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世界が成された時、宿命の神はその手を定命のものど
サンダーストーン

もに伸ばし、彼らにいくつかの“雷鳴の石”を授けた——そして、
それは力の頂点の象徴となる。何世代にもわたり、人々は
その支配を得るために戦いそして死んでいった。しかし、そ
の石のほとんどは永劫の彼方へと消えうせてしまっている。
サンダーストーン

数世紀前、八人の大魔術師が原初の“雷鳴の石”を“
グ リ ム ホ ー ル ド ・ ダ ン ジ ョ ン

恐ろしき者共の地下迷宮 ”へと封印した。以来、そこには
凶悪な怪物や邪悪な使い魔が秋の空の雲の如く集まり、
人々が欲して止まない尊き石を守り続けている。君はこの
サンダーストーン

闇の軍勢の脅威に立ち向かい、原初の“雷鳴の石”を己

ラ
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ード
ド

あなたは英雄的な冒険者たちの一団のリーダーで
す。あなたが訪れたのは、忌まわしい「恐ろしき者共の
地下迷宮」の門の近くにあり、問題を抱えているバロ
ウズデイルの村です。あなたの目的は、屈強のヒー
ローや魔法の呪文や強力な武器を揃えたパーティー
を組み上げ、伝説のサンダーストーンを見つけること
にあります。
各プレイヤーはゲーム中に自分のカードでデッキを
組みます。あなたのデッキは、あなたの冒険者たちの
能力や装備を現しています。このデッキの組み方が、
あなたの勝利と栄光への道を決定するのです！

のものとすることができるだろうか？

セ
セッ
ットトア
アッ
ップ
プ

ゲ
ゲー
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具

他の多くのゲームとは異なり､Thunderstone をプレ
イする際には箱に入っているカードの全部は使いませ
ん｡購入できる物品や立ち向かうべき恐ろしい敵はラ
ンダムに決定されます。

カード×530
サンダーストーンカード×1
早見表カード×5
経験値カード×32
ランダマイザーカード×38
モンスターカード×80
基本カード（「病気」を含む）×90
ヒーローカード×132
村カード×152
仕切り用の幅広のカード×50

Thunderstone を初めてプレイするのでしたら、P3 の
リストに書かれたカードを使うといいでしょう。そうでな
いのなら、代わりにランダマイザーを使ってください｡
違ったカードを使えば、ゲームもまた違ったものになり
ます｡ランダマイザーのカードには｢Random｣と書かれ
ていて、アイコンが描かれていません。

ヒーロー

村

アマゾネス（Amazon）
至杯（Chalice）
ドワーフ（Dwarf）
エルフ（Elf）
フェイ（Feayn）
ロリッグ（Lorigg）
辺境（Outlands）
赤の刃（Redblade）
レジア（Regian）
セルーリ（Selurin）
ティリア（Thyrian）

神秘の魔力
（Arcane Energies）

消失（Banish）
酒場の主人（Barkeep）
戦いの激情
（Battle Fury）

饗宴（Feast）
火の玉（Fireball）
燃え立つ剣
（Flaming Sword）

ゴールドベリー
（Goldberries）

手斧（Hatchet）
ランタン（Lantern）
光の宝石

モンスター
深淵（Abyssal）
闇騎士・人型

（Lightstone Gem）

（Doomknight・Humanoid）

ドラゴン（Dragon）
幻獣（Enchanted）
人型（Humanoid）
粘体（Ooze）
アンデッド・魔物
（Undead・Doom）

アンデッド・霊体
（Undead・Spirit）

魔法のオーラ
（Magical Aura）

質屋（Pawnbroker）
長矛（Polearm）
短剣（Short Sword）
槍（Spear）
街の衛兵（Town Guard）
訓練官（Trainer）
戦槌
（Warhammer）
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ランダマイザーのカードには、ゲームで使う村カード
やモンスターカードやヒーローカードの全てのタイプが
あります。ランダマイザーを３つのカテゴリーに分け､
各々を別々にシャッフルしてください。これらはゲーム
中には使いませんので、セットアップが終わったら箱
に戻してください。
まずダンジョンを作ります｡モンスターのランダマイ
ザーカードの山札の上から３枚を表にしてください——
長めのゲームを行うなら、４枚以上でもかまいません。
各々のカードはモンスターの各種類を示しています。
モンスターは、種類ごとに 10 枚のモンスターカードが
あります。３つの種類に一致する全 30 枚のモンスター
カードを確保し、全部をまとめてシャッフルします｡これ
がダンジョンデッキになります。このモンスターカード
から（表を見ずに）10 枚を抜き出し､特殊カードのサン
ダーストーン（Thunderstone）カード１枚を加えてシャッ
フルします。この 11 枚のカードは、ダンジョンデッキの
一番下に置きます。
ダンジョンデッキの横に､ダンジョンホールを作るた
めの空間を空けておいてください。これがサンダース
トーン探求の戦いをモンスターと繰り広げる場所にな
ります｡ホールは常にモンスターのいる階が３つありま
す。ダンジョンデッキの上から３枚をめくり､その横に一
列に並べてください｡ダンジョンデッキから最も遠い側
が地下１階となり､最も近い側が地下３階になります。

ダンジョンが完成したら、次は村に人々を移住させ
る番です！ まず、基本カード４種類を準備します。ダ
ンジョンデッキとダンジョンホールの下に、カードの種
類ごとに分けて山札を作ります。基本カードは左側に
星型が描かれているカードで、Thunderstone のゲー
ムでは常に使用します。基本カードは、「民兵」
（Militia）、「松明」（Torch）、「非常食」（Iron Rations）、
「ダガー」（Dagger）の４種類です。基本カードは村カー
ドでもあります。
次に、ヒーローのランダマイザーカードの山札の上
から４枚を表にします。このヒーローの種類別に、４つ
の山札を作ります。まず２枚のレベル３のカードをそれ
ぞれの山に置きます。次に、４枚のレベル２のヒー
ローカードを各山札の上に置きます。最後に、６枚ある
レベル１のヒーローカードを各山札の上に置きます。こ
れで４つのヒーローカードの山札が完成しました。一
番下にレベル３、真ん中にレベル２、一番上にレベル
１のカードが積まれていることになります。
注意：ヒーローカードは必ず各山札の一番上から購
入しなければなりません。したがって、まずレベル１の
ヒーローを購入し、その次にはレベル２のヒーローを､
最後にはレベル３というようなります｡ヒーローはレベ
ルごとに名前が若干違っていますし､背景も異なって
いて、並べるのが楽になっています。。

次に村カードを選びます｡これは村を訪れた際に購
入できる資産で､ヒーローの戦闘の助けとなるもので
す｡村のランダマイザーカードの山札の上から８枚選
びます。そのカードに一致する村カードを探し、ヒー
ローカードの４つある山札の隣に、それぞれの種類の
山札を作ります。基本カード、ヒーローカード、村カード
の山札は全体で「村」となります。あなたが村を訪れる
たび、そこからカードを１枚購入することができます。
「病気」（Disease）と「経験値１」（１XP）は、それぞれ
村カードの近くに別々の山札を作って置いておきま
す。
各プレイヤーは「民兵」６枚､「ダガー」２枚､「非常
食」２枚､「松明」２枚を引きます｡この 12 枚のカードが
最初のパーティーデッキになります。各プレイヤーは
自分のパーティーデッキをシャッフルし、裏向きに自分
の前に置いてください。自分の捨て札置き場のための
スペースを残すよう注意してください。
あなたが手札からカードを捨てたり新しいカードを手
に入れたりした場合、それはあなたの捨て札置き場に
置かれます。パーティーデッキのカードが無くなるまで、
捨て札置き場のカードをシャッフルしないでください。
また、あなたのカードを破壊しなければいけないときが
あります。破壊されたカードは捨て札置き場に置かれ
ません。変わりに、それは捨て札カードをまとめておく
場所に置かれます（箱の蓋が便利でしょう）。破壊され
たカードは、そのゲームでは再び使用できないので
す！ 例外：「病気」と「経験値」カードは破壊されたら
それぞれの山に戻し、ずっと使用します。
自分のパーティーデッキからカードを６枚引いて最
初の手札にしてください。冒険の始まりです！
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準
準備
備の
の概
概略
略
1. ダンジョンを作る
a. モンスターをランダマイザーで選ぶ
b. ダンジョンデッキを作る
c. 底から 10 枚にサンダーストーンをシャッフルして
入れる。
d. ダンジョンホールを埋める。
2. 村を作る
a. 基本の山札を置く。
b. ヒーローをランダマイザーで選ぶ。
c. レベル３、レベル２、レベル１のヒーローを積んで
山札にする。
d. 村の資産をランダマイザーで選ぶ。
e. 病気の山札を置く。
f. 経験値の山札を置く。
3. パーティーデッキを作る
a. パーティーデッキ用のカードを引く。
b. シャッフルして最初の手札を引く。

準
準備
備例
例

初
初め
めて
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カ
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ストト

ダンジョンホール――地下３階・２階・１階
ヒーローカード

これは初めて Thunderstone をプレイする
際に使うカードのリストです。ランダマイザー
で選ぶ代わりに、このリストのカードを選んで
ください。実際には、これに基本カードを加え
ます。
モンスターカード
幻獣（Enchanted）
粘体（Ooze）
アンデッド・魔物（Undead・Doom）
ヒーローカード
エルフ（Elf）
ロリッグ（Lorigg）
レジア（Regian）
ティリア（Thyrian）
村カード

村
破壊カード
置き場
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戦いの激情（Battle Fury）
火の玉（Fireball）
燃え立つ剣（Flaming Sword）
光の宝石（Lightstone Gem）
魔法のオーラ（Magical Aura）
短剣（Short Sword）
槍（Spear）
街の衛兵（Town Guard）

ゲ
ゲー
ーム
ムの
の実
実行
行
開始プレイヤーをランダムに選んでください。まず開始プレイヤーが自分のターン
を実行し、以降は時計回りに各プレイヤーが順にターンを実行します。各ターンでは
｢村を訪れる｣｢ダンジョンに突入する｣｢休息する｣の３つのうちどれかを、それぞれの
示された手順に従って順番に実行します。

村
村を
を訪
訪れ
れる
る
1. 手札を公開します。
2. 公開したカードに何らかの“村効果”の記載があれば､それを使用することがで
きます。この効果には､「ゴールドをさらに得る」「カードをさらに引く」などです。こ
れらはまったく使用しなくても構いませんし、一部のみ、あるいは全部を使用す
ることもできますし、カードを破壊する効果を使わない限り、効果の順番も任意
に選ぶことができます。カードの各効果は１回しか使用できません。効果や生み
出されたゴールドは累積されます。
3. 公開したすべてのカードのうち、まだ残っているカードのゴールド値を合計した
分のゴールドを生み出し、これにステップ 2 で生み出されたゴールドを加えたま
す。
4. 村からカードを１枚購入することができます。カードは、村の山札——基本カー
ド、ヒーローカード、村カードを含む——の一番上から購入します。カードの購入
コストは、あなたのゴールドの合計以下でなければいけません。購入したカード
は捨て札置き場に置きます。使われなかったゴールドは失われます。何らかの
効果で複数のカードを購入することができる場合、その購入コストの合計があ
なたのゴールドの合計以下でなければいけません。
5. 最後に、あなたが集めてきた経験値を使用して、あなたの手札のヒーローカード
を好きな枚数だけレベルアップします｡詳しくは P8「レベルアップ」を参照してくだ
さい。
6. （使ったか使わなかったかにかかわらず）全てのカードを表向きにあなたの捨て
札置き場に捨て、カードを６枚引いて新たな手札とし、ターンを終了します。

注意：これらのアクションは順番どおりに行う必要があります。したがって、カード
はゴールドを生み出す前に捨てられたり破壊されたりすることがあります。例えば
「質屋」（Pawnbroker）によりゴールド値を持つカードを破壊した場合、その破壊され
たカード自身からはゴールドを生み出せません。

ダ
ダン
ンジ
ジョョン
ンに
に突
突入
入す
する
る
1. 手札を公開します。
2. 公開したカードに何らかの“ダンジョン効果”の記載があれば､それを使用するこ
とができます。（「病気」のような）強制効果でない限り、すべての呪文や効果を
使う義務はありません。あなたは各ヒーローに武器を１つずつ装備させることが
できますが、腕力条件が満たされている必要があります（P6 参照）。
3. 攻撃するモンスターの階を宣言します。
4. 戦闘を解決します。P10「戦闘」を参照してください。
a. 灯りペナルティを含む合計攻撃力を計算します。
b. 戦闘効果を解決します（必要なら攻撃力を修正します）。
c. 倒せなかったモンスターをダンジョンデッキの一番下に置きます。
d. 倒した敵や「病気」カードを（あれば）捨て札置き場に起きます。
e. 報酬を（あれば）受け取ります。
f. モンスターをずらして空いた階を埋め、ダンジョンホールを埋めなおします。
g. 突破効果を（あれば）解決します（P19 参照）。
5. （使ったか使わなかったかにかかわらず）全てのカードを表向きにあなたの捨て
札置き場に捨て、カードを６枚引いて新たな手札とし、ターンを終了します。

休
休息
息す
する
る
1.
2.

― 4 ―

手札のカードを１枚破壊できます。
全てのカードを表向きにあなたの捨て札置き場に捨て、カードを６枚引いて新
たな手札とし、ターンを終了します。

村
村カ
カー
ード
ドと
とヒ
ヒー
ーロ
ロー
ーカ
カー
ード
ド

タ
ター
ーン
ンの
の終
終了
了
あなたがサンダーストーンを手に入れた（または、モンスターが倒されなかったこ
とでサンダーストーンが地下１階に移動した）場合、ゲームは直ちに終了です！ そ
うでなければ、あなたの左隣のプレイヤーがターンを開始します。

ゴールド値

パ
ィーデッキ
パー
ーテ
ティーデッキ
各プレイヤーはパーティーデッキと呼ばれる自分専用の山札を持っています｡
ゲーム中、村で何かを購入したりダンジョンで勝ったりすることにより、デッキにカー
ドが加えられます｡新しいカードを獲得した際には､そのカードは常にあなたの捨て
札置き場に置かれます。
あなたのデッキからカード引く際に、その枚数のカードがデッキに残っていない場
合、まず残ったカードを引き、その後捨て札置き場のカードをシャッフルして新しい
デッキにします。その後、必要な枚数になるまでカードを引き続けます。デッキの
カードが無くなるまでは、デッキはシャッフルしてはいけません。

購入コスト

カードタイトル
（種族と種類）

カードタイプ
（村）

ゲームのルールやカードにより、カードを破壊する必要が出ることがあります｡こ
の効果は強力で、そのカードをあなたのデッキから永久に取り除きます。破壊され
たカードを捨て札置き場に置かないでください！ 代わりに、そのカードは破壊カー
ド置き場に置かれます。
パーティーデッキは勝利のカギとなります｡ゲームの終了時に､あなたは自分の
デッキの全カードの勝利ポイント（カードの右下隅の数字）を獲得します。ただし､全
てのカードが勝利ポイントを持っているわけではない点に注意してください。輝く緑
色の丸印に注目を！

購入コスト
腕力

カードタイプ（ヒーロー）と
レベル（２）
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種類

村
村カ
カー
ード
ドの
の詳
詳細
細

村
村カ
カー
ード
ド
村カードは村人や装備品や呪文を意味し、サンダーストーンの探索の助けとなり
ます。これらのカードは、村で購入することであなたのパーティーデッキに組み込む
ことができます（P4「村を訪れる」参照）。

ゴールド値
重量

購入コスト

村カードのほとんどには、「攻撃＋１」「腕力＋２」等の“ダンジョン効果”が書かれ
ています。この能力はダンジョンでのみ使用でき、モンスターと戦闘する際の助けと
なります。カードの中には中には“村効果”を持つものもあり、これらはあなたのター
ンに村を訪れた際に役立ちます。また、村カードの多くは破壊することで特殊な効果
を発揮します。このカードは、破壊して特殊効果を使うことも、通常通りの効果を使う
ことも、その両方を使うこともできます。カードに書かれている各能力は１ターンに
１回しか使えませんが、それが反復効果である場合、複数回使うことができます
（P10 参照）。

特徴

カードタイプ
（村）

エリックは次の戦闘に向けて強い武器を必要としています｡彼は村に
輝く新しい「燃え立つ剣」（Flaming Sword）に目をとめました。「燃え立つ
剣」の購入コストは５なので、公開したカードの合計ゴールド値が最低
５である必要があります。

勝利点
（一部のみ）

彼が公開したカードは、「松明」（ゴールド値２）、「ダガー」（ゴールド値
１）、以前の戦闘で倒した「グリナックのゴブリン」（Griknack Goblin、ゴー
ルド値１）、「非常食」（ゴールド値２）です。合計は６ゴールドなので、彼は
「燃え立つ剣」を購入することができ、それを捨て札置き場に置きます。
余ったゴールドは失われ、他に消費することはできません。

灯り
効果
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例：サラは「街の衛兵」（Town Guard）をプレイして､カードを２枚引きました｡彼女はさ
らにこの「街の衛兵」を破壊し､さらに３枚のカードを引けますので、合計５枚のカード
を引けます。

ヒ
ヒー
ーロ
ロー
ーカ
カー
ード
ドの
の詳
詳細
細
カードタイプ（ヒーロー）とレベル（２）

ゲームで使える村カードの枚数には限りがあります。特定の種類の村カードが村
から無くなってしまったら、以降は誰もそのカードを購入できないのです！ 破壊され
たカードはゲームから除かれる点に注意してください。

ゴールド値（一部のみ）
カードタイトル
（種族と種類）

ヒ
ヒー
ーロ
ロー
ーカ
カー
ード
ド

腕力

ヒーローカードには､あなたのために戦ってくれる冒険者を表します。それぞれの
ヒーローは｢民兵｣（Militia）｢クレリック｣（Cleric）などのような種類と､「ロリッグ」
（Lorigg）「エルフ」（Elf）「ドワーフ」（Dwarf）のような種族を持っています。また、ヒー
ローは攻撃（あるいは魔法攻撃）ボーナスを持ち、モンスターとの戦闘で使用できま
す。ヒーローの中には特殊能力を持つ者もいます。
ヒーローの腕力は、そのヒーローが持ち運べる武器を決めます（腕力はカードの
左上の方に盾のアイコン内に記されています——このページの図参照）。戦闘の前
に､各ヒーローにつき武器一つを装備させることができますが、その武器の重量は
そのヒーローの腕力以下でなければいけません。各武器は、戦闘一回につき一度
だけ装備できます。

購入コスト
特徴
勝利点
（一部のみ）

ヒーローは村カードです｡それは他の村カードと同様に村から購入できます。
P4「村を訪れる」を参照してください。また、ヒーローは村でレベルアップできます。
P8「レベルアップ」を参照してください。
ゲームで使えるヒーローカードの枚数には限りがあります。特定の種類のヒー
ローカードが村から無くなってしまったら、以降は誰もそのカードを購入したりレベル
アップしたりできないのです！

灯り
効果
レベルアップに必要な経験値
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レ
レベ
ベル
ルア
アッ
ップ
プ
村を訪れた場合、ステップ５で望む数の手札のヒーローを（十分な経験値がある
限り）レベルアップすることができます。レベルアップする場合､手札にあるヒーロー
カードを破壊し､そのカードの左下隅に書かれているレベルコストを、その分の経験
値を山札に戻すことで支払います。その後、破壊したヒーローに一致する種類の村
の山札から、そのカードの次のレベルのヒーローカードを１枚探し、そのカードを捨
て札置き場の一番上に置きます。レベル１のヒーローはレベル２に、レベル２のヒー
ローはレベル３にレベルアップします。ただし、１ターンに同じヒーローを（１レベルか
ら３レベルに）２回レベルアップすることはできませんし、レベルを飛ばすこともでき
ません。
「民兵」もヒーローカードです｡「民兵」は、経験値を３支払うことにより任意のレベ
ル１のヒーローにレベルアップできます。「民兵」は通常通り破壊されます。
重要：次のレベルのカードが村に残っていない場合、そのヒーローはレベルアップ
できません！ ヒーローをレベル１から３に直接レベルアップすることはできません。
注意：村でのヒーローのレベルアップは購入の後に行われますので、ヒーロー
カードを破壊する前にその分のゴールド値のゴールドを得られます。

マリリンは手札に（銅色の枠の）レベル１の「エルフの魔術師」（Elf
Wizard）を持っていて、これをレベルアップさせようと思っています。この
カードのレベルコストは２なので、彼女は経験値を２消費し、「エルフの魔
術師」を破壊します。その後、彼女は村の「エルフの魔術師」の山札の中
から（銀色の枠の）レベル２の「エルフの妖術師」（Elf Sorcerer）を１枚探
し、それを自分の捨て札置き場の山に置きます。必要な経験値があるの
なら、彼女は他のキャラクターをレベルアップすることもできます。
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モ
モン
ンス
スタ
ター
ーカ
カー
ード
ド

モ
モン
ンス
スタ
ター
ーカ
カー
ード
ドの
の詳
詳細
細

“恐ろしき者共の地下迷宮”で準備の整っていないヒーローを待ち構えるのは、
世にも恐ろしいモンスターです！ ダンジョンホールには、常に３枚のモンスターカー
ドが置かれています。ダンジョンデッキに最も近いカードが地下３階で、最も遠い
カードが地下１階です｡何らかの理由でモンスターがホールを離れた場合､空いた場
所をより深い階のカードをずらして埋めます。地下３階のカードを地下２階に､地下
２階のカードを地下１階に移動します。その後、ダンジョンデッキの一番上のカードを
表にし、それで地下３階を埋めます。

カードタイプ（モンスター）
ゴールド値（一部のみ）

カードタイトル

注意：あなたが攻撃できるのは、ダンジョンホールにいるモンスターだけです。
モンスターの多くは戦闘効果や特徴を持っています。戦闘効果はそのモンスター
と戦闘を行った場合にのみ発生し､その勝敗に関わらず効力が発生します｡モンス
ターの中には、突破効果を持つ強力なモンスターも若干数います。突破効果を持つ
モンスターがダンジョンホールの地下１階に到達した場合、その効果が直ちに発生
します——ただし、その１回だけです。プレイヤーの手札から公開されたモンスター
カードの戦闘効果や突破口かは発生しません。それはそのモンスターがダンジョン
ホールにいる間だけです。同様に、モンスターカードを手札から公開した場合に発
生する効果は、そのモンスターがまだダンジョンホールにいる間は適用されません。
P15「戦利品」を参照してください。
注意：ゲームのセットアップの段階で、突破効果を持つモンスターが地下１階に置
かれる場合があります。この場合、そのモンスターの突破効果は発生しません。
セットアップ中の突破効果はすべて無視します。
モンスターの特徴と戦闘効果の詳細は P10-14 を参照してください。

体力
モンスターの
種類

勝利ポイント

灯り
（戦利品）
効果/戦利品
経験値
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反
反復
復効
効果
果
カードの一部、特にヒーローカードの中には、反復
効果を持つものがあります。「反復-ダンジョン」
（Repeat Dungeon）や「反復-村」（Repeat Village）と書
かれている能力は、他の１回だけ使用できる能力とは
異なり、ターン中に何回でも使用できます。反復効果
の中にはコストを必要とするものがあり、この場合は
その能力を使うたびにコストを消費する必要がありま
す。反復効果は、対応する場所（村やダンジョン）での
み使用できます。

戦
戦闘
闘（（概
概略
略））
遅かれ早かれ、パーティーはダンジョンに出向きそ
の中の恐るべきモンスターと立ち向かわなければなり
ません。モンスターであることとは、すなわち戦うことな
のです！
ダンジョンに突入したら、手札を全て公開する必要
があります。ヒーローは全員で、敵であるモンスター
１体と戦い、それを倒そうとします｡また、手札にある
呪文やアイテムやモンスターカード（P15「戦利品」参
照）の恩恵を受けることもできます。
武器は特別な種類のカードで、ヒーローが装備して
いる場合にのみ使用できます。武器の左側には重量

がかかれています。ヒーローは、自身の腕力以下の
重量の武器のみ装備できます。これらは､ヒーローに
装備されていなければ効果を発動しません｡各ヒー
ローが装備できる武器は１つだけです｡装備されてい
ない武器（あるいは戦闘中に装備されなくなった武器）
からは恩恵を受けられません。
その他のタイプのカードや呪文や戦利品は、自身
が恩恵を与えます。ヒーローに装備する必要はありま
せん｡事実、手札にヒーローが全くなくても、これらの
カードだけでモンスターを倒すことが可能です！
ヒーローの攻撃を止める効果のあるカードが若干
数あります。これが有効な場合、そのヒーローはパー
ティーに攻撃のボーナスを与えず、追加の能力も適用
されません。例えば、地下１階のモンスターを攻撃す
るパーティーにいる「フェイ」（Faeyn）は、その戦闘にお
いて攻撃ボーナスや灯りを適用することができませ
ん。
ボーナスが複数使えるカードもあります｡例えば「ド
ワーフの近衛兵」（Dwarf Janissary）は攻撃力＋２を
持っています。彼に刃の武器を持たせた場合、彼は追
加で攻撃力＋４になり、合計攻撃力は＋６になりま
す……しかも、武器自信が持つボーナスがさらに加え
られるのです！ 装備されている「燃え立つ剣」
（Flaming Sword）のように、攻撃力と灯りボーナスの
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両方が追加されるようなカードもあります。この場合、
両方は同時に加算されます。
手札に「病気」がある場合､そのカードをプレイしな
ければいけません｡各「病気」カードは､その戦闘で攻
撃力もしくは魔法攻撃力を減らします。
攻撃力を２倍にするカードもごくわずかですがあり
ます｡この場合には､まず攻撃力に対してプラスもしく
はマイナスの修正（灯りは含みませんが、「病気」は含
みます）を行った後に、その攻筆力を２倍にします。
一旦武器を割り当て、戦闘を助ける（あるいは妨害
する）カードが全て公開されたら、最終的な攻撃力修
正（２倍を含む）をすべて適用します。これが合計攻撃
力です。
最後に、ダンジョンホールの階が選ばれたら、灯り
ペナルティによる修正を行います。灯りペナルティにつ
いては、P12「光と闇」を参照してください。
注意：ダンジョンに突入することを選んだ場合、攻撃
するモンスターを１体選ぶ必要があります。倒せるか
否かは関係がありません。

ダ
ダン
ンジ
ジョョン
ン効
効果
果

戦
戦闘
闘効
効果
果

ヒーローやアイテムや呪文や武器はしばしばダン
ジョン効果を持ち、その一方でモンスターは戦闘効果
を持ちます。この違いは、効果がいつ発生するかを区
別するものです。

モンスターのほとんどは戦闘効果を持ちます。解決
を忘れないように！ 戦闘効果は戦闘の最中（ステッ
プ４）に発生し、「病気」を与えたり攻撃力を減らしたり
することもありえます。ダンジョン効果は全て戦闘が始
まる前に誘発します。一方で、戦っているモンスターに
よる戦闘効果は、戦闘の最中もしくは戦闘の終了時に
解決されます。すべての戦闘効果は、あなたが勝負
に勝ったかどうかに関わらず発生します。

ダンジョンに突入することを選んだ場合､戦闘に対し
て準備を行います。ダンジョン効果は計画や準備を意
味します。ダンジョン効果によって他のカードが破壊さ
れる場合、そのカードは取り除かれ、他の効果で使用
することはできなくなります｡例えば、「ティリアの従者」
（Thyrian Squire）が「非常食」を食べて攻撃力を＋２し
た場合、その「非常食」により腕力を＋２することはで
きなくなります。同様に、「非常食」でヒーロー１人の腕
力を＋２しようとする場合、それを他のダンジョン効果
のために破壊することはできません。
戦闘の最中に発生する戦闘効果はこれとは異なり
ます。あなたのターンの準備ステップ（ステップ２）で
残っているカードは、モンスターの先頭効果により破
壊されたとしても、その戦闘の間は効果を発揮し続け
ます。例えば､ヒーローがモンスターの戦闘効果によっ
て殺されてしまっても、戦闘終了まではその場に残り
ます。これは全てのタイプのカードについても同様で
す。

戦闘効果として破壊されたカードは、戦闘が終了す
るまで場に残ります——ヒーロー最後まで戦わなけれ
ばいけないのです！ 他のすべての戦闘効果は戦闘
の最中に発生します｡例えば、腕力を減らす効果があ
るばあい、それはモンスターを倒す前に計算しなけれ
ばいけません。腕力が落ちて武器を装備できなくなっ
てしまった場合、その武器のボーナスや効果は失わ
れます。
注意：戦闘効果によって（「病気」等の）カードを獲得
する場合､その新しいカードは、村で購入したときと同
様に捨て札置き場に置かれます。このカードは現在の
戦闘には影響を与えませんが、この先の戦闘で適用
されます。
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戦闘効果の中には、ヒーローがモンスターに攻撃す
ることを防ぐものがあります。たとえ攻撃できないカー
ドであっても、手札の全てのカードは一緒にダンジョン
に突入する必要があります。すでに別の効果によって
攻撃することを防がれているヒーローに対し、攻撃を
防ぐ別な効果を適用することはできません｡例えば､
「 ド ワ ー フ 」 （ Dwarf ） と 「 フ ェ イ 」 （ Faeyn ） と 「 民 兵 」 ）
（Militia）が地下１階の「ホーント」（Haunt）を攻撃する
とします。「フェイ」は自身のダンジョン効果によって攻
撃ができません。したがって、「ホーント」の攻撃を防ぐ
効果は、「ドワーフ」か「民兵」の攻撃を防ぐことになり
ます。
ダンジョンのヒーローが攻撃の際に自身の攻撃力
を全体の攻撃力に加えられたかどうかに関係なく、戦
闘効果によりそれが破壊されることはありえます。上
の例で、「フェイ」のいるパーティーが地下１階の「レ
ヴェナント」（Revenant）を攻撃する場合､「フェイ」は腕
力の減少により破壊されます。

戦
戦闘
闘の
の解
解決
決

闘で生き残った全てのカードのものを合計します。

ダンジョン効果と戦闘効果をすべて解決したら、最
終的な攻撃力を、攻撃しているモンスターの体力と比
較します。後述の灯りペナルティを忘れないでくださ
い。

注意：この能力を持っているヒーローもいますが、そ
の場合も同様にして解決してください。

合計攻撃力が相手のモンスターの体力未満である
場合、ヒーローは敗北します。そのモンスターはダン
ジョンに撤退します。そのモンスターを、ダンジョンデッ
キの一番下に置いてください。
合計攻撃力が相手のモンスターの体力以上なら、
あなたは戦いに勝ちます！ そのモンスターカードをあ
なたの捨て札置き場に置いてください。パーティーデッ
キの他のカードと同様に、そのカードは村で購入をす
るときのゴールドになりますし、ダンジョン効果や村効
果を与えるものものあります。さらに、そのモンスター
の経験値の数と同じ枚数の経験値カードを受け取りま
す。これは捨て札置き場には置きません。別にして、
手元に置いておいてください。
モンスターは財宝を貯えていることで知られ、倒す
ことでそれを報酬として獲得できることがあります。戦
闘に加わったカードが報酬効果を持っている場合、あ
なたはただちにその報酬で示された種類のカードを
１枚村から購入することができます。ゴールド値は、戦

例：「ドワーフの近衛兵」（Dwarf Janissary）は「報酬
（武器）」（Spoils(Weapon)）を持っています｡モンスター
を倒した後､公開したカードのうち残ったカードの合計
ゴールド値以下の購入コストの武器カード（アイテムや
呪文等は不可）を１枚購入できます。
戦闘の勝敗に関わらず、ダンジョンホールに残った
モンスターカードを前にずらし、空いたダンジョンホー
ルを新たなカードで埋めるのを忘れないでください。突
破効果を持つモンスターが地下１階にずらされたら、
そ の 効 果 を 解 決 し ま す 。 P9 「 モ ン ス タ ー カ ー ド 」 や
P19「突破効果」を参照してください。

光
光と
と闇
闇

モンスターのいる階の値になります。
• モンスターが灯りペナルティの戦闘効果（「灯り
－１」（Light -1）等）を持っているかチェックします。
持っている場合、その修正分だけ灯りペナルティに
加算します。この修正は常にモンスターの効果の
部分に書かれているものであり、モンスターの灯り
アイコンのものではない点に注意してください。
• あなたのカードによる灯りの値を合計します。この
ボーナスは、カードの左側の灯りアイコンで示され
ています。灯り１点につき、明かりペナルティが１減
ります。
モンスターとの戦闘の解決時に、最終的な灯りペナ
ルティの数値を倍にします。あなたのパーティーの攻
撃力はその分だけ減ります（つまり、あなたが相殺で
きなかった分の灯りペナルティ１点につき、攻撃カが
２減ります）。

ダンジョンは暗くて危険な場所です。ヒーローがモン
スターとの戦闘を効果的に行いたいなら、自分で灯り
を持参する必要があります。灯りが十分でない場合、
攻撃力にペナルティが加わります。この灯りペナル
ティは、以下のステップで決定します。

重要：灯りにより攻撃力のボーナスが発生すること
はありません！あなたの灯りの合計が灯りペナルティ
を上回った場合、それは０として扱います。一方で、灯
りペナルティの値自身には制限がありません。

• ダンジョンホールのどの階にいるモンスターと闘う
かを決定します｡灯りペナルティの基本値は、その

注意：武器についている灯りの値は、いずれかの
ヒーローがそれを装備している場合にのみ加算されま
す。
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灯
灯りりペ
ペナ
ナル
ルテ
ティィの
の例
例
右に示した例では､地下１階に「ナイトメア」
（Knightmare）、地下２階に、「グリフォン」（Griffon）、
地下３階に「ちらつき犬」（Blink Dog）がいます｡戦闘
効果を計算に入れない場合の各階の灯りペナルティ
は、カードの上に示されています。

地下１階
ペナルティ－１*
攻撃力修正－２

灯りペナルティを計算に入れると、地下１階にいる
「ナイトメア」を攻撃する場合の灯りペナルティは
－３（攻撃力－６）、地下３階の「ちらつき犬」を攻撃す
る場合の灯りペナルティは－４（攻撃力－８）にもなり
ます！ 「グリフォン」を攻撃する場合の灯りペナルティ
は変わりません｡このペナルティは非常に厳しいもの
です｡灯りとなるものが無ければ、ヒーローはモンス
ターを倒すのに四苦八苦することになるでしょう。
下の例では､パーティーが「火の玉」（Fireball）と「松
明」をそれぞれ一つずつ使っていて、灯り＋２を得てい
ます。下の行に書いてある数字は、この修正をすべて
加えた後のペナルティ値となります。

地下２階
ペナルティ－２*
攻撃力修正－４

*

地下１階
ペナルティ－１
攻撃力修正－２

注意：戦闘効果によって、このパーティーは「ちらつ
き犬」を攻撃できません｡灯りのおかげで「ナイトメア」
との戦闘はずっと楽になりましたが、最も楽に倒せる
モンスターは「グリフォン」です。「火の玉」がある
ことで、パーティーはあと攻撃力が＋４あればそれ
を倒すことができます。
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地下３階
ペナルティ－３*
攻撃力修正－６

ダンジョンデッキ

修正前の灯りペナルティ

地下２階
ペナルティ±０
攻撃力修正±０

地下３階
ペナルティ－２
攻撃力修正－４

ダンジョンデッキ

攻
攻撃
撃お
およ
よび
び魔
魔法
法攻
攻撃
撃

特
特徴
徴

全ての戦闘は、ヒーロー側の攻撃力の合計とモン
スターの体力の２つの要素で結果が決まります｡モン
スターの体力は一定で変わりませんが、攻撃力は戦
闘の前や最中に上下することがあります。

戦闘効果に加えて、モンスターの中にはいくつかの
特性を持つ物があります。この特性は常時発生してい
る能力で、常にモンスターに恩恵を与えます。

攻撃力には攻撃（ATTACK）と魔法攻撃（MAGIC
ATTACK）があります。攻撃力は種類ごとに別々に加
算されます。各タイプの攻撃力は個別に計算されます。
両方の種類の攻撃力は、戦闘前に公開したヒーロー
やアイテム、呪文、戦利品、武器などから得られます。
戦利品の一部や戦闘効果やその他のカードには、戦
闘中ヒーローを妨害し、その攻撃力を奪ってしまうもの
もあります。「病気」カードがその一つの例です。
ある効果（「病気」等）が攻撃力を下げる場合、それ
は攻撃力か魔法攻撃力かのどちらかを下げます。両
方を下げるわけではありません。ただし、選べるのは
適正な対象だけです。
例：「燃え立つ剣」（Flaming Sword）を装備した「ド
ワーフの近衛兵」（Dwarf Janissary）は、攻撃力が＋６､
魔法攻撃力が＋３になります｡同時に「病気」が公開さ
れた場合､攻撃力を＋５（６－１＝５）に減らすか､魔法
攻撃力を＋２（３－１＝２）に減らすか、どちらかを選ば
なければなりません。「燃え立つ剣」を装備していない
場合には、魔法攻撃カを－１にすることを選ぶことは
できません。

例：「漆黒の煙霧」（Ebon Fume）には「魔法攻撃無
効」の特性を持っています。この特性により、パー
ティーの魔法攻撃力のボーナスは０になります。
カードには様々な特性があります。このセットでの
特性は以下の通りです。
魔 法 攻 撃 を １ / ２ （ 1/2 ATTACK from MAGIC
ATTACK）：すべての発生源からの魔法攻撃力ボー
ナスの計算後、その値が半分に減ります。減少した魔
法攻撃力の端数は切り捨てます。
[ 何 か ] が 無 け れ ば 攻 撃 を １ / ２ （ 1/2 ATTACK
without [何か]）：［何か］で指定されたものが無い場
合、（全ての修整を加えた後に適用。端数は切り捨て）。
“何か”は魔法攻撃や武器や、そのたあらゆる条件に
なりえます。特徴で指定されたものがある場合、攻撃
力はそのまま使用できます。
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刃の武器無効（Immune to Edged Weapons）：刃
（Edged）である武器による攻撃や魔法攻撃ボーナス
はすべて０になります。その武器が持つそれ以外の効
果（灯り等）はこの特長の影響を受けません。
灯り－Ｘ（Light -X）：灯りペナルティは常に発生して
いるものであり、戦闘効果として処理を行うものでは
ありません。代わりに、灯りペナルティは戦闘が始まる
前に計算されます。通常の戦闘効果とは処理が異な
ります。
魔法攻撃無効（Immune to Magic Attack）：すべて
のカードの魔法攻撃力が０になります。このモンスター
に対しては、魔法攻撃でない攻撃のみがしようできま
す。戦闘に参加しているヒーロー（攻撃力や魔法攻撃
力を与えないものも含む）は、どのような場合であって
も、それ以外の恩恵、例えば灯りやその他の特徴を適
用し続けます。
魔法攻撃のみ（MAGIC ATTACK only）：魔法攻撃
を与えるカードのみを攻撃力に加算できます。勝利の
ためには、魔法攻撃だけでモンスターの体力以上に
なる必要があります。戦闘に参加しているヒーロー（攻
撃力や魔法攻撃力を与えないものも含む）は、どのよ
うな場合であっても、それ以外の恩恵、例えば灯りや
その他の特徴を適用し続けます。

魔法攻撃必須（Magic Attack required）：モンス
ターを倒すには、魔法攻撃力が少なくとも＋１ある必
要があります。それ以外の攻撃や魔法攻撃はそのま
ま認められます。魔法攻撃がまったくない場合でも、
そのモンスターに攻撃する（それによりそのモンスター
をダンジョンデッキの一番下に送る）ことは可能です
装備していないヒーローは攻撃できない
（Unequipped Heroes cannot attack）：装備していない
ヒーローは、その戦闘で攻撃や魔法攻撃やその他の
恩恵（灯り等）を適用できません。ただし、このような
ヒーローであってもパーティーの残りと一緒にダンジョ
ンに突入しているので、攻撃されたモンスターの先頭
効果の対象となりえます。

「「病
病気
気」」カ
カー
ード
ド

戦
戦利
利品
品

カードの中には、（ダンジョン効果や戦闘効果によ
り）「病気」（Disease）カードを与えるものがあります。得
た「病気」カードは常に捨て札置き場に置きます。「病
気」はモンスターの特徴や戦闘効果の影響を受けま
せん（特に「病気」を対象とすることを明記している場
合を除く）。「病気」１枚につき、あなたの攻撃力か魔法
攻撃力に－１のペナルティが与えられます（ただし、こ
のペナルティを適用するためには、元の値が＋１以上
である必要があります）。

ほとんどのモンスターは手札に入っても勝利ポイン
トか若干のゴールドにしかなりませんが、中には勝利
を収めた後でデッキの中で戦利品となるものがありま
す。特別なシンボル（ ）を持つカードが戦利品です
（ただしすべての戦利品が自分に有利になるとは限り
ません！）。戦闘の際に公開された戦利品カードは、
常に使用しなければいけません。それをヒーローに装
備する必要はありませんし、それを使用するために
ヒーローがいなければならないということもありません。
これらのカードは、ダンジョン効果や攻撃力ボーナス
を持つ他のカードと同じように扱ってください｡戦利品
の中には灯りを与えるものもあります。ランタンのアイ
コンの中に灯りの値が書かれているモンスターも戦利
品カードです｡

「病気」カードを取り除く方法はいくつかあります。休
息を行えば、あなたは手札のカードを１枚破壊できる
ので、「病気」カードを選ぶことができます。ヒーロー
カードや村カードの中にはこのようなカードを破壊でき
るものがあります｡他のカードとは異なり､「病気」カード
は破壊されてもゲームからは取り除かれません。代わ
りに、それは「病気」カードの山に戻され再利用されま
す（ゲーム中の「病気」カードの枚数には制限がない
からです）。「病気」カードが不足している場合、他の使
われていないカードを「病気」カードとして扱ってくださ
い。
「病気」カードにはゴールド値がありません。これは
他のタイプのカードとは見なされません。
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戦利品は戦闘でプレイヤーの手札から出た場合に
のみ適用され、ダンジョンホールにいるモンスターに
書かれているものは効果がありません。
重要：プレイヤーの手札のモンスターが持つ他の戦
闘効果は決して適用されません。

村
村の
の例
例
スーは自分のターンで村に行くことにしました｡手札にあるのは「酒場の主人」
（Barkeep）、「街の衛兵」（Town Guard）、「ロリッグの盗賊」（Lorrig Thief）、「解き放
たれしもの」（The Unchained）、「民兵」（Militia）、「戦闘の激情」（Battle Fury）の６枚
です。経験値は３点持っています。彼女は手札を公開しました。
この段階で、彼女は村カードの村効果をどれでも使えます。彼女は「街の衛兵」の
１つ目の能力を使ってカードを２枚引き、「病気」（Disease）と「辺境の殺戮者」
（Outlands Slayer）でした。どちらもゴールドを生み出さないので、彼女は「街の衛兵」
の２つ目の能力を使い、これを破壊してさらにカードを３枚引きます。「街の衛兵」は
破壊カード置き場に置かれ、引いたのは「訓練官」（Trainer）」、「松明」（Torch）、「ダ
ガー」（Dagger）の３枚でした｡そこで彼女は「酒場の主人」の能力を使い、このターン
必要なら２枚目のカードを購入できるようにしました。その後、彼女は「訓練官」の能
力を使って「民兵」を破壊し、経験値を２点獲得しました｡彼女は自分のデッキの「民
兵」はあと１枚だけだと把握しているので、､「訓練官」を処分するいいタイミングだと
考え、「訓練官」の２つ目の能力を使ってを「訓練官」を破壊して２ゴールド得ます。
「解き放たれしもの」の戦闘効果（「病気」を１枚得る）が無視されている点に注意し
てください。このモンスターは手札にあり、ダンジョンホールで敵対しているものでは
ないからです。

ここでスーはゴールド値のチェックをします。手札に残っているカードに「訓練官」
の能力による２ゴールドが加えられます。「ロリッグの盗賊」（２）、「解き放たれしも
の」（１）、「松明」（２）、「ダガー」（１）、「酒場の主人」（１）を加算し、最終的な合計は
９ゴールドになりました。彼女は「短剣」（Short Sword）を６ゴールドで、「消失」
（Banish）を４ゴールドで購入したいのですが、これでは足りません。そこで彼女は購
入前にもう１つ能力を実行し、「酒場の主人」の２つ目の能力を使ってさらに２ゴール
ドを生み出すことにしました。これにより「酒場の主人」は破壊されるので、彼女はそ
こからの１ゴールドを得ることができなくなりますが、そのカードを破壊することで
２ゴールドを得ますので、最終的に消費できるゴールドは１０ゴールドになります。こ
の１０ゴールドと「酒場の主人」の１つ目の能力を使ったことにより、彼女は「短剣」と
「消失」の２枚を購入できます。
次はヒーローを鍛える番です。彼女は経験値２点を支払って「ロリッグの盗賊」を
（「ロリッグの悪党」（Lorigg Rogue）に）レペルアップします。彼女は「ロリッグの盗賊」
を破壊して、「ロリッグ」の山の中からレベル２のヒーローである「ロリッグの悪党」を
探し、それを捨て札置き場に置きます。その後、彼女は残りの経験値３点を支払っ
て、レベル２の「辺境の殺戮者」をレベル３の「辺境の王者」（Outlands Khan）にレベ
ルアップしました｡ありがたいことに「辺境の王者」は山に残っていたので、彼女はそ
れを手に入れます。もし残っていなければ、彼女は「辺境の殺戮者」をレベルアップ
できず、残った経験値は別なターンに別なヒーローをレベルアップするのに使うこと
になるでしょう。消費した経験値のカ一ドは、経験値のカードの山に戻します。
以上で彼女のターンが終了します。彼女は引いたカードをすべて捨て、カードを
６枚引いて新たな手札にします。
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ダ
ダン
ンジ
ジョョン
ンで
での
の例
例
ブルースは、ダンジョンへの突入を宣言しました。公開した手札は、「病気」
（Disease）、「消失」（Banish）、「レジアの僧侶」（Regian Priest）、「非常食」（Iron
Ration）、「ティリアの従者」（Thyrian Squire）、「長矛」（Polearm）です｡ダンジョンホー
ルにいるのは､地下１階に「ちらつき犬」（Blink Dog）地下２階に「苦しめし者」
（Suffering）地下３階に「終わらざるユィリル」（Uyril Unending）です。

まず彼は戦闘の準備として､「レジアの僧侶」のダンジョン効果を使って１枚カード
を引き、「民兵」（Militia）を手に入れました｡その後、彼は「レジアの僧侶」の反復ダ
ンジョン能力を使い、「病気」を破壊して新たにカードを１枚引きます｡「病気」を「病
気」の山に戻し、カードを１枚引きましたが、それも「病気」でした！ この能力は｢反
復ダンジョン効果｣なので、必要なら何回でも繰り返せます——そこで彼は２枚目の
「病気」を破壊してさらにカードを１枚引き、「短剣」（Short Sword）を手に入れました。
彼は現状の選択肢を確認します。「短剣」を「レジアの僧侶」に、「長矛」を「ティリア
の従者」に装備させることはできますが、「非常食」をファイターに対して使わないか
ぎり「長矛」の上位ボーナスは得られません。「ティリアの従者」の腕力は６しかない
からです。また、彼は灯りが無いので「ちらつき犬」を攻撃できません（「ちらつき犬」
は灯りのペナルティがある場合、攻撃されません）。
そこで彼はまず「消失」を使用し、「ちらつき犬」をダンジョンデッキの底に置きます。
「苦しめし者」が地下１階に､そして「終わらざるユィリル」が地下２階に移動し、新た
に「統べし者」（Kingdom）が公開され、地下３階に置かれました。ブルースは自分の
手札のカードを１枚破壊しなければいけません。「消失」自身を破壊することもでき
ますが、それは現状では残したいカードです。代わりに「非常食」を破壊することもで
きますが、そうすると戦闘では使えなくなってしまいます。結局彼は「民兵」を破壊す
ることにしました。これによりこのカードは直ちに破壊カード置き場に置かれ、この戦
闘では使えなくなります。
「消失」の効果の最後で新たなカードを１枚引くと、それは「戦闘の激情」（Battle
Fury）でした｡彼はそれを使用し、自分のすべてのヒーローの攻撃を＋１します。ここ
で彼は選択肢を確認します。「苦しめし者」は６ダメージあれば倒せます。「終わらざ
るユィリル」なら９ダメージあれば倒せます。現状でもまだ灯りが無いので、「苦しめ
し者」に対しては攻撃ペナルティが－２、「終わらざるユィリル」には攻撃ペナルティ
が－４かかります。
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しかし、別な問題もあります。「苦しめし者」を攻撃す
ると、自分のヒーローの腕力はすべて－２されます。
そうすると、「レジアの僧侶」は「短剣」を装備できなく
なりますし、「ティリアの従者」も「長矛」を最強の状態
で使うことができなくなります。
「非常食」を「レジアの僧侶」に使えば、「レジアの僧
侶」は「短剣」を装備できる一方、「ティリアの従者」の
「長矛」ボーナスは攻撃＋２で確定します。その結果、
魔 法 攻 撃 ＋２ （ 「 レ ジ アの 僧 侶 」 ） 、 攻 撃 ＋ ４ （ 腕 力
－２を「非常食」で打ち消して使えるようになった「短
剣」）、攻撃＋２（「ティリアの従者」）、攻撃＋２（「長
矛」）、攻撃＋２（ヒーロー２人に対する「戦闘の激情」
分）で、合計攻撃力は１２になります。灯りペナルティ
により攻撃力が－２されても、「苦しめし者」を倒すの
は簡単なことです。
しかし、「終わらざるユィリル」には戦利品効果が
あり、これはぜひデッキに加えたいものです。この「終
わらざるユィリル」に対しては腕力の減少がありませ
んから、当初の予定通り「非常食」を、「ティリアの従
者」に使って「長矛」を活用することになります。「終わ
らざるユィリル」に対しては、魔法攻撃＋２（「レジアの
僧侶」）、攻撃＋４（「短剣」）、攻撃＋２（「ティリアの従
者」）、攻撃＋６（「非常食」で「ティリアの従者」の腕力
を上げたことによる「長矛」）、攻撃＋２（ヒーロー２人
に対する「戦闘の激情」分）で、合計攻撃力は１６にな

ります。地下２階の灯りペナルティの－４を加えても、
合計攻撃力は１２になり、邪悪なドラゴンを倒すのに
十分な値です！

に言ってひどい選択でしょう。休息は村を訪れることで
はないので、彼は「訓練官」の効果を使用できませ
ん。

ブルースは「終わらざるユィリル」を攻撃することに
し、それを殺して自分の捨て札置き場に置きます。彼
はカードの右下の赤丸の中の数字である２点の経験
地を受け取ります。今後の戦闘で、「終わらざるユィリ
ル」の戦利品ボーナスは、他のモンスターを倒すのに
役に立つでしょう。彼は「民兵」を持っていないので、
「民兵を１人破壊する」という戦闘効果は無視されます。
「統べし者」を地下２階に移動し、ダンジョンホールを
埋めます。

選んだカードを破壊したら、表にした手札をすべて
捨て、新たにカードを引いてターンを終了します。

最後に、ブルースはカードをすべて捨て、新たに
カードを引いてターンを終了します。

休
休息
息の
の例
例
ジョーはこのターン休息することにしました｡彼の手
札は「病気」（Disease）、「民兵」（Militia）２枚､「ダガー」
（ Dagger ） 、 「 訓 練 官 」 （ Trainer ） 、 「 ス フ ィ ン ク ス 」
（Sphinx）です｡彼は「病気」カードを破壊することにしま
した｡代わりに「民兵」１枚や「ダガー」を破壊して、後で
引きたくないカードを減らしてデッキを圧縮することも
出来ます。など以後引きたくないようなカードを１枚破
壊してデッキをスリムにすることもできます｡「訓練官」
や「スフィンクス」を破壊することもできますが、戦略的
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ゲ
ゲー
ーム
ムの
の勝
勝利
利
サンダーストーンカードがダンジョンホールの地下
１階に達した時点でゲームが終了します｡自分のター
ンに地下１階のモンスターを倒し、それによりサンダー
ストーンがその空いた階に移動した場合、あなたはそ
のサンダーストーンカードを自分のデッキに加えられ
るのです！ そうでない場合、誰もサンダーストーン
カードを手に入れられません。
ゲームが終了したら、自分の手札や捨て札置き場
やデッキや、その他自分が使っているカードをまとめ
ます。ゲーム中にあなたが集めたすべてのカードの勝
利ポイントを合計してください。最も勝利ポイント合計
が大きいプレイヤーが勝者です！ 同点の場合、その
中にサンダーストーンを持っているプレイヤーがいれ
ばそのプレイヤーが勝利します。そうでない場合、同
点プレイヤー全員が勝利を分かち合います！

ル
ルー
ール
ル詳
詳細
細

大
大原
原則
則

報
報酬
酬

突
突破
破効
効果
果

カードがこの本のルールに反したり上書きしたりす
る場合、カードが優先されます。まあ、真の大原則は
楽しもうって事にあるんですが、言いたいことはわかり
ますよね。

ヒーローやモンスターの中には、「報酬」（Spoils）能
力を持っているものがありまる。この能力は、モンス
ターを倒した後で、村へ行ったかのように指定された
タイプの村カードを１枚買うことを認めるものです。例
えば、「報酬（食料）」（Spoils(Food)）なら村で食料カー
ドが１枚変えますし、「報酬（アイテム）」（Spoils(Item)）
ならアイテムカードが１枚買えます。ヒーローやモンス
ターは、戦闘に勝ったらそのカードの報酬能力を１回
だけ使用できます。

突破を持つモンスターがダンジョンホールの地下
１階に（どこからであっても）到達した場合には、その
突破効果が——１回かぎり——手番プレイヤーが手
札を捨ててターンを終える前（P4 参照）に発生します。
突破効果はそれぞれ異なり、ゲームに独自の方法で
影響を与えます。P20「カード解説」を参照してください。
ゲームが始まる前から地下１階にいるモンスターの突
破効果は発生しません。

戦
戦闘
闘不
不可
可
モンスターの中には、特徴や戦闘効果により、パー
ティーやヒーローの攻撃を防ぐものがあります。パー
ティーがあるモンスターを攻撃できない場合、ダンジョ
ンでの行動のステップ３でそれを選ぶことができませ
ん。したがって、あなたはそのモンスターを“攻撃する”
ことを選んでダンジョンデッキの一番下に送ることもで
きないのです。
あるヒーローが攻撃できない場合、そのヒーローは
戦闘に参加できません。ステップ２で使用したダンジョ
ン効果はそのまま有効ですが、攻撃、魔法攻撃、灯り
ボーナスは計算されません。

ダ
ダメ
メー
ージ
ジ半
半減
減
モンスターの中には、ある種の攻撃に対して抵抗力
があるものがあります。攻撃力が半分になる場合、端
数は常に切り捨てられます。

無
無効
効化
化
他のモンスターの中には、ある種の攻撃に完璧に
無敵であるものもいます。「無効」（Immune）と書かれ
ている場合、指定されている攻撃タイプ（魔法、刃の武
器等）はそのモンスターに対して効果がなく、攻撃力を
加えることができません。

シ
シャ
ャッ
ッフ
フル
ル
捨て札置き場をシャッフルするのは、あなたのデッ
キにカードが残っておらず、なおかつあなたがカードを
引く必要がある場合だけです。捨て札置き場のすべて
のカードは一緒にシャッフルされます。
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１ターンに複数の報酬を得た場合、それぞれを望む
順番で解決することができ、それぞれでゴールド値を
額面いっぱいまで使うことができます。
攻撃しなかった、あるいは攻撃できなかったヒー
ローは、報酬の特徴を使用できません。

バ
バリリエ
エー
ーシ
ショョン
ン
セットアップやゲームの各種バリエーション——１人
ゲームもあります——は、オンラインで提供されてい
ます。Thunderstone をプレイする様々な方法につい
ては、alderac.com や boardgamegeek.com をチェックし
てみてください。

カ
カー
ード
ド解
解説
説

Battle Fury（戦闘の激情）：「民兵」（Militia）はヒー
ローであり、この呪文による攻撃ボーナスを得ます。

Amazon（アマゾネス）：このヒーローのダンジョン効
果は、アマゾネスの通常の攻撃に追加する攻撃カ
ボーナスです。

Black Slime（黒スライム）：「民兵」（Militia）が先頭
にいない場合、効果はありません。破壊された「民兵」
は、その戦闘の終わりまでは残ります。

Disease（病気）：「病気」が公開されたら、それは使
用する義務があります。村では効果がありません。

Archduke of Pain（苦痛の大公）：「苦痛の大公」を
倒すには､少なくとも＋１の魔法攻撃を持っている必要
があります。魔法攻撃が無くても「苦痛の大公」を攻撃
することは可能です。戦闘にクレリック（Cleric）やウィ
ザード（Wizard）のカードがない場合、その部分の効果
はありません。「苦痛の大公」がダンジョンホールの地
下１階に到達したら、村の各ヒーローの山の上から
２枚を破壊します。これには「民兵」（Militia）が含まれ
ます。

Blink Dog（ちらつき犬）：灯りペナルティが１以上あ
る場合、「ちらつき犬」を攻撃目標に選べません。した
がって、適切な灯りが無ければ、それを攻撃先に選ん
で単にダンジョンデッキの一番下に置くこともできませ
ん。灯りペナルティは戦闘前に適用されます。

Dwarf Guardian（ドワーフの護衛）：刃（Edged）の
武器を装備した場合の彼の合計攻撃力は＋４になり
ます。このボーナスはドワーフの能力の一部であり、
後に（モンスターの戦闘効果等で）武器が使えなくなっ
てもそのまま残ります。

Bloodskull Orc（血髑髏のオーク）：このモンスター
には特殊な効果はありません。

Dwarf Janissary（ドワーフの近衛兵）：ダンジョンで
のアクションで公開されたら、戦闘に勝った後、手札の
ゴールド値を使って、村から武器（Weapon）カードを
１枚購入することができます。刃（Edged）の武器を装
備した場合の彼の合計攻撃力は＋６になります。

Arcane Energies（神秘の魔力）：このダンジョン能
力を使う場合、カードを１枚引く義務があります。
Banish（消失）：「消失」を使うにはダンジョンに突入
する必要がありますが、どのモンスターを攻撃するか
はホールが埋められるまで選びません。「消失」の結
果突破効果（または罠効果）が起こった場合、ただち
にそれを解決します。ホールを並べなおしてサンダー
ストーンを地下１階に置き、サンダーストーンを入手せ
ずにただちにゲームを終わらせることができます。攻
撃するモンスターを選ぶ前に複数の「消失」を使うこと
もできますが、２つ目を使用する前に１つ目の解決を
完全に終わらせる必要があります。このダンジョン能
力を使う場合、カードを１枚引く義務があります。
Barkeep（酒場の主人）：「酒場の主人」を１枚追加
で使うことで、購入できるカードがさらに１枚増えます。
破壊した「酒場の主人」のゴールド値は得られませ
ん。

Chalice Quester/Defender （ 至 杯 の 探 求 者 / 守 護
者）：攻撃対象とするモンスターを選ぶ前に、「病気」
（Disease）を破壊して新たなカードを引くことを何回で
も繰り返せます。
Chalice Defender（至杯の守護者）：灯りボーナスを
持つアイテム（Item、武器（Weapon）は不可）のみが、
「守護者」の攻撃力を増やします。
Chalice Paladin（至杯の聖騎士）：戦闘に勝った後、
手札のゴールド値を使って、村から任意の村カード
（基本カードやヒーローカードを含む）を１枚購入する
ことができます。
Dagger（ダガー）：これは刃（Edged）の武器です。こ
れは基本カードで、すべてのゲームに含まれます。
Darkness（ダークネス）：武器を装備していないヒー
ローの攻撃ボーナスは０になりますが、戦闘効果の適
用を受けます。「民兵」（Militia）はヒーローです。灯り
ペナルティを１増やします。灯りペナルティは戦闘前に
適用されます。
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Deadbone Troll（死骨のトロール）：戦闘で得た「病
気」（Disease）カードは、直接捨て札置き場に置かれま
す。

Dwarf Sentinel（ドワーフの歩哨）：刃（Edged）の武
器を装備した場合の彼の合計攻撃力は＋８になりま
す。
Ebon Fume（漆黒の煙霧）：「漆黒の煙霧」に対する
魔法攻撃は、攻撃力の合計に数えません。（修整後
の）腕力が最も高いヒーローが複数いる場合、どちら
を破壊するかは自分で決めます。「民兵」（Militia）は
ヒーローです。
Elf Sorcerer/Archmage（エルフの妖術師/大魔導
師）： モンスターがダンジョンデッキの一番下に戻った
ら、ダンジョンホールを埋めます。この結果突破効果
（または罠効果）が起こった場合、ただちにそれを解決
します。サンダーストーン（Thunderstone）がダンジョン
ホールの地下１階に移動した場合、ゲームは直ちに
終了します。あなたはサンダーストーンを入手できま
せん。

Faeyn（フェイ）： ダンジョンのアクションにより地下
１階のモンスターを攻撃することになった場合、フェイ
の攻撃ボーナスは攻撃力には加えません。フェイが攻
撃しない場合、その灯りボーナスは失われます。
Famine（飢えし者）： 戦闘で得た「病気」（Disease）
カードは、直接捨て札置き場に置かれます。
Feast（饗宴）： 「民兵」（Militia）カードはヒーローで
あり、このカードにより攻撃と腕力にボーナスを得ま
す。
Fireball（火の玉）： この呪文を使うのにヒーローは
必要としません。

Green Blob（緑ブロブ）： 戦闘に食料（Food）のカー
ドがない場合、その部分の効果はありません。
Grayskin Lizard(灰皮の蜥蜴人)： 戦闘効果により、
このモンスターは武器に対して弱くなります。彼らは厚
い皮を持っていないのです。
Griknack Goblin（グリクナックのゴブリン）： このモ
ンスターには特殊な効果はありません。
Griffon（グリフォン）： この魔法攻撃ボーナスは戦
利品効果です。
Grudgebeast（遺恨獣）： このモンスターには特殊
な効果はありません。

Firebrand Cyclops（扇動するサイクロプス）： この
モンスターには特殊な効果はありません。

Hatchet（手斧）： これは刃（Edged）の武器です。

Flaming Sword（燃え立つ剣）： 「燃え立つ剣」は、
ヒーローが装備している場合にのみ灯りボーナスを得
ます。

Haunt（ホーント）： ヒーローを１人（と彼が装備して
いる武器を）選びます。そのヒーロー（と武器）のすべ
ての灯りや攻撃や魔法攻撃は０になります。「民兵」
（Militia）はヒーローです。

Ghost（ゴースト）： 魔法攻撃が最低＋１なければ、
合計攻撃力は半分（端数切捨て）になります。腕力が
減ることにより、武器が装備できなくなることがありま
す。
Goodberries（グッドベリー）： ヒーローの攻撃ボー
ナスをすべて計算した後、そのボーナス全体が魔法
攻撃になります。「民兵」（Militia）はヒーローであり、こ
のカードの恩恵を受けます。
Gray Ooze（灰色ウーズ）： 少なくとも１人のヒー
ローが武器を装備している場合（あるいはまったくヒー
ローがいない場合）、効果はありません。破壊された
ヒーローカードは、その戦闘の終わりまでは残ります。
「民兵」（Militia）はヒーローであり、破壊されえます。
戦闘に勝った後、手札のゴールド値を使って、村から
任意の食料（Food）カードを１枚購入することができま
す。

Harbinger（先触れし者）： 戦闘に呪文（Spell）の
カードがない場合、その部分の効果はありません。破
壊された呪文カードは、その戦闘の終わりまでは残り
ます。
Iron Rations（非常食）： 複数の「非常食」を１人の
ヒーローに使い、その分の腕力を上げることができま
す。ダンジョン効果により「非常食」が破壊されたら、そ
の腕力ボーナスは使用できません。これは基本カード
で、すべてのゲームに含まれます。
Judgement（ジャッジメント）： この戦闘効果で、攻
撃と魔法攻撃のどちらを減らすかを選ぶことができま
す。腕力が減ることにより、武器が装備できなくなるこ
とがあります。「民兵」（Militia）はヒーローです。
Kingdom （ 統 べ し 者 ） ： 戦 闘 で 得 た 「 病 気 」
（Disease）カードは、直接捨て札置き場に置かれます。
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Knightmare（ナイトメア）： 灯りペナルティを２増や
します。灯りペナルティは戦闘前に適用されます。戦
闘にファイター（Fighter）のカードがない場合、その部
分の効果はありません。
Lantern（ランタン）： このアイテムは、ヒーローがい
なくても灯りを＋２します。
Lightstone Gem（光の宝石）： このアイテムは、
ヒーローがいなくても灯りを＋３します。
Lord of Death（死の君主）： 戦闘で得た「病気」
（Disease）カードは、直接捨て札置き場に置かれます。
Lord Mortis（ロード・モルティス）： 灯りペナルティ
を２増やします。灯りペナルティは戦闘前に適用され
ます。
Lorigg Outlaw/Rogue（ロリッグの無法者/悪党）：
戦闘に勝利したか否かにかかわらず、他のすべての
プレイヤーはこのヒーローがダンジョンに突入した時
点でカードを捨てなければいけません。
Magical Aura（魔法のオーラ）： 「長矛」（Polearm）
と共に使った場合でも、＋６のボーナスを受けるため
にはヒーローの腕力が８以上である必要があります。
このダンジョン効果を使う場合、カードを１枚引く義務
があります。
Militia（民兵）： 「民兵」は常にヒーローであるとみ
なされます。民兵のゴールド値は０です。これは基本
カードで、すべてのゲームに含まれます。
Mythlurian（ミスルリアン）： 戦闘にヒーローのカー
ドがない場合、その部分の効果はありません。破壊さ
れたヒーローカードは、その戦闘の終わりまでは残り
ます。「民兵」（Militia）はヒーローです。

Nixie（ニクシー）： このモンスターには特殊な効果
はありません。
Noxious Slag（毒スラグ）： 刃（Edged）の武器は、
「毒スラグ」に対して攻撃力を加算できません。合計魔
法攻撃力の計算後、その合計を半分にします（端数切
捨て）。
Outlands Warrior/Slayer（辺境の戦士/殺戮者）：
このダンジョン効果で破壊された食料からは、腕力
ボーナスやその他の効果を得るために使用できませ
ん。
Outlands Slayer/Khan（辺境の殺戮者/王者）： こ
のヒーローは、戦闘前に手札から公開したモンスター
カード１枚につき攻撃ボーナスを得ます。
Pawnbroker（質屋）： １ターンに「質屋」と他のカー
ドを破壊することによって、Ｘ＋５ゴールドを得ることが
できます。「質屋」によってカードを破壊した場合、その
カードが本来持つゴールド値をこのターンの合計ゴー
ルドに加えてはいけません。
Pegasus（ペガサス）： この攻撃ボーナスは戦利品
効果です。
Polearm（長矛）： 腕力が２あるヒーローは、「長矛」
を装備して攻撃ボーナス＋２を得ることができます。
腕力が８以上あるヒーローの場合、代わりにボーナス
が＋６になります。
The Prince（プリンス）： 戦闘にファイター（Fighter）
のカードがない場合、その部分の効果はありません。
腕力が減ることにより、武器が装備できなくなることが
あります。
Red Jelly（赤ゼリー）： 戦闘に武器（Weapon）の
カードがない場合、その部分の効果はありません。こ
の灯りボーナスは戦利品効果です。これは、倒した赤
ゼリーが手札から公開されたときのみ適用されます。
これは戦闘効果ではありません。

Redblade Assassin/Poisoner（赤の刃の暗殺者/毒
殺者）： 戦闘に勝利したか否かにかかわらず、他のす
べてのプレイヤーはこのヒーローがダンジョンに突入
した時点でカードを捨てなければいけません。

Spear（槍）： あなたが「槍」を破壊した（投げた）場
合、攻撃ボーナスは追加で＋３され、合計＋５になり
ます。ただし、この効果を使った場合でも。その槍は戦
闘の間ずっと装備されているものとみなされます。

Regian（レジア）： 攻撃対象とするモンスターを選ぶ
前に、「病気」（Disease）を破壊して新たなカードを引く
ことを何回でも繰り返せます。

Spectre（スペクター）： 戦闘に民兵（Militia）のカー
ドがない場合、その部分の効果はありません。破壊さ
れた民兵は、その戦闘の終わりまでは残ります。

Revenant（レヴェナント）： レヴェナントを殺すため
には、魔法攻撃が最低でも＋１必要です。レヴェナン
トに破壊されたヒーローは、戦闘終了時に死亡します。
腕力が減ることにより、武器が装備できなくなることが
あります。

Sphinx（スフィンクス）： 「スフィンクス」に対しては、
魔法攻撃ボーナスのみが合計されます。あなたのデッ
キから公開された６枚のカードはあなたの手札に影響
を与えず、手札と入れ替えられるわけでもありません。
これは、突破効果や罠効果が解決される前に実行さ
れます。これは報酬効果です。

Selurin Magician（セルーリの魔法使い）： 魔法攻
撃ボーナスを持つ各呪文（Spell）は、魔法攻撃ボーナ
ス＋１を得ます。各アイテム（Item）は、それが攻撃
ボーナスを持つか否かに関係なく、魔法アタックボー
ナス＋１を得ます。
Selurin Theurge/Warlock（セルーリの呪術師/魔導
師）： 「セルーリ」による２倍のボーナスは、魔法攻撃
のボーナスにのみ適用され、すべての魔法攻撃ボー
ナスの計算後に適用されます。複数の「セルーリ」が
いる場合、２倍が累積されます（２人で４倍、３人で８倍
等）。
Selurin Theurge（セルーリの呪術師）： 借りたヒー
ローが戦闘効果では介された場合、それは元の持ち
主には返されません。代わりに、そのカードは破壊さ
れます。
Short Sword（短剣）： これは刃（Edged）の武器で
す。
Skaladak（スカラダク）： 戦闘に武器（Weapon）の
カードがない場合、その部分の効果はありません。破
壊された武器は、その戦闘の終わりまでは残ります。
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Stone of Mystery（神秘の石）： これは基本セット唯
一のサンダーストーン（Thunderstone）カードです。駅
スパンションには別な石が入ることがあり、それぞれ
が独自のパワーを持っています。準備中にどのサン
ダーストーンを使ってもかまいません。
Succubus（サキュバス）： 魔法攻撃が最低＋１なけ
れば、合計攻撃力は半分（端数切捨て）になります。
Suffering（苦しめし者）： 腕力が減ることにより、武
器が装備できなくなることがあります。戦闘で得た「病
気」（Disease）カードは、直接捨て札置き場に置かれま
す。
Thyrian（ティリア）： このダンジョン効果で破壊され
た食料からは、腕力ボーナスやその他の効果を得る
ために使用できません。

Thyrian Lord（ティリアの君主）： 勝利ポイントが
１か２のモンスターのみを選べます。０のものは選べ
ません。モンスターが捨て札置き場に置かれたら、ダ
ンジョンホールを埋めます。この結果突破効果（また
は罠効果）が起こった場合、ただちにそれを解決しま
す。サンダーストーン（Thunderstone）がダンジョンホー
ルの地下１階に移動した場合、ゲームは直ちに終了し
ます。あなたはサンダーストーンを入手できません。こ
の効果により経験値を手に入れることはありません。
Torch（松明）： このアイテムは、ヒーローがいなくて
も灯りを＋１します。これは基本カードで、すべての
ゲームに含まれます。
Tormentor（拷問者）： 装備されている武器が最低
１つなければ、合計攻撃力は半分（端数切捨て）にな
ります。戦闘にクレリック（Cleric）のカードがない場合、
その部分の効果はありません。破壊されたクレリック
カードは、その戦闘の終わりまでは残ります。
Town Guard（街の衛兵）： このカードを破壊するこ
とで、合計５枚のカードが引けます。
Trainer（訓練官）： 手札の各「訓練官」は、それぞ
れ各ターン１枚の民兵（Militia）しか破壊できません。
Tyxr the Old（古えなるティクサー）： 戦闘にヒー
ローのカードがない場合、その部分の効果はありませ
ん。破壊されたヒーローカードは、その戦闘の終わり
までは残ります。「民兵」（Militia）はヒーローです。「古
えなるティクサー」がダンジョンホールの地下１階に到
達したら、手番プレイヤーを含むすべてのプレイヤー
は、手札のカードを２枚捨てなければいけません。こ
れは手番プレイヤーが手札を引きなおす前に行われ
ます。
The Unchained（解き放たれしもの）： 戦闘で得た
「病気」（Disease）カードは、直接捨て札置き場に置か
れます。

Uyril Unending（終わらざるユィリル）： 魔法攻撃
が最低＋１なければ、合計攻撃力は半分（端数切捨
て）になります。戦闘に民兵（Militia）のカードがない
場合、その部分の効果はありません。破壊された民兵
は、その戦闘の終わりまでは残ります。
Warhammer （ ウ ォ ー ハ ン マ ー ） ： 闇 騎 士
（Doomknight）やアンデッド（Undead）を攻撃しているク
レリック（Cleric）は、合計で攻撃ボーナス＋６を得ま
す。
Wraith（レイス）： 戦闘に民兵（Militia）のカードが
ない場合、その部分の効果はありません。破壊された
民兵は、その戦闘の終わりまでは残ります。
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ペナ
ナル
ルテ
ティィ
地下１階
ペナルティ－１
攻撃力修正－２

地下２階
ペナルティ－２
攻撃力修正－４

地下３階
ペナルティ－３
攻撃力修正－６

ダンジョンデッキ

地下１階
ペナルティ－３
攻撃力修正－６

地下２階
ペナルティ－２
攻撃力修正－４

地下３階
ペナルティ－４
攻撃力修正－８

ダンジョンデッキ

修正前

修正後
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