
 

 

                

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

               

計画書：構想 

君が投票機構想を得点した時、その上に計画カウ

ンターを 3 個置く。 

ランナーのターンの開始時、君は搭載されている

計画カウンターを 1個消費してよい。そうした場合、

ランナーは可能なら を失う。 

投票機構想/Voting Machine Initiative 

資財：政治 
君のターン開始時、このサーバーを守っている

アイスが無い場合、アーカイブから任務を 1 枚

HQ に加えてよい。  

「我々の調査によれば、民衆はクローンをバイオロイドよりも

人間であるものとして見ています。歴史的には、これは問題

でした。これを強みにしましょう」 

クローン参政権運動/Clone Suffrage Movement 

資財：裏世界 

君が計画書を引くたび、それを公開して

インストールしてよい。  

「政治は汚れたビジネスです。それ故にビジネスなのです」

――クリシュナン・サリーン 

政治的取引/Political Dealings 

資財：政治 

君のターン開始時、このサーバーを守っているアイス

が無い場合、カードを 3 枚引いてよい。そうした場合、

HQ のカードを 1 枚、R&D の一番下に加える。  

ムンバッドの感応放送
セ ン シ ー

のスターであることは華々しい生活を

意味するが、一方で組織犯罪からの脅迫――あるいは

もっと悪い事態――に怯え続ける生活でもある。 

センシー俳優協会/Sensie Actors Union 

資財：施設-政府 

：R&D から連盟のカードを 1 枚探し、それを

公開してプレイするかインストールする（すべて

のコストは支払う）。R&D をシャッフルする。  

ムンバッドの公共都市企業は、他のすべての企業と堅固

に結びついている。 

ムンバッド市役所/Mumbad City Hall 

任務：現状 
このカードは、他の現状がプレイされるか計画

書が盗まれるまでトラッシュされない。 

君が計画書を得点した時、“クローンは人間に

あらず”を 1計画ポイント分の計画書として君の

得点エリアに加える。 
“クローンは人間にあらず”/“Clones are not people” 

強化：領域 

君がこのサーバーの中かそれを守っているカード

（スーラト・シティーグリッドを除く）をレゾするたび、

他のカードを 1 枚、それのレゾコストを 2 減らしてレ

ゾしてよい。 

各サーバーの領域は 1 つまで。  

ムンバッドの政治の中心。 

スーラト・シティーグリッド/Surat City Grid 

資財：政治 

君のターン開始時、このサーバーを守っている

アイスが無い場合、1 ネットダメージを与える。  

「ここには利害の対立は存在しない。これは高度に技術的

で些末なものに関する複雑な問題だからね。専門家がガイ

ドラインを示すのが当然だってだけの話だろう」 

生命倫理協会/Bio-Ethics Association 

資財：政治 

君のターン開始時、このサーバーを守っ

ているアイスが無い場合、3 得る。  

「お金は雄弁で、私は真面目にそれを聞いているのです」 

――クリシュナン・サリーン 

商業銀行家グループ/Commercial Bankers Group 

計画書：構想 

君が投票機構想を得点した時、その上に計画カウ

ンターを 3 個置く。 

ランナーのターンの開始時、君は搭載されている

計画カウンターを 1個消費してよい。そうした場合、

ランナーは可能なら を失う。 

投票機構想/Voting Machine Initiative 

資財：政治 
君のターン開始時、このサーバーを守っている

アイスが無い場合、アーカイブから任務を 1 枚

HQ に加えてよい。  

「我々の調査によれば、民衆はクローンをバイオロイドよりも

人間であるものとして見ています。歴史的には、これは問題

でした。これを強みにしましょう」 

クローン参政権運動/Clone Suffrage Movement 

資財：政治 

君のターン開始時、このサーバーを守っている

アイスが無い場合、1 ネットダメージを与える。  

「ここには利害の対立は存在しない。これは高度に技術的

で些末なものに関する複雑な問題だからね。専門家がガイ

ドラインを示すのが当然だってだけの話だろう」 

生命倫理協会/Bio-Ethics Association 

資財：裏世界 

君が計画書を引くたび、それを公開して

インストールしてよい。  

「政治は汚れたビジネスです。それ故にビジネスなのです」

――クリシュナン・サリーン 

政治的取引/Political Dealings 

資財：政治 

君のターン開始時、このサーバーを守っているアイス

が無い場合、カードを 3 枚引いてよい。そうした場合、

HQ のカードを 1 枚、R&D の一番下に加える。  

ムンバッドの感応放送
セ ン シ ー

のスターであることは華々しい生活を

意味するが、一方で組織犯罪からの脅迫――あるいは

もっと悪い事態――に怯え続ける生活でもある。 

センシー俳優協会/Sensie Actors Union 

資財：政治 

君のターン開始時、このサーバーを守っ

ているアイスが無い場合、3 得る。  

「お金は雄弁で、私は真面目にそれを聞いているのです」 

――クリシュナン・サリーン 

商業銀行家グループ/Commercial Bankers Group 

資財：施設-政府 

：R&D から連盟のカードを 1 枚探し、それを

公開してプレイするかインストールする（すべて

のコストは支払う）。R&D をシャッフルする。  

ムンバッドの公共都市企業は、他のすべての企業と堅固

に結びついている。 

ムンバッド市役所/Mumbad City Hall 

任務：現状 
このカードは、他の現状がプレイされるか計画

書が盗まれるまでトラッシュされない。 

君が計画書を得点した時、“クローンは人間に

あらず”を 1計画ポイント分の計画書として君の

得点エリアに加える。 
“クローンは人間にあらず”/“Clones are not people” 

強化：領域 

君がこのサーバーの中かそれを守っているカード

（スーラト・シティーグリッドを除く）をレゾするたび、

他のカードを 1 枚、それのレゾコストを 2 減らしてレ

ゾしてよい。 

各サーバーの領域は 1 つまで。  

ムンバッドの政治の中心。 

スーラト・シティーグリッド/Surat City Grid 

計画書：構想 

君が投票機構想を得点した時、その上に計画カウ

ンターを 3 個置く。 

ランナーのターンの開始時、君は搭載されている

計画カウンターを 1個消費してよい。そうした場合、

ランナーは可能なら を失う。 

投票機構想/Voting Machine Initiative 

資財：政治 
君のターン開始時、このサーバーを守っている

アイスが無い場合、アーカイブから任務を 1 枚

HQ に加えてよい。  

「我々の調査によれば、民衆はクローンをバイオロイドよりも

人間であるものとして見ています。歴史的には、これは問題

でした。これを強みにしましょう」 

クローン参政権運動/Clone Suffrage Movement 

資財：政治 

君のターン開始時、このサーバーを守っている

アイスが無い場合、1 ネットダメージを与える。  

「ここには利害の対立は存在しない。これは高度に技術的

で些末なものに関する複雑な問題だからね。専門家がガイ

ドラインを示すのが当然だってだけの話だろう」 

生命倫理協会/Bio-Ethics Association 

資財：裏世界 

君が計画書を引くたび、それを公開して

インストールしてよい。  

「政治は汚れたビジネスです。それ故にビジネスなのです」

――クリシュナン・サリーン 

政治的取引/Political Dealings 

資財：政治 

君のターン開始時、このサーバーを守っているアイス

が無い場合、カードを 3 枚引いてよい。そうした場合、

HQ のカードを 1 枚、R&D の一番下に加える。  

ムンバッドの感応放送
セ ン シ ー

のスターであることは華々しい生活を

意味するが、一方で組織犯罪からの脅迫――あるいは

もっと悪い事態――に怯え続ける生活でもある。 

センシー俳優協会/Sensie Actors Union 

資財：政治 

君のターン開始時、このサーバーを守っ

ているアイスが無い場合、3 得る。  

「お金は雄弁で、私は真面目にそれを聞いているのです」 

――クリシュナン・サリーン 

商業銀行家グループ/Commercial Bankers Group 

資財：施設-政府 

：R&D から連盟のカードを 1 枚探し、それを

公開してプレイするかインストールする（すべて

のコストは支払う）。R&D をシャッフルする。  

ムンバッドの公共都市企業は、他のすべての企業と堅固

に結びついている。 

ムンバッド市役所/Mumbad City Hall 

任務：現状 
このカードは、他の現状がプレイされるか計画

書が盗まれるまでトラッシュされない。 

君が計画書を得点した時、“クローンは人間に

あらず”を 1計画ポイント分の計画書として君の

得点エリアに加える。 
“クローンは人間にあらず”/“Clones are not people” 

強化：領域 

君がこのサーバーの中かそれを守っているカード

（スーラト・シティーグリッドを除く）をレゾするたび、

他のカードを 1 枚、それのレゾコストを 2 減らしてレ

ゾしてよい。 

各サーバーの領域は 1 つまで。  

ムンバッドの政治の中心。 

スーラト・シティーグリッド/Surat City Grid 
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ID：天才 

1 ターンに 1 回、君がセントリーとエンカウン

トした時にジャックアウトしてよい。  

「クレジットは世界中どこでも使えるが、通貨の形状 

はそれだけじゃない」 

ネロ・セヴァーン/Nero Severn 

ランナーがベイリフのサブルーチン

を 1 つブレイクするたび、1 得る。 

 ランの終了。  

効率とは、誰もがやるような事から利益を得ることで

ある。 

ベイリフ/Bailiff 

ランナーがベイリフのサブルーチン

を 1 つブレイクするたび、1 得る。 

 ランの終了。  

効率とは、誰もがやるような事から利益を得ることで

ある。 

ベイリフ/Bailiff 

ランナーがベイリフのサブルーチン

を 1 つブレイクするたび、1 得る。 

 ランの終了。  

効率とは、誰もがやるような事から利益を得ることで

ある。 

ベイリフ/Bailiff 

イベント：現状 

このカードは、他の現状がプレイされるか計画

書が得点されるまでトラッシュされない。 

君が計画書を盗んだ時、“平等による自由”を

1 計画ポイント分の計画書として君の得点エリ

アに加える。 
“平等による自由”/“Freedom through Equality” 

イベント：ラン 

アーカイブにランを行う。成功した場合、カードにアクセス

する代わりに、政治的落書きを「この計画書の価値は

－1 計画ポイントになる。コーポがウィルスカウンターを

破棄した場合、政治的落書きをトラッシュする」のテキス

トを持つ条件カウンターとして、コーポの得点エリアのい

ずれかの計画書に搭載されている状態で加える。 

政治的落書き/Political Graffiti 

ハードウェア：一般型 

：スタックの一番上からX枚のカードを見て、そ

れらを好きな順番に並べ替える。X はインストー

ル状態のスパイカメラの枚数に等しい。 

：R&D の一番上のカードを見る。 

デッキに 6 枚制限。 

スパイカメラ/Spy Camera 

ハードウェア：コンソール 

＋  ＋1  

君がジャックアウトするたび、コーポは HQ のラン

ダムなカードを 1 枚公開する。 

各プレイヤーのコンソールは 1 つまで。  

「俺は知っておくべき原則に従っているだけだ。全部知っておく

べきだがな」 ――ネロ・セヴァーン 

◆ リフレクション/Reflection 

ハードウェア：一般型 

：スタックの一番上からX枚のカードを見て、そ

れらを好きな順番に並べ替える。X はインストー

ル状態のスパイカメラの枚数に等しい。 

：R&D の一番上のカードを見る。 

デッキに 6 枚制限。 

スパイカメラ/Spy Camera 

イベント：ラン 

アーカイブにランを行う。成功した場合、カードにアクセス

する代わりに、政治的落書きを「この計画書の価値は

－1 計画ポイントになる。コーポがウィルスカウンターを

破棄した場合、政治的落書きをトラッシュする」のテキス

トを持つ条件カウンターとして、コーポの得点エリアのい

ずれかの計画書に搭載されている状態で加える。 

政治的落書き/Political Graffiti 

イベント：現状 

このカードは、他の現状がプレイされるか計画

書が得点されるまでトラッシュされない。 

君が計画書を盗んだ時、“平等による自由”を

1 計画ポイント分の計画書として君の得点エリ

アに加える。 
“平等による自由”/“Freedom through Equality” 

ハードウェア：コンソール 

＋  ＋1  

君がジャックアウトするたび、コーポは HQ のラン

ダムなカードを 1 枚公開する。 

各プレイヤーのコンソールは 1 つまで。  

「俺は知っておくべき原則に従っているだけだ。全部知っておく

べきだがな」 ――ネロ・セヴァーン 

◆ リフレクション/Reflection 

ハードウェア：一般型 

：スタックの一番上からX枚のカードを見て、そ

れらを好きな順番に並べ替える。X はインストー

ル状態のスパイカメラの枚数に等しい。 

：R&D の一番上のカードを見る。 

デッキに 6 枚制限。 

スパイカメラ/Spy Camera 

ハードウェア：一般型 

：スタックの一番上からX枚のカードを見て、そ

れらを好きな順番に並べ替える。X はインストー

ル状態のスパイカメラの枚数に等しい。 

：R&D の一番上のカードを見る。 

デッキに 6 枚制限。 

スパイカメラ/Spy Camera 

イベント：ラン 

アーカイブにランを行う。成功した場合、カードにアクセス

する代わりに、政治的落書きを「この計画書の価値は

－1 計画ポイントになる。コーポがウィルスカウンターを

破棄した場合、政治的落書きをトラッシュする」のテキス

トを持つ条件カウンターとして、コーポの得点エリアのい

ずれかの計画書に搭載されている状態で加える。 

政治的落書き/Political Graffiti 

イベント：現状 

このカードは、他の現状がプレイされるか計画

書が得点されるまでトラッシュされない。 

君が計画書を盗んだ時、“平等による自由”を

1 計画ポイント分の計画書として君の得点エリ

アに加える。 
“平等による自由”/“Freedom through Equality” 

ハードウェア：コンソール 

＋  ＋1  

君がジャックアウトするたび、コーポは HQ のラン

ダムなカードを 1 枚公開する。 

各プレイヤーのコンソールは 1 つまで。  

「俺は知っておくべき原則に従っているだけだ。全部知っておく

べきだがな」 ――ネロ・セヴァーン 

◆ リフレクション/Reflection 

ハードウェア：一般型 

：スタックの一番上からX枚のカードを見て、そ

れらを好きな順番に並べ替える。X はインストー

ル状態のスパイカメラの枚数に等しい。 

：R&D の一番上のカードを見る。 

デッキに 6 枚制限。 

スパイカメラ/Spy Camera 

ハードウェア：一般型 

：スタックの一番上からX枚のカードを見て、そ

れらを好きな順番に並べ替える。X はインストー

ル状態のスパイカメラの枚数に等しい。 

：R&D の一番上のカードを見る。 

デッキに 6 枚制限。 

スパイカメラ/Spy Camera 

プログラム：アイスブレイカー-AI-ディーヴァ 

1 ：3 つ以上のサブタイプを持つアイスの

サブルーチンを 1 つブレイクする。 

1 ：強度＋1。 

2 ：サデョージャータをグリップのディー

ヴァのプログラム 1 つと入れ替える。 

創る者。 

◆ サデョージャータ/Sadyojata 

プログラム：アイスブレイカー-AI-ディーヴァ 

1 ：3 つ以上のサブタイプを持つアイスの

サブルーチンを 1 つブレイクする。 

1 ：強度＋1。 

2 ：サデョージャータをグリップのディー

ヴァのプログラム 1 つと入れ替える。 

創る者。 

◆ サデョージャータ/Sadyojata 

プログラム：アイスブレイカー-AI-ディーヴァ 

1 ：3 つ以上のサブタイプを持つアイスの

サブルーチンを 1 つブレイクする。 

1 ：強度＋1。 

2 ：サデョージャータをグリップのディー

ヴァのプログラム 1 つと入れ替える。 

創る者。 

◆ サデョージャータ/Sadyojata 



 

 

 

                

   

  

  

   

  

  

   

  

               

リソース：コネ 
コーポが資財か強化をレゾするたび、君はそ

のレゾコストに等しいクレジットを支払って市

会議員をトラッシュしてよい。そうした場合、そ

の資財か強化をデレゾする。このターンの残

りの間、コーポはそれをレゾできない。  

「官僚機構と役所仕事はずっと武器にされてきた」 

――フェイキール 

市会議員/Councilman 

リソース：コネ 
君がこのターンに HQ へのランに成功し

た場合にのみインストールする。 

, レゾ状態のカード 1枚のトラッシュコ

ストを支払う：そのカードをトラッシュす

る。  

実行力や秘密や接近手段や影響力は、クレジットと同じ

ぐらい価値のある通貨だ。だが、クレジットも役には立つ。 

政府の諜報員/Political Operative 

リソース：コネ 
各プレイヤーは自分のターンに追加で

消費できる。  

「共有する人間性は私たちの一番の強さです。それをさら

に堅く共有することで、強さは衰えることなく成長します」 

◆ アクシャラ・サリーン/Akshara Sareen 

リソース：コネ 
君がこのターンに HQ へのランに成功し

た場合にのみインストールする。 

, レゾ状態のカード 1枚のトラッシュコ

ストを支払う：そのカードをトラッシュす

る。  

実行力や秘密や接近手段や影響力は、クレジットと同じ

ぐらい価値のある通貨だ。だが、クレジットも役には立つ。 

政府の諜報員/Political Operative 

リソース：コネ 
各プレイヤーは自分のターンに追加で

消費できる。  

「共有する人間性は私たちの一番の強さです。それをさら

に堅く共有することで、強さは衰えることなく成長します」 

◆ アクシャラ・サリーン/Akshara Sareen 

リソース：コネ 
コーポが資財か強化をレゾするたび、君はそ

のレゾコストに等しいクレジットを支払って市

会議員をトラッシュしてよい。そうした場合、そ

の資財か強化をデレゾする。このターンの残

りの間、コーポはそれをレゾできない。  

「官僚機構と役所仕事はずっと武器にされてきた」 

――フェイキール 

市会議員/Councilman 

リソース：コネ 
君がこのターンに HQ へのランに成功し

た場合にのみインストールする。 

, レゾ状態のカード 1枚のトラッシュコ

ストを支払う：そのカードをトラッシュす

る。  

実行力や秘密や接近手段や影響力は、クレジットと同じ

ぐらい価値のある通貨だ。だが、クレジットも役には立つ。 

政府の諜報員/Political Operative 

リソース：コネ 
各プレイヤーは自分のターンに追加で

消費できる。  

「共有する人間性は私たちの一番の強さです。それをさら

に堅く共有することで、強さは衰えることなく成長します」 

◆ アクシャラ・サリーン/Akshara Sareen 

リソース：コネ 
コーポが資財か強化をレゾするたび、君はそ

のレゾコストに等しいクレジットを支払って市

会議員をトラッシュしてよい。そうした場合、そ

の資財か強化をデレゾする。このターンの残

りの間、コーポはそれをレゾできない。  

「官僚機構と役所仕事はずっと武器にされてきた」 

――フェイキール 

市会議員/Councilman 


