隻を他プレーヤーのベースに置く。

Imprecise Orders!   Every player moves one ship
from their  base  and  places  it  on  any  other  player's
base.


