ID：天才

各ターン、最初に中央サーバーへの
ランに成功したら、コーポにカードを
1 枚引かせてよい。
ララミー・フィスク/Laramy Fisk
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2 ：現在エンカウントしているバリアのアイ
ス 1 つを、その直前か直後のアイス 1 つと
入れ替える。このランは、この新しい位置
から続ける。きみはそのアイスとエンカウ
ントした状態のままである。
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博覧会中にちらばる多くのパビリオンのうち一つに、毎分
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ID：部署
各ターン、ランナーが最初にネットダメージを
受けた時、君はランナーのグリップを見て
カードを 1 枚選び、それをトラッシュしてよい。
クロノス・プロトコル/Chronos Protocol
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サイバネティック展示場にはいくつかの独立したアトラクション
のフロアがある。それを構成しているプラスティールは、その
中で展示されている何千ものサイバネティック臓器よりも遙
かに高価だ。
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遺伝子パビリオンは、名高いメル・マティ二世によって設計
された。その建設にはバイオロイドは使用されず、専ら人間と
クローンの労働者の手によるものであった。
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ランナーがアジェンダにアクセスするたび、フラ
ンチャイズ都市を 1 アジェンダポイント分のア
ジェンダとして君の得点エリアに加える。
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ワールドプラザは 3 つまでのアセットのホストとなること
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そのホロ彫像は、人類の住む三つの世界を表している。区画ひとつに
はその合計人口のおよそ 1％が居住できる。
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公的支援のレゾ時に、その上にパワーカウンター
を 3 個置く。公的支援の上にパワーカウンターが
残っていない時、それを 1 アジェンダポイント分の
アジェンダとして君の得点エリアに加える。
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露出小道具が R&D からアクセスされた場合、ラン
ナーはそれを公開する。
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君のターン開始時、このサーバー内にレ 君のターン開始時、このサーバー内にレ 君のターン開始時、このサーバー内にレ
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各サーバーの領域は 1 つまで。
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博覧会は東カリフォルニアの砂漠に建設された。それは人
類の進歩のために建設された一時的な都市だ。
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