
 

 

            

 

  

           

                

   

  

               

                

   

  

               

                

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

               

                

   

  

               

ID：G-モード 

君が 能力を使うたび、カードを 1 枚

引く。  

「何にだって価値はある」 

アルマンド・“ガイスト”・ウォーカー/Armand “Geist” Walker 

イベント：ダブル 

このイベントをプレイするための追加コストとし

て、 を消費する。 

遠隔サーバーの中にインストールされているカー

ド 1 枚を開示する。そのカードがアセットかアップ

グレードなら、それをコスト無しでトラッシュする。 

すれ違いざまの発砲/Drive By 

イベント：ダブル 

このイベントをプレイするための追加コストとし

て、 を消費する。 

遠隔サーバーの中にインストールされているカー

ド 1 枚を開示する。そのカードがアセットかアップ

グレードなら、それをコスト無しでトラッシュする。 

すれ違いざまの発砲/Drive By 

イベント：ダブル 

このイベントをプレイするための追加コストとし

て、 を消費する。 

遠隔サーバーの中にインストールされているカー

ド 1 枚を開示する。そのカードがアセットかアップ

グレードなら、それをコスト無しでトラッシュする。 

すれ違いざまの発砲/Drive By 

ハードウェア：コンソール 

＋1   

：タグ 1 つを受けることを回避するか、タグを

1 つ取り除く。 

各プレイヤーのコンソールは 1 つまで。 

他の百万人の人々と完全に同じ機材を使うことは、匿名性に

よるセキュリティの形の一つだ。 

フォージャー/Forger 
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：タグ 1 つを受けることを回避するか、タグを

1 つ取り除く。 

各プレイヤーのコンソールは 1 つまで。 

他の百万人の人々と完全に同じ機材を使うことは、匿名性に

よるセキュリティの形の一つだ。 

フォージャー/Forger 

プログラム：アイスブレイカー-キラー-クラウド 

君が 2 以上ある場合、シヴのメモリーコストは

0 である（インストールされていない状態を含

む）。 

シヴは、インストール状態のアイスブレイカー

1 つにつき強度＋1。 

：セントリーのサブルーチンを 3 つまでブレイ

クする。 
シヴ/Shiv 

プログラム：アイスブレイカー-AI 

君のグリップのカードを 1枚トラッシュする：アイス

のサブルーチンを 1 つブレイクする。 

君のグリップのカードを 1枚トラッシュする：強度

＋2。  

そのサーバーは夜は静かだった。目を閉じると、データ流の低い

唸りが私をトランスへと導いた。目を開くと、私の前には多くの色の

光りに囲まれている人型の構造物が立っていた。その身体は感

動的で、その甘い声は私の魂にまでも入り込むようだった。 

ファウスト/Faust 

プログラム 

君のターン開始時、ハイパードライバーを

ゲームから取り除いて を得てよ

い。  

「実際に時間を曲げてるわけじゃないわ。そんな風に感じるだ

けよ。相対的な問題ね」 ―― ヘイリー・キャプラン 

ハイパードライバー/Hyperdriver 

プログラム：アイスブレイカー 

カメレオンをインストールした時、セントリーか

コードゲートかバリアかを指定する。 

君のターン終了時、カメレオンを君のグリップに

加える。 

1 ：指定したサブタイプのサブルーチンを 1 つブ

レイクする。 
カメレオン/Chameleon 
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リソース：コネ-裏世界 

通りの行商人のインストール時、君のスタック

の一番上から 3 枚のカードを通りの行商人に

ホストする（君はそれらをいつ見てもよい）。 

：通りの行商人のホスト上のカード 1枚を、

そのインストールコストを 1減らしてインストー

ルする。  

「なんか買わねえかい？」 

通りの行商人/Street Peddler 
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リソース：コネ 

ムエルトス・ギャングのメンバーのインストー

ル時、コーポはカードを 1 枚デレゾする。 

ムエルトス・ギャングがアンインストールされ

た時、コーポはカード 1 枚を、それのレゾコス

トを無視してレゾしてよい。 

：カードを 1 枚引く。  

“影の乙女”は与え、また奪う。 

ムエルトス・ギャングのメンバー/Muertos Gang Member 

リソース：仮想 

コーポがアジェンダを 1 つ得点するた

び、HQ のカードを 1 枚アクセスする。  

ムエルトスは法を恐れはしない。ムエルトスが法だからだ。 

ギャングサイン/Gang Sign 

リソース：仮想 

コーポがアジェンダを 1 つ得点するた

び、HQ のカードを 1 枚アクセスする。  

ムエルトスは法を恐れはしない。ムエルトスが法だからだ。 

ギャングサイン/Gang Sign 

リソース：コネ 

ムエルトス・ギャングのメンバーのインストー

ル時、コーポはカードを 1 枚デレゾする。 

ムエルトス・ギャングがアンインストールされ

た時、コーポはカード 1 枚を、それのレゾコス

トを無視してレゾしてよい。 

：カードを 1 枚引く。  

“影の乙女”は与え、また奪う。 

ムエルトス・ギャングのメンバー/Muertos Gang Member 

リソース：仮想 

コーポがアジェンダを 1 つ得点するた

び、HQ のカードを 1 枚アクセスする。  
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た時、コーポはカード 1 枚を、それのレゾコス

トを無視してレゾしてよい。 

：カードを 1 枚引く。  

“影の乙女”は与え、また奪う。 

ムエルトス・ギャングのメンバー/Muertos Gang Member 

アジェンダ：構想-公共 

アンダーウェイの修復は表向きにインストールする。 

アンダーウェイの修復をアドバンスするたび、ランナー

のスタックの一番上のカード（または、アンダーウェイの

修復に 4 個以上のアドバンストークンが置かれている

場合、一番上から 2 枚のカード）をトラッシュする。 

アンダーウェイの修復/Underway Renovation 

アジェンダ：構想-公共 

アンダーウェイの修復は表向きにインストールする。 

アンダーウェイの修復をアドバンスするたび、ランナー

のスタックの一番上のカード（または、アンダーウェイの

修復に 4 個以上のアドバンストークンが置かれている

場合、一番上から 2 枚のカード）をトラッシュする。 

アンダーウェイの修復/Underway Renovation 

アジェンダ：構想-公共 

アンダーウェイの修復は表向きにインストールする。 

アンダーウェイの修復をアドバンスするたび、ランナー

のスタックの一番上のカード（または、アンダーウェイの

修復に 4 個以上のアドバンストークンが置かれている

場合、一番上から 2 枚のカード）をトラッシュする。 

アンダーウェイの修復/Underway Renovation 

アセット 
実験台はアドバンスできる。  

：実験台の上のアドバンストークン

1 個につき、カードを 1 枚デレゾする。  

「これ、間違ってないか？」 

「法律上は合ってる。奴ら細則を読んでなかったんだろ」 

実験台/Test Ground 

アセット 

対立遺伝子の抑制はアドバンスできる。  

：対立遺伝子の抑制の上のアドバンストー

クン 1 個につき、HQ のカード 1 枚とアーカイブ

のカード 1 枚を入れ替える。 
対立遺伝子の抑制/Allele Repression 

アセット 

暴露はアドバンスできる。  

：暴露の上のアドバンストークン 1 個につ

き、悪名を 1 つ取り除く。  

「あなたの隣人は実は暴力的な犯罪者なのでしょうか？ この恐

るべき疑問の答は、この後すぐです」 

―― シャノン・クレア、SSN 5 

暴露/Exposé 

アセット：敵対 

雇いの殺し屋はアドバンスできる。 

雇いの殺し屋の上にアドバンストークンが 2 個以上

ある場合、それは「 , ：コネを 1 つトラッシュす

るか、2 ミートダメージを与える。」を得る。  

「質問されたくないんなら、他を雇いな。質問は二つ。誰を、いくら

で殺るんだ？」 

雇いの殺し屋/Contract Killer 

アセット 
実験台はアドバンスできる。  

：実験台の上のアドバンストークン

1 個につき、カードを 1 枚デレゾする。  

「これ、間違ってないか？」 

「法律上は合ってる。奴ら細則を読んでなかったんだろ」 

実験台/Test Ground 

アセット 

対立遺伝子の抑制はアドバンスできる。  

：対立遺伝子の抑制の上のアドバンストー

クン 1 個につき、HQ のカード 1 枚とアーカイブ

のカード 1 枚を入れ替える。 
対立遺伝子の抑制/Allele Repression 

アセット 

暴露はアドバンスできる。  

：暴露の上のアドバンストークン 1 個につ

き、悪名を 1 つ取り除く。  

「あなたの隣人は実は暴力的な犯罪者なのでしょうか？ この恐

るべき疑問の答は、この後すぐです」 

―― シャノン・クレア、SSN 5 

暴露/Exposé 

アセット：敵対 

雇いの殺し屋はアドバンスできる。 

雇いの殺し屋の上にアドバンストークンが 2 個以上

ある場合、それは「 , ：コネを 1 つトラッシュす

るか、2 ミートダメージを与える。」を得る。  

「質問されたくないんなら、他を雇いな。質問は二つ。誰を、いくら

で殺るんだ？」 

雇いの殺し屋/Contract Killer 
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実験台はアドバンスできる。  

：実験台の上のアドバンストークン

1 個につき、カードを 1 枚デレゾする。  

「これ、間違ってないか？」 

「法律上は合ってる。奴ら細則を読んでなかったんだろ」 

実験台/Test Ground 

アセット 

対立遺伝子の抑制はアドバンスできる。  

：対立遺伝子の抑制の上のアドバンストー
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るか、2 ミートダメージを与える。」を得る。  

「質問されたくないんなら、他を雇いな。質問は二つ。誰を、いくら

で殺るんだ？」 

雇いの殺し屋/Contract Killer 

オペレーション：現状 

このカードは、他の現状がプレイされるかアジェン

ダが盗まれるまでトラッシュされない。 

各ターン、ランナーが最初にブレインダメージを受

ける場合、追加で 1 ブレインダメージを受ける。  

不良品率は小さい。ほぼ狙える程度に。 

不良頭脳チップ/Defective Brainchips 

オペレーション：現状 

このカードは、他の現状がプレイされるかアジェン
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 ランナーがタグされている場

合、ランの終了。 
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パ・パ・パ・チンコ！   

パチンコ/Pachinko 
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 ランの終了。  

「秘密を一つ教えよう。突破不能のアイスなどという

物は無い。そもそもネットワーク上にある以上、何ら

かの形でアクセスを認めなければいけないのだ。だ

からといって、それが簡単であるとは限らない」 

―― グール 

スパイダーウェブ/Spiderweb 
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スパイダーウェブ/Spiderweb 

アップグレード：シスオペ-サイ 

：君とランナーは 0 か 1 か 2 を秘密裏に支払

う。支払ったクレジットを公開する。君とランナーが

異なる数のクレジットを支払った場合、このサー

バーを守っているレゾ状態のアイス 1つのサブルー

チン1つを解決する。この能力はこのサーバーへの

ラン中にのみ使用する。 

◆ マーカス・バティ/Marcus Batty 

アップグレード：領域 

このサーバーを守っているアイスは迂回されな

い。 

このサーバーの中やそれを守っているカードは

開示されない。 

各サーバーの領域は 1 つまで。 
アンダーウェイ・グリッド/Underway Grid 

アップグレード：シスオペ-サイ 

：君とランナーは 0 か 1 か 2 を秘密裏に支払
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：君とランナーは 0 か 1 か 2 を秘密裏に支払

う。支払ったクレジットを公開する。君とランナーが

異なる数のクレジットを支払った場合、このサー

バーを守っているレゾ状態のアイス 1つのサブルー

チン1つを解決する。この能力はこのサーバーへの

ラン中にのみ使用する。 

◆ マーカス・バティ/Marcus Batty 

アップグレード：領域 

このサーバーを守っているアイスは迂回されな

い。 

このサーバーの中やそれを守っているカードは

開示されない。 

各サーバーの領域は 1 つまで。 
アンダーウェイ・グリッド/Underway Grid 


