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SHORT SWORD [WEAPON C→] SHORTBOW DAGGER 

君の戦闘判定時、このカードを公開
(Reveal)し、StrengthかMeleeダイスに
+1d6；さらにこのカードを捨て、追加
の+1d6をしてもよい。 
この武器に熟練(Proficient)していない
場合、戦闘判定の難易度は 4上がる。 

君の戦闘判定時、このカードを公開
(Reveal)し、Dexterityか rangedダイス
に+1d6する。 
 
君がこの武器に熟練(Proficient)してい
るならば、このカードを捨て、他の場所
の戦闘判定時に+1d4してもよい。 

君の戦闘判定時、このカードを公開
(Reveal)し、Dexterityか rangedダイス
に+1d4；さらにこのカードをリチャー
ジ(Recharge)し、追加の+1d4をしても
よい。 
他の武器をプレイしている時、このカー
ドを捨てることで、その戦闘判定時に
+1d4してもよい。 

WARHAMMER SCIMITAR GLAIVE 

君の戦闘判定時、このカードを公開
(Reveal)し、StrengthかMeleeダイスに
+1d8；さらにこのカードを捨て、追加
の+1d6をしてもよい。 
この武器に熟練(Proficient)していない
場合、戦闘判定の難易度は 4上がる。 

君の戦闘判定時、このカードを公開
(Reveal)し、StrengthかMeleeダイスに
+1d6；さらにこのカードを捨て、追加
の+1d6+1をしてもよい。 
この武器に熟練(Proficient)していない
場合、戦闘判定の難易度は 4上がる。 

君の戦闘判定時、このカードを公開(Reveal)
し、StrengthかMeleeダイスに+1d10する。
この武器に熟練(Proficient)していない場合、
戦闘判定の難易度は 4上がる。 
この武器を使用し戦闘判定に失敗した時、こ
のカードを捨て、結果を無視してダイスを振
りなおしても良い。振りなおした結果を使用
しなければならない。 

LONGBOW LIGHT CROSSBOW GREAT SWORD 

君の戦闘判定時、このカードを公開
(Reveal)し、Dexterityか rangedダイス+
君の未修正の Strengthダイスを振る。
この武器に熟練(Proficient)していない
場合、戦闘判定の難易度は 4上がる。 
この武器に熟練(Proficient)しているな
らば、このカードを捨て、他の場所の戦
闘判定時に+1d4してもよい。 

君の戦闘判定時、このカードを公開
(Reveal)し、Dexterityか rangedダイス
に+1d8する。 
 
君がこの武器に熟練(Proficient)してい
るならば、このカードを捨て、他の場所
の戦闘判定時に+1d4してもよい。 

君の戦闘判定時、このカードを公開
(Reveal)し、StrengthかMeleeダイスに
+2d6；さらにこのカードを捨て、追加
で君の未修正の Strengthダイスを振っ
てもよい。 
この武器に熟練(Proficient)していない
場合、戦闘判定の難易度は 4上がる。 

ICY LOMGSPEAR+1 ALLYING DART+1 DEATHBANE LIGHT CROSSBOW+1 

君の戦闘判定時、このカードを公開
(Reveal)し、StrengthかMeleeダイスに
+1d8+1(Cold trait)する。 
この武器を使用し戦闘判定に失敗した
時、このカードを捨て、結果を無視して
ダイスを振りなおしても良い。振りなお
した結果を使用しなければならない。 

君の戦闘判定時、このカードを公開
(Reveal)し、Dexterityか rangedダイス
に+1d4+1；さらにこのカードを捨て、
追加の+1d4をしてもよい。 
このカードをリチャージし、君の場所の
他のキャラクターの戦闘判定に+1d4+1
してもよい。 

君の戦闘判定時、このカードを公開(Reveal)
し、Dexterityか rangedダイスに+1d8+1する。
Undead traitに対してはさらに+1d8。 
 
君がこの武器に熟練(Proficient)しているなら
ば、このカードを捨て、他の場所の戦闘判定
時に+1d4(もしくは Undead traitに対しては
さらに+1d8)してもよい。 

WOODEN SHIELD [ARMOR C→] WOODEN SHIELD CHAIN MAIL 

リチャージ(Recharge)することで、君へ
の 2までの戦闘ダメージを軽減する。軽
装鎧に熟練しているなら、この判定で別
の鎧をプレイしても良い。 
 
この判定で両手持ち武器(2-handed)を
プレイしている場合、このカードをプレ
イできない。 

リチャージ(Recharge)することで、君へ
の 2までの戦闘ダメージを軽減する。軽
装鎧に熟練しているなら、この判定で別
の鎧をプレイしても良い。 
 
この判定で両手持ち武器(2-handed)を
プレイしている場合、このカードをプレ
イできない。 

リチャージ(Recharge)することで、君へ
の 2までの戦闘ダメージを軽減する。 
 
破棄(Banish)すれば、君に与えられた 0
に至るまでの全てのダメージを軽減す
る；重装鎧(Heavy armors)に熟練してい
るなら、代わりに埋める(bury)。 

MAGIC CHAIN MAIL HALF-PLATE HALF-PLATE 

リチャージし、君への 2までの戦闘ダメージ
を軽減する。 
破棄(Banish)すれば、君に与えられた 0に至
るまでの全てのダメージを軽減する；重装鎧
(Heavy armors)に熟練しているなら、代わり
に埋める(bury)。 
重装鎧に熟練しているなら、手札をリセット
する時、このカードをリチャージしてよい。 

リチャージ(Recharge)することで、君へ
の 3までの戦闘ダメージを軽減する。 
 
破棄(Banish)すれば、君に与えられた 0
に至るまでの全てのダメージを軽減す
る；重装鎧(Heavy armors)に熟練してい
るなら、代わりに埋める(bury)。 

リチャージ(Recharge)することで、君へ
の 3までの戦闘ダメージを軽減する。 
 
破棄(Banish)すれば、君に与えられた 0
に至るまでの全てのダメージを軽減す
る；重装鎧(Heavy armors)に熟練してい
るなら、代わりに埋める(bury)。 

LEATHER ARMOR MAGIC SHIELD MAGIC LEATHER ARMOR 

リチャージ(Recharge)することで、君へ
の 1までの戦闘ダメージを軽減する。 
 
破棄(Banish)すれば、君に与えられた 0
に至るまでの全てのダメージを軽減す
る；軽装鎧(Light armors)に熟練している
なら、代わりに埋める(bury)。 

公開(Reveal)することで、君への 2までの戦
闘ダメージを軽減する。軽装鎧(Light armors)
に熟練しているなら、この判定で別の鎧をプ
レイしても良い。 
この判定で両手持ち武器(2-handed)をプレイ
している場合、このカードをプレイできな
い。 
軽装鎧に熟練しているなら、手札をリセット
する時、このカードをリチャージしてよい。 

リチャージ(Recharge)することで、君への 1
までの戦闘ダメージを軽減する。 
破棄(Banish)すれば、君に与えられた 0に至
るまでの全てのダメージを軽減する；軽装鎧
(Light armors)に熟練しているなら、代わりに
埋める(bury)。 
軽装鎧に熟練しているなら、手札をリセット
する時、このカードをリチャージしてよい。 

MAGIC HALF-PLATE DOG [ALLY C →] DOG 
リチャージ(Recharge)することで、君への 3
までの戦闘ダメージを軽減する。 
破棄(Banish)すれば、君に与えられた 0に至
るまでの全てのダメージを軽減する；重装鎧

(Heavy armors)に熟練しているなら、代わり
に埋める(bury)。 
重装鎧に熟練しているなら、手札をリセット

する時、このカードをリチャージしてよい。 

このカードをリチャージし、君の知覚
(Perception)判定に+1d10する。 
 
このカードを捨て(Discard)、君の場所を
探索する。 

このカードをリチャージし、君の知覚
(Perception)判定に+1d10する。 
 
このカードを捨て(Discard)、君の場所を
探索する。 
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ACOLYTE SOLDIER CROW 

このカードをリチャージし、君の
Arcaneと Divine判定に+1d4する。 
 
このカードをリチャージし、魔法属性
(Magic trait)のカードをリチャージする
際の判定に、+1d6する。 

このカードをリチャージし、君の近接戦
闘(Melee combat)判定に+1d4する。 
 
このカードを捨て(Discard)、君の場所を
探索する。 

このカードをリチャージし、君の、武器、
鎧、アイテムの取得(Acquire)判定に
+1d6する。 
 
このカードを捨て(Discard)、君の場所を
探索する。 

SABER-TOOTHED TIGER SNAKE SNAKE 

このカードをリチャージし、君の戦闘
(combat)判定に+1d6する。 
 
このカードを捨て(Discard)、君の場所を
探索する。 

このカードをリチャージし、君の
Stealth判定に+1d10 する。 
 
このカードをリチャージし、君の近接戦
闘(Melee combat)判定に+1d4する。 

このカードをリチャージし、君の
Stealth判定に+1d10 する。 
 
このカードをリチャージし、君の近接戦
闘(Melee combat)判定に+1d4する。 

TROUBADOUR  BURGLAR CURE [spell→] 

このカードをリチャージし、君の戦闘以
外の Dexterityか Charisma判定に+1d6
する。 
 
このカードを捨て(Discard)、君の場所を
探索する。 

このカードをリチャージし、君の
Stealthか Disable判定、またはバリアー
(Barrier)を除去する君の判定に+1d10す
る。 
 
このカードを捨て(Discard)、君の場所を
探索する。 

このカードを公開(Reveal)し、君の場所にい
るキャラクターを 1人選ぶ。対象の捨て札か
ら 1d4+1のカードをランダムに対象のデッ
キに戻しシャッフルする。その後、このカー
ドを捨てる。 
もし君が Divineスキルを持っていないなら、
このカードを破棄(banish)する。 
RECHARGE               
8の Divine判定に成功：捨てずリチャージ 

SANCTUARY DETECT EVIL ACID ARROW 

モンスターから逃れるために、君の場所にい

るキャラクターを 1人選び、このカードを捨
てる。モンスターが場所デッキから来たなら
ば、それをを場所デッキの一番上に置く。 
君が Divineスキルを持っていないなら、この
カードを破棄(banish)する。 
RECHARGE               
8の Divine判定に成功：捨てずリチャージ 

君のターンの間、これを捨て、君の場所の一
番上のカードを調べる。それが Villainか
Henchman以外のモンスターだったら、ただ
ちにそれと遭遇してもよい。それ以外の場
合、一番上にカードを戻す。 
もし君が Divineスキルを持っていないなら、
このカードを破棄(banish)する。 
RECHARGE               
6の Divine判定に成功：捨てずリチャージ 

君の戦闘判定の際、このカードを捨て、酸属
性(Acid trait)攻撃として Arcaneダイス+2d4
を振る。 
もし君がArcaneスキルを持っていないなら、
このカードを破棄(banish)する。 
RECHARGE               
6の Arcane判定に成功：捨てずリチャージ 

STRENGTH CURE AID 
1人のキャラクターを選び、このカードを君
の前に置く。残りのこのターンの間、そのキ
ャラクターのStrength判定のダイスに3を加
える。ターンの終わりにこのカードを破棄す
る。Arcaneか Divineスキルを持っていない
なら、このカードを破棄(banish)する。 
RECHARGE               
8の Arcaneか Divine判定に成功：捨てずリ
チャージ 

このカードを公開(Reveal)し、君の場所にい
るキャラクターを 1人選ぶ。対象の捨て札か
ら 1d4+1のカードをランダムに対象のデッ
キに戻しシャッフルする。その後、このカー
ドを捨てる。 
もし君が Divineスキルを持っていないなら、
このカードを破棄(banish)する。 
RECHARGE               
8の Divine判定に成功：捨てずリチャージ 

このカードを捨て、1つのチェックに+1d6を
加える。 
 
もし君が Divineスキルを持っていないなら、
このカードを破棄(banish)する。 
RECHARGE               
8の Divine判定に成功：捨てずリチャージ 

AUGURY LIGHTNING TOUCH FIND TRAP 
このカードを捨て、カードタイプを 1つ選ぶ。
君の場所デッキの上から 3枚調べる。選んだ
タイプ以外のカードをシャッフルしデッキ
に戻し、選んだタイプのカードを場所デッキ
の上か下かに任意の順番で戻す。君が Arcane
か Divineスキルを持っていないなら、このカ
ードを破棄(banish)する。 
RECHARGE               
8の Arcane判定に成功：捨てずリチャージ 

君の戦闘判定の際、このカードを捨て、電撃

属性(Electricity trait)攻撃として Arcaneダイ
ス+2d4を振る。 
もし君がArcaneスキルを持っていないなら、
このカードを破棄(banish)する。 
RECHARGE               
6の Arcane判定に成功：捨てずリチャージ 

君のカードを捨て、バリアーを除去する判定

にダイスを 2個追加する。 
 
もし君が Divineスキルを持っていないなら、
このカードを破棄(banish)する。 
RECHARGE               
8の Divine判定に成功：捨てずリチャージ 

MENDING INFLICT [←spell] MATTOCK   [ITEM→] 
このカードを捨て、君の場所にいる 1人のキ
ャラクターに 1枚の武器か鎧かアイテムを捨
てさせる。そして捨てたタイプのカードを彼
の捨て札置き場から 1枚、彼の手札に加えさ
せる。君が Arcaneか Divineスキルを持って
いないなら、このカードを破棄(banish)する。 
RECHARGE               
4の Arcaneか Divine判定に成功：捨てずリ
チャージ 

君の戦闘判定の際、このカードを捨て、魔法

属性(Magic trait)攻撃として Divineダイス
+1d6を振る。 
もし君が Divineスキルを持っていないなら、
このカードを破棄(banish)する。 
RECHARGE               
6の Divine判定に成功：捨てずリチャージ 

このカードを公開することで、非戦闘の
Strengthチェックに 1d8を加える。 
 
このカードをリチャージし、Lockか
Obstacle属性のバリアーカードを除去
するチェックの通常スキルとして、
StrengthかMeleeを使える。 

POTION OF HEALING  POTION OF HIDING  POTION OF FORTITUDE  

このカードを破棄し(Banish)、君の場所
にいるキャラクターを 1人選ぶ。対象の
捨て札置き場から 1d4のカードをラン
ダムに対象のデッキに戻しシャッフル
する。 

このカードを破棄し、君の場所にいるキ
ャラクターを 1人のステルス(Stealth)チ
ェックを成功させる。 

このカードを破棄し(Banish)、君の場所
にいるキャラクターを 1人の忍耐
(Fortitude)チェックを成功させる。 
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EYES OF THE EAGLE  AMULET OF MIGHTY FISTS  CROWN OF CHARISMA  

このカードを公開し、君の知覚
(Perception)判定に 1d6を加える。 
 
このカードをリチャージすることで、君
は知覚(Perception)判定に成功する。 

このカードを公開し、君の Strengthか
Meleeの戦闘判定に、魔法属性(magic 
trait)の 1d4を加える；君はこの判定の際
に武器をプレイできない。 

このカードを公開し、君の外交
(Diplomacy)チェックにダイスを 1つ加
える。 
 
このカードをリチャージし、君の外交
(Diplomacy)チェックを成功させる。 

SECRET STASH [BARRIER→] LARGE CHEST  BATTERED CHEST  
除去できたならば、この場所デッキの上から
3枚のカードを調べ、アイテムか武器か祝福
があれば、いずれか 1枚を君のキャラクター
デッキに加えシャッフルする。残りのカード
を任意の順番で場所デッキに戻す。 
 
除去できなかったならば、このバリアを破棄
(Banish)しても良い。 

このカードの除去難易度は、現在のシナリオ
のアドベンチャー番号分、上昇する。 
 
除去できたならば、1d4枚の武器カードを箱
から君の手札にランダムに加える。 
 
除去できなかったならば、このバリアを破棄
(Banish)しても良い。 

除去できたならば、1d4枚のアイテムカ
ードを箱から君の手札にランダムに加
える。 
 
除去できなかったならば、このバリアを
破棄(Banish)しても良い。 

EXPLOSIVE RUNES  SKELETON HORDE  MYSTIC INSCRIPTION  

このカードの除去難易度は、現在のシナリオ
のアドベンチャー番号分、上昇する。 
 
除去できなかったならば、君のデッキ 1番上
のカードを捨てる;この場所にいるそれぞれ
のキャラクターに2d4のFireダメージを与え
る。その後、このカードを破棄(Banish)する 

開かれた場所にいるそれぞれのキャラ
クターに、Ancient Skeleton(henchman)
を呼び出し、遭遇する；このカードを破
棄(Banish)する。 

除去できたならば、1d4枚の呪文カード
を箱から君の手札にランダムに加える。 
 
除去できなかったならば、このバリアを
破棄(Banish)しても良い。 

SPYGLASS SAGE’S JOURNAL POTION OF VISION  

このカードを公開し、君の知覚
(Pereception)判定に+1d6する。 
 
このカードを捨て、君の場所デッキの上
から 2枚を見て、好きな順番で戻す。 

このカードを公開し、手下(henchman)
か悪役(villain)の除去判定に 1d4を加え
る。 

このカードを破棄し(Banish)、君の場所
にいるキャラクターを 1人の
Pereceptionチェックを成功させる。 

POTION OF GLIBNESS  MASTERWORK TOOL  BLESSING OF TORAG[BLESSING→] 

このカードを破棄し(Banish)、君の場所
にいるキャラクターを 1人の外交
(Diplomacy)チェックを成功させる。 

このカードを公開することで、Disable
チェックにダイスを 2つ加える。 
 
このカードを捨て、除去値が 14以下の
バリアカードを除去する。 

このカードを捨て、判定にダイスを 1つ追加
する。 
このカードを捨て、戦闘ではない Strength判
定にダイスを 2つ追加する。 
このカードを捨て、君の場所を探索する。 
RECHARGE               
祝福デッキ捨て札置場の一番上の祝福が、こ
の祝福と一致する場合、捨てずリチャージ。 

BLESSING OF DESNA BLESSING OF CALISTRIA BLESSING OF IOMEDAE 
このカードを捨て、判定にダイスを 1つ追加
する。 
このカードを捨て、カードのリチャージ判定
にダイスを 2つ追加する。 
このカードを捨て、君の場所を探索する。 
RECHARGE               
祝福デッキ捨て札置場の一番上の祝福が、こ
の祝福と一致する場合、捨てずリチャージ。 

このカードを捨て、判定にダイスを 1つ追加
する。 
このカードを捨て、戦闘ではない Dexterity
判定にダイスを 2つ追加する。 
このカードを捨て、君の場所を探索する。 
RECHARGE               
祝福デッキ捨て札置場の一番上の祝福が、こ
の祝福と一致する場合、捨てずリチャージ。 

このカードを捨て、判定にダイスを 1つ追加
する。 
このカードを捨て、戦闘ではない Charisma
判定にダイスを 2つ追加する。 
このカードを捨て、君の場所を探索する。 
RECHARGE               
祝福デッキ捨て札置場の一番上の祝福が、こ
の祝福と一致する場合、捨てずリチャージ。 

BLESSING OF IRORI BLESSING OF SHELYN BLESSING OF SARENRAE 

このカードを捨て、判定にダイスを 1つ追加
する。 
このカードを捨て、戦闘ではない Intelligence
判定にダイスを 2つ追加する。 
このカードを捨て、君の場所を探索する。 
RECHARGE               
祝福デッキ捨て札置場の一番上の祝福が、こ
の祝福と一致する場合、捨てずリチャージ。 

このカードを捨て、判定にダイスを 1つ追加
する。 
このカードを捨て、戦闘ではないWisdom判
定にダイスを 2つ追加する。 
このカードを捨て、君の場所を探索する。 
RECHARGE               
祝福デッキ捨て札置場の一番上の祝福が、こ
の祝福と一致する場合、捨てずリチャージ。 

このカードを捨て、判定にダイスを 1つ追加
する。 
このカードを捨て、戦闘ではないConstitution
判定にダイスを 2つ追加する。 
このカードを捨て、君の場所を探索する。 
RECHARGE               
祝福デッキ捨て札置場の一番上の祝福が、こ
の祝福と一致する場合、捨てずリチャージ。 

BLESSING OF PHARASMA エラッタ済み BLESSING OF ERASTIL エラッタ済み BLESSING OF GORUM エラッタ済み 
このカードを捨て、判定にダイスを 1つ追加
する。 
このカードを捨て、プレイされた呪文判定
(DivineやArcaneダイス等)にダイスを2つ追
加する。 
このカードを捨て、君の場所を探索する。 
RECHARGE               
祝福デッキ捨て札置場の一番上の祝福が、こ
の祝福と一致する場合、捨てずリチャージ。 

このカードを捨て、判定にダイスを 1つ追加
する。 
このカードを捨て、戦闘の Dexterity判定にダ
イスを 2つ追加する。 
このカードを捨て、君の場所を探索する。 
RECHARGE               
祝福デッキ捨て札置場の一番上の祝福が、こ
の祝福と一致する場合、捨てずリチャージ。 

このカードを捨て、判定にダイスを 1つ追加
する。 
このカードを捨て、戦闘の Strength判定にダ
イスを 2つ追加する。 
このカードを捨て、君の場所を探索する。 
RECHARGE               
祝福デッキ捨て札置場の一番上の祝福が、こ
の祝福と一致する場合、捨てずリチャージ。 

 
 



パスファインダーカードゲーム Addon 和訳シール  

PLAGUE ZOMBIE [Monster→] PLAGUE ZOMBIE BUGBEAR 
このモンスターに、精神(Mental)属性と、毒
(Poison)属性は効かない。 
 
除去できなかった場合、このモンスターを破
棄(banish)する。そしてこの場所にいるそれ
ぞれのキャラクターは、6の Constitutionか
Fortitude判定をする。失敗した場合、1d4の
酸(Acid)ダメージを受ける。 

このモンスターに、精神(Mental)属性と、毒
(Poison)属性は効かない。 
 
除去できなかった場合、このモンスターを破
棄(banish)する。そしてこの場所にいるそれ
ぞれのキャラクターは、6の Constitutionか
Fortitude判定をする。失敗した場合、1d4の
酸(Acid)ダメージを受ける。 

除去できなかった場合、君の捨て札置き
場から、アイテムか武器を 1枚選び、そ
れを埋める(bury)。 

ZOMBIE GIANT TRAITOR SATYR 

このモンスターに、精神(Mental)属性と、
毒(Poison)属性は効かない。 
 
除去できなかった場合、遭遇後に君のデ
ッキの一番上のカードを捨てる。 

遭遇前、君の手札から仲間(ally)カードを
1枚、ランダムに捨てる。 

このモンスターから与えられる全ての
ダメージは、精神(Mental)ダメージとな
り、それは軽減できない。 

SPECTRE SIREN OGRE 
このモンスターに精神(Mental)及び毒
(Poison)属性は効かない。 
 
魔法(Magic)属性以外ではこのモンスターを
除去できない。 
 
除去できなかった場合、君はランダムな場所
へ飛ばされる。 

このモンスターからの全てのダメージは精
神(Mental)ダメージとなり、軽減できない。 
 
除去できなかった場合、君のデッキの上から
3枚のカードを調べ、その中の仲間(ally)を全
て捨てる。調べたカードをデッキに戻し、シ
ャッフルする。 

除去できなかった場合、この場所にいる
君以外のキャラクターに 1の戦闘ダメ
ージを与える。 

SHADOW ENCHANTER WEREWOLF 
このモンスターに、精神(Mental)属性と、毒
(Poison)属性は効かない。 
このモンスターは、魔法(Magic)属性以外では
除去されない。 
 
君がこのモンスターからダメージを受けた
時、手札に祝福(blessing)カードがあるなら
ば、それを最初に捨てなければならない。 

このカードの除去難易度は、現在のシナ
リオのアドベンチャー番号分、上昇す
る。 
遭遇前、エンチャンターは君に 1のフォ
ース(Force)ダメージを与える。 
遭遇後、エンチャンターは君に 1の火炎
(Fire)ダメージを与える。 

遭遇前、祝福デッキ捨て札置き場の一番
上を見る。それが Blessing of the God's
だったならば、ワーウルフの難易度は 3
上昇する。 

CULTIST CULTIST SNEAK 

除去できなかった場合、祝福デッキの一
番上のカードを、この場所デッキに入
れ、シャッフルする。 

除去できなかった場合、祝福デッキの一
番上のカードを、この場所デッキに入
れ、シャッフルする。 

このカードの除去難易度は、現在のシナ
リオのアドベンチャー番号分、上昇す
る。 
遭遇前、君が 8のWisdomか Perception
判定に成功しない限り、カードを 1枚選
んで捨てる。 

   

   

   

   

   

   

 


