ビジネスの付き合い

コレクター仲間

ゲームの準備以降、君か
パートナーが（このカード以外
のゲーム上の効果により）
$１以上得る場合、もう一方は
$１得る。

旅の友

勇気をくれる存在

ゲームの準備以降、君か
君かパートナーは、ホラー
パートナーが（このカード以外 チェックを行う前にこのカード
のゲーム上の効果により）一 を消耗し、チェックに＋１する
般アイテムかユニークアイテ ことができる。
ムを１つ以上得る場合、もう一
方は同じ種類のカードの山札
からランダムに１枚引き、額面
で購入してよい。

仲良きライバル

技の実践者

君かパートナーは、この
君とパートナーの内、モンス
君かパートナーが呪文を詠
カードを消耗し、追加で１移動 タートロフィーが少ない方は戦 唱する場合、両方が正気コス
ポイントを得ることができる。
闘チェックに＋１。ゲートトロ トの支払いを行える。
フィーが少ない方はゲートの
君かパートナーは、呪文
閉鎖のファイトチェックまたは チェックを行う前にこのカード
ロアチェックに＋１。同じ場合 を消耗し、チェックに＋１する
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を消耗し、チェックに＋１する ム上の効果により）味方を得る
場合、もう一方は味方をランダ
ことができる。
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に味方がいなければそのまま保
持する。他に味方がいるなら、
それを保持した後、味方一人を
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方は呪文の山札からランダム
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二人に世界は狭すぎる
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い。

立派な衣装

手持ちカメラ

欽定訳聖書

大ハンマー
タウィル・アト・ウムルの鍵

儀式の蝋燭

ファラオの杖

秘本

物理武器
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戦闘チェックに＋３
トを消費して、正気１を得る。この
ファイトチェックに＋１
ターン終了時まで、ホラーチェック あなたが戦うモンスターのタフネス
に＋１。
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