
Pathfinder Adventure Card Gameキャラクターパワー和訳 

AMIRI 

手札からカードを 1 枚埋め、君の Strength、Melee、Constitution 判

定に 1d10(☐+1)を加えてもよい。 
(*You may bury a card from your hand to add 1d10 (☐+1) to your 

Strength, Melee, or Constitution check.) 

君の手番の最後に移動してもよい（□ そして/または、他のキャラ

クターを、君が手番の最後に居る場所に、移動させてもよい）。 
(*You may move at the end of your turn (☐ and/or move another 

character to the location where you end your turn).) 

 

EZREN 

Arcane 属性の呪文のプレイ後、君は君のデッキの一番上のカード

を調べてもよい。それが呪文ならば、君はそれを手札に加える。 

(*After you play a spell with the Arcane trait, you may examine the 

top card of your deck; if it’s a spell,you may put it in your hand.) 

探索中に魔法(Magic)属性を持つカードを取得した場合、君は直ち

に再度探索してもよい。 

(*If you acquire a card with the Magic trait during an exploration, you 

may immediately explore again.) 

□カードをリチャージする君の判定に１(□ ２)を加える。 
(*☐Add 1 (☐ 2) to your check to recharge a card.) 

 

HARSK 

君の手番の終了時、君は、君が居る場所デッキの一番上（□ か、

一番下）のカードを調べてもよい。 
(*At the end of your turn, you may examine the top card (☐ or 

bottom card) of your location deck.) 

カード１枚をリチャージし、他の場所の戦闘判定に１d４を加えてもよ

い。 
(*You may recharge a card to add 1d4 (☐ +1) (☐ +2) to a combat 

check at another location.) 

 

KYRA 

君の手番の最初の探索の代わりに、君は Divine 属性のカードを１

枚公開してもよい。そうしたなら、君の場所にいるキャラクターを１人

選び、彼の捨て札置場から１ｄ４＋１（□ ＋２）枚のカードをランダム

に選び、彼のデッキに加える。その後、公開したカードを捨てる。 
(*Instead of your first exploration on a turn, you may reveal a card 

with the Divine trait to choose a character at your location. Shuffle 

1d4+1 (☐ +2) random cards from his discard pile into his deck, then 

discard the card you revealed.) 

アンデット（Undead）属性の破滅カードを除去する君の判定に、魔法

(Magic)属性の１ｄ８（□ ＋１）を加える。 
(*Add 1d8 (☐ +1) with the Magic trait to your check to defeat a bane 

with the Undead trait.) 

 

LEM 

判定につき１回、君はカードを 1 枚リチャージすることで、君と同じ場

所にいる君以外のキャラクターによるチェックに１ｄ４（□ +1）（□ 

+2）加えてもよい。 

(*Once per check, you may recharge a card to add 1d4 (☐ +1) (☐ 

+2) to a check attempted by another character at your location.) 

君の手番の開始時、君は、君の手札１枚と、同じタイプの君の捨て

札置場の１枚を交換してもよい。 
(*At the start of your turn, you may exchange 1 card in your hand with 

1 card of the same type in your discard pile.) 

 

LINI 

君が動物(Animal)属性の仲間(ally)をプレイする時、それを捨てる

代わりにリチャージする。 
(*When you play an ally with the Animal trait, you may recharge it 

instead of discarding it.) 

君は動物(Animal)属性の仲間(Ally)を公開することで、君の判定に

1d4 を加えてもよい。 

(*You may reveal an ally with the Animal trait to add 1d4 (☐ +1) (☐ 

+2) to your check.) 

君のあらゆる判定のために、君はカードを 1 枚捨て、Strength か 
Dexterity ダイスの代わりに d10 を振ってもよい。 

(*You may discard a card to roll d10 instead of your Strength or 

Dexterity die for any check.) 

 

MERISIEL 

君は遭遇を回避してもよい。 
(*You may evade your encounter.) 

君がいる場所に君だけがいる場合、君はカードを 1 枚リチャージす

ることで、君の戦闘判定に 1d6(☐ +1) (☐ +2)を加えてもよい。さら

にそのカードを 1 枚捨てることで、追加の 1d6 をしてもよい。 
(*If you are the only character at your location, you may recharge a 

card to add 1d6 (☐ +1) (☐ +2) to your combat check, or discard it to 

add an additional 1d6.) 

 
SAJAN 

武器をプレイしていない君の戦闘判定時、君は Strength ダイスの

代わりに、Dexterity ダイスを振ってもよい (☐ 魔法(Magic)属性を

加える) (☐ 火(Fire)属性を加える)。 
(*When you attempt a combat check without playing a weapon, you 

may use your Dexterity die instead of your Strength die (☐ and add 

the Magic trait) (☐ and the Fire trait).) 

君の戦闘判定時、君は何枚でも祝福をプレイしてもよい。それらを

捨てる代わりに、リチャージする。 
(*You may play any number of blessings on your combat check; 

recharge them instead of discarding them.) 

 
SEELAH 

君は、君の判定に 1d6(☐ +1)を加えるために、君のデッキの一番

上のカードを捨ててもよい。もしそれが祝福 (☐ か、 呪文)ならば、

捨てる代わりにリチャージする。 
(*You may discard the top card of your deck to add 1d6 (☐+1) to 

your check. If the top card was a blessing (☐ or spell), recharge it 

instead of discarding it.) 

君のターンの開始時 ( ☐か、終了時) 、君は君の場所デッキの一

番上のカードを調べてもいい。もしそれが恩恵カードならば、それを

そのデッキの一番下に入れる。 
(*You may examine the top card of your location deck at the start (☐

or end) of your turn. If it’s a boon, put it on the bottom of the deck.) 

 
SEONI 

君の戦闘判定の際、君はカードを 1 枚捨てることで、魔法(Magic)＆
火(Fire)属性として Arcane ダイス＋1d6(☐ +1) (☐ +2)で攻撃し

てもよい。これは呪文としてカウントする。  
(*For your combat check, you may discard a card to roll your Arcane 

die + 1d6 (☐ +1) (☐ +2) with the Attack, Fire, and Magic traits. This 

counts as playing a spell.) 

君の Arcane 属性呪文(☐ か、アイテム)のリチャージ判定は、自動

的に成功する。 
(*You automatically succeed at your check to recharge a spell (☐ or 

item) with the Arcane trait.) 

 
VALEROS 

君の場所にいる他のキャラクターの戦闘判定に 1d4 (☐ +1) (☐ 
+2) を加える。 

(*Add 1d4 (☐ +1) (☐ +2) to another character’s combat check at 

your location.) 

君が武器をプレイしているとき、それを捨てるときは代わりにリチャ

ージしてもよい。 
(*When you play a weapon, you may recharge it instead of 

discarding it.) 

 


