
 

                

   

  

  

   

  

               

                

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

               

                

   

  

               

イベント：ラン 

ランを行う。このラン中、アプローチした最初のレ
ゾされていないアイスをレゾするための追加コス
トとして、コーポは X を支払わなければいけな
い。  

「金が好きなのは自分だけじゃないってことは、覚えとくと役に立

つこともあるぞ」 ―― ガブリエル・サンチャ ゴ 

袖の下/Bribery  

 

イベント：ラン 

R&D にランを行う。成功した場合、カードにアクセ
スする代わりに、君は自分のスタックからプログラ

ムを 1枚探し、R&Dを守っているアイス 1枚につ
きインストールコストを3下げてインストールしてよ
い。その後、タグを 1つ受ける。君のスタックを
シャッフルする。 
コードの吸い上げ/Code Siphon 
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プログラム  

君がジャックアウトするたび、1 得る。  

データストリームは去って、君はまるで二度目の誕生を迎え

た気分だった。一度目を覚えていたらの話だが。空気が急
激に肺に流れ込み、君は喘ぎ、咳き込み、息を詰まらせ

た。部屋の薄暗い明かりは何千もの太陽が輝くようだった。 
オールヴォ ワール/ Au Revoir  

プログラム：ウィルス  

君のターンの開始時、インキュベーターの上にウィ
ルスカウンターを1 個置く。 

, ：インキュベーターのすべてのウィルスカウ

ンターを、他のインストールされているウィルスのプ
ログラム 1つに移動する。  

「生まれ来るその時を待つその寄る辺なき心から、 いかなる恐怖

が生まれ来るのか？ 我が現ナマはパンダの頭持つ二重螺旋の

上にあり」――フェイクスピア 

インキ ュベーター/In cubator 

プログラム  

コーポがアイスを1 つレゾするたび、カー

ドを1 枚引く。  

「すべてのプログラムは繋がっている。一つを流れるデータは
すべてを流れる」 ――リエル・“キット”・ペドラー 

コレク ティブコンシ ャスネス/Colle ctive Consciousness 

プログラム：ウィルス  

コーポが 1 以上失うたび、1 得る。 

コーポがウィルスを破棄した場合、イクソ

ディデーをトラッシュする。  

アラバマの裏側より深く掘り進む。 
イクソデ ィデー/Ixodidae 
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リソース：場所-豪勢 
君がアースライズホテルをインストールした

時、その上にパワーカウンターを 3 個置く。

アースライズホテルの上にパワーカウンター

が残っていない時、これをトラッシュする。  

君のターンの開始時、カードを 2 枚引き、アー

スライズホテルのパワーカウンターを 1 個取

り除く。  
◆アースライズホ テル/Earthri se Hotel  
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プログラム： アイスブレイカー - デコーダ ー- フラクター  

セージは未使用の 1MU につき強度+1。 

2 ：コードゲートかバリアのサブルーチンを

1 つブレイクする。  

同じ河に二度入ることはできない。 
セージ/Sage 
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ID：部署  

各カードのトラッシュコストは、アーカイブにあ

る裏向きのカード 1 枚につき 1 増える。  

不可能の達成。 
イ ンダ ス トリア ル・ ゲノ ミクス： 成 長す るソリ ュ ーシ ョ ン/Industrial G enomics : 

Growing Soluions 

アジェンダ 

君がヘリウム-3 鉱床を得点した時、少なくとも

1 個パワーカウンターが置かれているカードの

上に、パワーカウンターを 2 個まで置く。  

力を生むには力が要る。 
ヘリウム-3 鉱床/He lium-3 Deposit  
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アセット 
：IT部の上にパワーカウンターを 1 個置く。 

ホスト上のパワーカウンター：レゾされているアイス
を 1つ選ぶ。このターンの終了時まで、そのアイス
は IT部の上に置かれているパワーカウンター1 個
（支払った1 個を含む）につき強度+1。  

ランにより システムに投入された エネルギーのリサイクルは、信
頼がおけ るし経済的であ る。 IT 部/IT Department  

アセット：クローン  

君がサーバーを1 つ作成するたび、1 得

る。  

ジンテキはクローンとハードウェア技術により、長時間真空

で作業を行うためのホモ・バキュオ・オペラエと言う名の一
級品、通称「タートルバック」を生み出した。 
タートルバッ ク/Turtlebacks 

アセット 
：IT部の上にパワーカウンターを 1 個置く。 

ホスト上のパワーカウンター：レゾされているアイス
を 1つ選ぶ。このターンの終了時まで、そのアイス
は IT部の上に置かれているパワーカウンター1 個
（支払った1 個を含む）につき強度+1。  

ランにより システムに投入された エネルギーのリサイクルは、信
頼がおけ るし経済的であ る。 IT 部/IT Department  

アセット：クローン  

君がサーバーを1 つ作成するたび、1 得

る。  

ジンテキはクローンとハードウェア技術により、長時間真空

で作業を行うためのホモ・バキュオ・オペラエと言う名の一
級品、通称「タートルバック」を生み出した。 
タートルバッ ク/Turtlebacks 

アセット 
：IT部の上にパワーカウンターを 1 個置く。 

ホスト上のパワーカウンター：レゾされているアイス
を 1つ選ぶ。このターンの終了時まで、そのアイス
は IT部の上に置かれているパワーカウンター1 個
（支払った1 個を含む）につき強度+1。  

ランにより システムに投入された エネルギーのリサイクルは、信
頼がおけ るし経済的であ る。 IT 部/IT Department  

アセット：クローン  

君がサーバーを1 つ作成するたび、1 得

る。  

ジンテキはクローンとハードウェア技術により、長時間真空

で作業を行うためのホモ・バキュオ・オペラエと言う名の一
級品、通称「タートルバック」を生み出した。 
タートルバッ ク/Turtlebacks 

オペレーション：ダブル  

このオペレーションをプレイするための追

加コストとして、 を消費する。 

ランナーのタグ 1 つにつき、アイス 1 つを

すべてのコストを無視してレゾする。 
煽り/Shoot the Moon 
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アップグレード  

遠隔サーバーにのみインストールする。 

：このサーバーにインストールされているかそれを

守っているすべてのカードをトラッシュし、トレース
X
 - 成

功した場合、3 ネットダメージを与える。X はこれによりト

ラッシュされたカードの枚数に等しい。この能力はこの

サーバーへのラン中にのみ使用する。 

自爆装置/S elf–destruct  
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アジェンダ：情報源  

アジェンダを盗むための追加コストとして、ラン

ナーはそのアジェンダの上のアドバンスカウン

ター1 個につき 2 を支払わなければいけない。  

デッキに 1 枚制限。  
◆ ユートピアの 断片/Utopia Fragment 
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ランナーは を消費して、マーカス

1.0 上のサブルーチンを 1 つブレイクでき

る。 

 ランナーは自分がインストールしてい

るカードを 1 つトラッシュする。  

 ランの終了。  

炉は冷えることはない。 

マーカス 1.0/Markus 1.0 

 このターン、ランナーは新たなラ

ンを行えない。  

斯くて彼の王エクスカリバーを引き抜き、 

頭上の冬月に其を掲げぬ。 
其は疾く走る雲の端を明らしめ 
柄に宿る霜と共に鋭く光りたり。 

其が柄に輝くは金剛石の煌めきと 
無数の黄玉の光と、風信子石の 

素晴らしき拵え   ――テニスン卿 
◆ エクスカリバー/Excal ibur 

 トレース 2 - 成功した場合、ラン

ナーにタグを1 つ与える。君のト

レース強度が 5 以上の場合、ラ

ンナーにタグを1 つ与える。  

ヴァーゴは愛を約束するが、見せてくれるのは嫉妬
ばかりだ。 

ヴァーゴ/V irgo 

 コーポは 1 を得るかカードを

1 枚引く。 

 コーポは 1 を得るかカードを

1 枚引く。 

 コーポは 1 を得るかカードを

1 枚引く。 
エランドボーイ/E rrand Boy 

ランナーがトロールにエンカウントし

たとき、トレース 2 - 成功した場合、
ランナーは を失うかランを終了す

る。  

中に入りたきゃ釣り代を払いな。 

トロール/Troll  
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1 枚引く。 

 コーポは 1 を得るかカードを

1 枚引く。 
エランドボーイ/E rrand Boy 

 このターン、ランナーは新たなラ

ンを行えない。  

斯くて彼の王エクスカリバーを引き抜き、 

頭上の冬月に其を掲げぬ。 
其は疾く走る雲の端を明らしめ 
柄に宿る霜と共に鋭く光りたり。 

其が柄に輝くは金剛石の煌めきと 
無数の黄玉の光と、風信子石の 

素晴らしき拵え   ――テニスン卿 
◆ エクスカリバー/Excal ibur 

 


