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基本ルール要約

準備1.
ゲームを始める前に以下のセットアップを行う。

・ゲームボードを広い机の上などに広げる。

・ ､ 、 の中立都市トークンを対応するボード上の場所に置く。Kings Landing Eyrie Sunspear
・ トークンを北方の テーブルの「０」の位置に置く。Wildling Attack Wildling Attack
・ターンオーダートークンを１ターンの位置に置く。

・パワートークンを各家ごとにまとめ、ゲームボードの隣りに置いておく。これを「パワープール」と呼ぶ。

・各プレイヤーはランダムにハウススタートカードを引き、担当する家を決める。

・各プレイヤーは自家に対応するハウスカードを７枚受け取る。

・ カードを３つのデッキに分けてよく切ってボード上に置く。Westeros
・ハウススタートカードに従い、次のように初期配置を行う。

８角形のマーカーを影響力テーブルの各要素に配置する。

パワープールから５ポイントのパワートークンをもらう。プレイヤーは決して他の家のトークンを持つこ

とは出来ない。また、自分の手元にあるパワートークンを「保有トークン」とよぶ。保有トークンは「入

札」の時を除き、他のプレイヤーから見えるようにしておく。

・初期配置のユニットを配置する。

：５人プレイにおいてラニスター家が弱すぎると思われる場合は、宮廷影響力の順位についてティレルエラッタ

家とグレイジョイ家を入れ換える（ティレル家を４位にする）とよい。

ターン進行2.
① フェイズ（１ターンでは省略される）Westeros
②計画フェイズ

③行動フェイズ

の順に、 ターンが終了するまで繰り返す。10

フェイズ3.Westeros
このフェイズでは で発生するイベントを処理する。Westeros

フェイズは以下の順序で行われる。Westeros
① ターントークンを進める。

② ３つの デッキからそれぞれ上の一枚を引いて公開する。Westeros
③ デッキⅠのカードを解決する。

④ デッキⅡのカードを解決する。

⑤ デッキⅢのカードを解決する。

⑥ 解決済みの３つのカードをデッキの一番下に戻す。

⑦ 計画フェイズへ移行する。

（カードの処理・説明）

（補給）3.1.Supply
プレイ順（鉄の玉座トラックで示されている順位）に補給判定を行う。

この時点での支配エリアにある補給アイコン（樽のマーク）の数に応じた位置に補給アイコンを移動させる。

また、その補給量を越えた軍隊がある場合には適正量まで取り除かなくてはならない。ここで「支配エリア」

とは、自分のユニットが配置されているか、支配マーカーが置かれているエリアのことをいい 「軍隊」とは同、

一エリアに２つ以上配置されているユニットのことをいう。

行動フェイズ中に支配する補給アイコンの数が増減したとしても 「補給」カードが引かれるまでは補給判定、

による異動は行われない。

（招集）3.2.Mustering
プレイ順に、新しいユニットの招集を行う。支配エリアにある城塞１つに対し２ポイント、町１つに対し１ポ

イントの招集ポイントが得られ、この招集ポイントによってユニットを購入出来る。
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ユニットは、そのポイントの発生した城塞や町のあるエリアに配置する（船の場合は城塞や町のあるエリアに

隣接した海域）こと。このとき、補給アイコンで示される上限を超えるような配置（購入）は出来ない。

購入に必要なポイントは以下の通り。

歩兵：１

騎兵：２

船：１

歩兵を騎兵にアップグレードする場合：１

（王たちの衝突）3.3.Clash of Kings
各家の力関係の変化が発生する。最初に、現在配置されている八角形のマーカーを一旦、手元に戻す。

その後 「 （鉄の玉座 「 （領地 「 （宮廷 」の順番に入札を行う。入札に使う、 ）」 ）」 ）Iron Throne Fiefdom King's Court
のは保有するパワートークンである。１位になったプレイヤーは対応するトークンを手に入れる。

入札で同点だった場合には「これまで鉄の玉座トークンを持っていたプレイヤー」が勝者を決める。鉄の玉座

の入札が済んで次のトークン所有者が決まっても、その入札が３つとも終了するまでは元の所有者に同点の決定

権があることに注意すること

それぞれの影響力の概要は以下の通り。

：中小の貴族家、騎士、民衆に対する影響力を示し、プレイ順に影響する。鉄の玉座（鉄の玉座トークン）

：自分の領土における下級貴族や領民の結束力を示し、戦闘で判定結果が領地（ヴァリリアン銘剣トークン）

同点だったとき、これが上位の方が勝利する。

：宮廷内での諜報力を示し、星の数に応じて特別な命令トークンを使用することが出宮廷（伝令烏トークン）

来、計画フェイズで各プレイヤーの命令が明らかになった後に変更を行うことが出来る。

（異形の襲撃）3.4.Wildling Attack
「壁」を越えて異形の襲撃が行われる。

戦力は テーブルに示されているものである（この戦力は、引かれた にマンモスマークWildling Attack Westeros
が描かれているたびにそのイベントを解決する前に１つずつ右にシフトしていく 。）

襲撃は以下の手順で解決される。

① 戦力の決定

。 、② 各プレイヤーは保有パワートークンからどれだけを迎撃のために使うかを決める 拠出トークンを決め

他のプレイヤーに分からないようにして手に握って待機する。

③ 各プレイヤーの拠出トークンの合計を求める。これが夜警団の戦力となる。

④ 夜警団の戦力が襲撃側以上だった場合は夜警団の勝利となる。

⑤ 夜警団の戦力が襲撃側未満だった場合は襲撃側の勝利となる。

⑥ 拠出したパワートークンはパワープールに戻される。

夜警団が勝った場合、最も多くのパワーを拠出した（同点の場合は鉄の玉座が上位である方）プレイヤーは、

使用済みのハウスカードから好きなものを１枚選んで手札に戻すことが出来る。

襲撃者が勝った場合、ウェスタロスが掠奪される。各プレイヤーは即座に２招集ポイント分の戦力を失い、拠

出したパワーの最も少ないプレイヤー（同点の場合は鉄の玉座トークンの保有者が決める）は更に２ポイントの

戦力を失う。

襲撃が終わった後は、 テーブルの値は０に戻される。Wildling Attack

計画フェイズ4.
各プレイヤーは 種類の命令トークンを持っている。このうち 種類が通常の命令トークンで、残りの星付15 10

きの５種類が特別命令である 「宮廷」影響力の位置によって決まる星の数のみ、この特別命令のトークンは使。

用することが出来る。また、トークンに書かれた数字はその行動が戦闘に影響するときにその戦力の修正値とな

る。

計画フェイズは次の順序で行われる。命令の詳細については後述。

① 全てのプレイヤーが行動を割り当てる（同時に 。）

各プレイヤーは（ユニットのいる）自分の各支配エリアに対し（ユニ

ットが複数いても 、裏向きにして命令トークンを１つずつ配置する。）

たとえ同盟関係であっても他のプレイヤーには見せてはいけない。

② 全てのプレイヤーが行動を明らかにする（同時に 。）

割り当てられた命令を実行するためには、そのエリアに少なくとも１

つのユニットが存在していなくてはならない。

③ 伝令烏トークンを、必要ならば使用する。
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マップは多くのエリアに分かれているが、それには陸地エリアと海上エリアの２種類がある。船は海上でしか

移動、攻撃（他の船ユニットに対して）を行えず、歩兵、騎兵は陸地でしか移動、攻撃（他の歩兵、騎兵に対

して）を行えない。

（ 、 ） 、 。陸上ユニット 歩兵 騎兵 は海上エリアに対しての支援は行えないが 船ユニットは陸上への支援を行える

行動フェイズ5.
計画フェイズで設定した命令を解決していく。以下の３ステップで進行する。

① 襲撃

② 進軍（およびそれによって発生する戦闘）

③ 統治

襲撃5.1.
襲撃命令を配置したプレイヤーは、それを実行する。プレイ順（鉄の玉座が高位に配置されているプレイヤー

から）に、１つ（ずつ）の襲撃命令を解決する。全ての襲撃が解決されたら の進軍へと移行する。5.2.
襲撃命令によって、プレイヤーのユニットは隣接するエリアにあるユニットの行動を妨害することが出来る。

自分の襲撃命令トークンを除去すると同時に、相手の襲撃、支援、統治のトークンを除去させる。襲撃する相

（ の襲撃命令は隣接する２つのトークンを除手の命令トークンは隣接するエリアのものでなくてはならない +1
。去出来る）

襲撃において、プレイヤーは他の命令トークンがないエリアを襲撃すると宣言することにより実質的な行動キ

ャンセルが出来る。また、他からの襲撃された襲撃命令トークンはこのフェイズには意味を持たなくなることに

注意する。

、「 」 。 、重要なルール：他者の統治トークンを襲撃することに成功した場合 掠奪 とされる 掠奪が行われた場合

プールからパワートークンを１つ入手する。

陸地エリアに置かれた襲撃命令では隣接する海上エリアへの襲撃は行えない。しかしながら、海特別ルール：

上エリアにある襲撃命令は、海上、陸地どちらのエリアへも適用できる。

注：襲撃は防衛、進軍命令に対して行う出来ず、これらには効果を及ぼさない。また、プレイヤーは襲撃を行

うことをせずに自分の襲撃命令を取り除いてもよい。もし隣接するエリアに他プレイヤーの統治、支援、襲撃命

令が配置されていなければ効果無しで取り除かなくてはならない。

全ての襲撃命令を解決したら、進軍命令解決ステップへ移行する。

進軍5.2.
進軍とはプレイヤーが自分のユニットを動かすことである。進軍命令を配置したエリアにあるユニットの全部

または一部を移動させることが出来る。ユニットを隣接する１つのエリアに移動させてもよいし、分離させて複

数のエリアに移動させてもよい。また元のエリアには一部のユニットを残しておいてもよいし、全てのユニット

を移動させてもよい。

移動先に他家のユニットが存在する場合は特に「攻撃」となる。

船ユニットは陸上エリアに移動することは出来ず、歩兵、騎兵ユニットは海上エリアへ移動することは例外：

出来ない。

進軍命令は、襲撃と同じようにプレイ順に行われる。ただし最初のプレイヤーはまず１つの進軍命令を行い、

その次に２番目のプレイヤーが１つの進軍命令を行う。その次は３番目のプレイヤーが、というようにボード上

から全ての進軍命令がなくなるまで続けていく。

進軍に関しては以下の基本的なルールがある。

・進軍命令のあるエリアでは、全てのまたは一部のユニットを移動させることが出来るし、全く移動させな

くてもよい。ユニットを隣接する１つのエリアに移動させてもよいし、分離させて複数のエリアに移動さ

せてもよい。

・移動は隣接するエリアに対して行える（船による輸送がある場合は別で、それについては後述 。）

・それぞれの進軍命令では、他家のユニットがあるエリアへは１つだけ移動することが出来る。ユニットを

分割して複数のエリアに移動させる場合でも、他家のユニットがあるエリアは１つだけしか選ぶことが出

来ない。他家のユニットがあるエリアへ移動した場合は戦闘が発生しそれは次の進軍命令に移る前に解決

させる。

船による輸送5.2.1
船による輸送は、このゲームにおいて重要な要素であり、これによって歩兵や騎兵は海を通って長距離の

移動が出来る。

味方の船ユニットのある海上エリアを介して繋がっている２つの陸上エリアは、進軍と撤退においては隣

接しているとみなされる。
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・船による輸送を用いた場合でも、１つの進軍命令は１つの戦闘しか起こすことが出来ない。

・他家の船は、同盟関係だったとしても輸送のために使うことは出来ない。

・１つのターンで、船を輸送に使う回数には制限はない。

・船の輸送は、襲撃、支援の場合には使うことは出来ない。

・船は、自身が割り当てられた命令を持っている場合でも、輸送のために使うことが出来る。

支配の確定5.2.2
もしプレイヤーが全ての歩兵・騎兵を陸地エリアから移動させた場合、支配を確定させていない限り、そのエ

リアの支配を失ってしまう。支配を確定させるには、そのエリアにパワートークンを配置していればよい。

パワートークンは、他家のユニットがそのエリアに移動することに成功するまで、そのエリアがその勢力の支

。 。 、配下にあることを示す パワートークンしかない他家のエリアに移動した場合には戦闘は発生しない この場合

（持ち主の）パワートークンをプールへ戻し、ユニットをそのエリアへ移動させる。

：各家の本拠地エリア（紋章が直接エリアに印刷されている）は例外

ａ）敵ユニットが配置される、または

ｂ）相手がそのエリアに支配を確定させる

のいずれかを満たすまではその家の支配下にあるとみなされる。このａ，ｂのケースではパワートークンを印刷

された紋章の上に置くようにする。

撤退する軍隊は他家のパワートークンがあるエリアには撤退できない。また、海上エリアを支配することは出

来ない。

戦闘5.3.
プレイヤーがユニットを、他家のユニットのいるエリアに移動させたときに戦闘が発生する。一度の移動で起

こる戦闘は一度のみ。移動してきた側を「攻撃側 、元々いた側を「防御側」とよぶ。支援を行うユニットは攻」

撃側とも防御側ともみなされない。

戦闘は次のステップで解決される。

① 攻撃側、防御側が支援があるかを宣言する。

② 双方の戦力値を告げる。

③ 攻撃側と防御側は同時にハウスカードをプレイする。

④ ヴァリリアン銘剣を使用する（１ターンにつき１回のみ）

⑤ 勝敗を決定する。敗北側を決定し、被害分のユニットを除去し、残りのユニットは撤退を行う。

戦闘は戦力値の代償を比較することによって行われる。戦力値は戦闘に参加するユニット、支援を行うユニッ

ト、防御命令、進軍命令、ヴァリリアン銘剣トークン、ハウスカードのとその効果で決定される。

ユニットの戦力値は以下の通り。

歩兵 １戦力

騎兵 ２戦力

船 １戦力

支援の宣言5.3.1
攻撃側、防御側のプレイヤーは、隣接するエリアからの支援を行うかを宣言する。支援を行う隣接エリアには

支援命令が割り当てられていなくてはならない。

支援は他家によるものであってもよい。

戦力の宣言5.3.2
この時点での戦力値を告げる。戦闘に参加するユニットの戦力、支援の効果、命令トークンによる修正値が適

用されている。

ハウスカードのプレイ5.3.3
各プレイヤーは、家ごとに固有で持つ７枚のハウスカードのうちの１枚を選び、前に置く。準備が出来たらそ

れを同時に公開し、結果を適用する。

最初にカードに記述された特殊効果を適用し、それから戦力値を加算する。

銘剣の使用5.3.4
どちらかのプレイヤーがヴァリリアン銘剣トークンを保有していたら、それを使うことが出来る。

使用した場合、戦力値に する。+1
銘剣は各ターンに１度のみ使うことが出来る。
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戦闘結果の適用5.3.5
以下を合計した最終的な戦力値を比較し、勝敗を決定する。

・戦闘に参加しているユニット

・命令（進撃、防御によるボーナス ペナルティ）/
・隣接エリアからの支援

・ハウスカードの特殊効果

・ハウスカードの戦力値

・ヴァリリアン銘剣

戦力値の合計が少ない方が敗者となる。もし同点だった場合には領地影響レベル（剣）の高い方が勝利する。

敗北したプレイヤーは以下を行う。

損失を決定5.3.6
「勝者のハウスカードによる剣アイコンの数」－「敗者のハウスカードによる城塞アイコンの数」が損失する

ユニット数（歩兵、騎兵、船のいずれか）となる。

撤退5.3.7
損失を適用した後、敗者はユニットを隣接するエリアに撤退させなくてはならない。この時、以下のルールに

従う。

) 残ったユニットは全て同じエリアへ撤退すること。a
) 攻撃側はユニットの出発地へ、防御側は隣接する空白エリア（他家のユニットやパワートークンのないb

エリア）か自分の支配エリアへ撤退する。また、防御側が撤退する場合、攻撃側の出発エリアを撤退先

に選ぶことは出来ない。

) 補給限界を超えるような撤退は行えない。そうした場合、限界を越えているユニットは除去しなくてはc
ならない。また撤退時に船による運搬を用いることができる。

撤退して隣接エリアにいるユニットは「敗走ユニット」となり、それと分かるようにコマを倒して配置してお

く。

敗走ユニットは補給の対象となるが戦力は持たず、そのエリアで別の戦闘が起きて再びそのエリアから撤退を

行うことになった場合には直ちに除去される。

攻撃側が勝利してエリアの支配者が代わった場合、旧支配者が置いていた命令トークンは返却される。同時

に、攻撃側の進軍命令トークンも除去する。

使用したハウスカードは表向きにして捨て札としておく。７枚目のハウスカードを使って手札が無くなった時

には、残りの６枚と一緒に手元に戻し、再び７枚の手札とする。

その戦闘が終了したら、行った進撃命令トークンを除去し、次の戦闘解決へ移る。全ての戦闘が終了したら、

統治ステップへ進む。

統治5.4.
このステップでは各プレイヤーは一斉に、統治命令トークンを置いているエリアか

らパワーの収集を行う。ここまでの間に、他者の襲撃命令か侵略によってトークン

が除去されていた場合にはパワーを得ることは出来ない。

プレイヤーは、配置されている統治命令トークンごとに１つ、それに加えてそのエ

リアに王冠シンボルが印刷されていれば更に１つのパワーを得ることが出来る。

統治ステップが終了したら、行動フェイズは終了する。

ボード上に残っている命令トークンを回収し、ターンマーカーを進めて新しいターンに移行する（ フWesteros
ェイズ 。）

現在が ターン目だった場合にはゲーム終了となる。10

ゲームの勝者6.
ターンが終了したとき、都市か城塞を含むエリアを最も多く支配していたプレイヤーが勝利する。10

もし同点だった場合には、補給レベルの高い方が勝者となる。それでも同点だった場合は、多くのパワーを持

っている方が勝者となる。更にそれも同じだったら、引き分けとする。

また、都市か城塞を含むエリアを７つ支配したプレイヤーが出たら、その場でゲームが終了し、そのプレイヤ

ーが勝者となる。
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その他のルール7.

中立軍7.1.
ゲームの最初に、 、 、 の三ヶ所に特別トークンを配置している。これらのKING'S LANDING EYRIE SUNSPEAR

トークンに記載された数字は、中立勢力の戦力である。

中立勢力のいるエリアへの進撃を成功させるには、その戦力 の戦力を用いればよい（命令トークンの修正以上

と隣接エリアの支援を含む 。戦闘は発生しないので、ハウスカード を使うことは出来ない） 、ヴァリリアン銘剣

また、中立勢力を支援することは出来ない。ことに注意する。

一度プレイヤーの支配下になったら、中立勢力トークンは除去され、それ以降は使われない。

島エリア7.2.
、 、 は陸地エリアと見なされ、船で進入することは出来ない。歩兵ユニットや騎兵ユDragonstone Pyke The Arbor

ニットを船による輸送を用いてのみ進入させることが出来る。

川7.3.
陸地エリアの境界線は白い線で引かれているが、いくつかの境界は大河を示す青い線で引かれている。橋があ

る場合を除いて、ここを通っての進軍は行えない。

５人未満によるプレイ7.4.
３人または４人でプレイするときには次のルールを追加する。

３人ゲーム7.4.1
グレイジョイ家とティレル家はプレイヤーに使われない。両家の初期配置ユニットは通常通り配置され、中立

勢力（ ､ 、 と同様）として扱われる。Kings Landing Eyrie Sunspear
３人プレイの場合、都市または城塞の支配数の勝利条件は７ではなく８とする。

４人ゲーム7.4.2
グレイジョイ家はプレイヤーに使われない。３人ゲームと同様に、初期配置を行って中立勢力として扱う。

勝利条件は都市または城塞の支配数７だけとする。
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エキスパンション要約Clash of Kings

追加されるルールの一覧

・６人プレイ

・新ハウスカードの使用

・要塞化

・攻城兵器

・港ルール

・ワンタイム命令

・ フェイズの追加ルールWesteros
・戦闘ルールの修正

・３人ルールの変更

新ハウスカード1.
・各家の紋章に王冠が付されているカードを用いる。

・新旧のカードを混ぜて（ある家は旧カード、ある家は新カードのような）使ってはいけない。

要塞化2.
・ には９つの要塞コマが用意されている。Clash of Kings
・統治フェイズに、パワーを得る代わりにそのエリアに要塞を建設することが出来る。２以上のパワーが得

られるエリアであっても「残り」のパワーを手に入れることは出来ない。

・要塞のあるエリアは次の効果を持つ。

防御時に 戦力を得る。+1
攻撃側およびその支援を行う騎兵ユニットの戦力は２ではなく１となる。

防御側（とそれを支援する）騎兵ユニットの戦力値は通常通り。

・進軍や撤退によってそのエリアにユニットが存在しなくなった場合、直ちに要塞は除去される。よって、

他のプレイヤーの建設した要塞を別のプレイヤーが使うことは出来ない。

・要塞は海エリアに配置することは出来ない（海エリアには統治命令を配置できないため 。また港（後述））

にも配置できない。

・統治ステップはプレイ順に従って処理されるため、最後の１つとなった要塞コマの「取り合い」になる事

態は生じない。

攻城兵器3.
・ には各家に３つの攻城兵器ユニットが用意されている。Clash of Kings
・攻城兵器ユニットは騎兵、歩兵と同様に陸上ユニットとして取り扱い、補給判定の対象になり、通常ルー

ルに従って徴用（徴兵）される。

・攻城兵器ユニットは海エリアを移動できず、船による輸送を用いることも出来ない。

・都市 城塞のあるエリア、または要塞化されたエリアを攻撃（またはその支援）する場合、攻城兵器の戦力/
値は４となる。防御側もしくは上記以外の状況では戦力値は０である。

・攻城兵器ユニットは撤退できず、そのような状況になった場合には直ちに除去される（支援に使っていた

場合は「撤退」ではないので戦闘に敗北しても除去されることはない 。また、剣アイコンによる損害の）

対象とすることは出来ない。

港4.
・ にはエリアに対応した８つの円形の港トークンが用意されている。Clash of Kings
・港トークンには所属するエリア名と、当該エリアが複数の海エリアに隣接する場合には面する海エリアの

名前が記載されている。

・ゲームを始める前に、港トークンを対応するエリアと海に接した場所に配置する。

・港は特殊なエリアとして取り扱い、以下のルールに従う。

①港エリアは船ユニットによってのみ占領される。

②港エリアにいる船ユニットに通常ルール通り命令を割り当てることが出来る。ただし、港エリアが直接

攻撃を受けることはないので防御命令は意味がない 。）

③対応する陸地エリアを支配しているプレイヤーのみが港エリアを使うことが出来 そのプレイヤーを 港、 「

の所有者」とよぶ。

④港の所有者の船ユニットは、港から海へまたは海から港へ進軍出来る。他のプレイヤーは港エリアに進

軍することは出来ない。
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⑤港エリアには４以上（３より大きい）のユニットが存在することは出来ない。また港エリアにあす船ユ

ニットも補給判定の対象になる。

⑥港を持つ陸地エリアで徴兵が行われる場合、その領有プレイヤーは船ユニットを通常のルール通り隣接

する海エリアに配置することも出来るし、港エリアに配置することも出来る。隣接する海エリアが他の

プレイヤーに占領されていても、港エリアには配置できることに注意する。

⑦港エリアの船ユニットは海エリアに対して支援をすることが出来るが陸地エリアに対しては行えない。

⑧港エリアの船ユニットは海エリアに対して襲撃を行うことが出来るが陸地エリアに対しては行えない。

⑨海エリアにいる船ユニットは、港エリアに配置された襲撃・支援・統治命令に対して通常通り襲撃を行

うことが出来る。

、 。⑩港を持つ陸地エリアが征服された場合 新しい支配者は港にある船ユニットを自分のものと取り替える

この時、通常の補給ルールに従い、これが満たせない場合はその分の船ユニットは除去する。またこの

ように船を接収する代わりに単に破壊することも出来るが、これは征服した時にのみ行える（後から破

壊は出来ない 。）

⑪ワンタイム命令（後述）は港エリアに配置できない。

⑫計画フェイズに港エリアにある船ユニットに対し統治命令を割当て、行動フェイズの統治ステップの時

点で隣接する海エリアに敵の船ユニットが存在しなければパワーを１つ入手することが出来る。自由都

市との貿易が行われたことを意味する。

⑬ウェスタロスフェイズに「七王国の玉座」カードが処理されたとき、隣接する海エリアに敵の船ユニッ

トが存在しなければパワーを１つ入手することが出来る。

ワンタイム命令5.
・計画フェイズに四角形のワンタイム命令を配置することが出来る。

・このルールを用いる場合、各プレイヤーは５つのワンタイム命令トークンを受け取る。これは３種類の共通命

令と１つの家固有の命令から成る。通常の命令トークンと違い、ゲーム中に１度しか使うことが出来ない。

・計画フェイズの処理を次のように修正する。

①ワンタイム命令の配置

②通常命令の配置

③全ての命令の公開

・ステップ１でプレイ順に従い、各プレイヤーは１つの（１つのみ）ワンタイム命令を通常ルールと同様に（ユ

） （ ）。 、 。ニットのあるエリアに 配置する 何も配置しなくても可 その後 通常の命令トークンを同時に配置する

・ワンタイム命令と通常命令を１つのエリアに両方配置してもよい。ただし、次のルールに従う。

２つの命令が配置されたエリアが襲撃を受けた場合、その２つのトークンは両方とも除去される。

進軍命令によってエリアからユニットがいなくなった場合、残りのトークンは除去される。

、 （ ） 。・ワンタイム命令は トークンの隅に描かれたアイコン 襲撃・進軍など を処理するタイミングで解決される

ワンタイム命令には以下のようなものがある。

・招集

統治ステップに処理され、即座にそのエリアの都市 城塞に従った徴兵を行うことが出来る。通常の徴/
兵ルールに従い、補給判定も適用される。

都市 城塞のないエリアに配置しても意味がない。/
・輸送隊

統治ステップに処理され、直ちに補給レベルを１段階上昇させる。次の「補給」ウェスタロスカード

が処理されるまで有効である。

・強行軍

進軍ステップに処理され、隣接するエリアからこのエリアへユニットを直ちに移動させることが出来

る。船による輸送を利用してもよい。また、この命令は海エリア、陸エリアのどちらにも配置するこ

とが出来る。

・鉄の艦隊（グレイジョイ家）

襲撃フェイズに処理される。隣接する２つの命令（防御、進軍命令も含むがワンタイム命令は除去で

きない）を除去することができる。この命令は他のプレイヤーによって先に除去（襲撃）される可能

性があることに注意。

・若き狼（スターク家）

襲撃フェイズに処理される。直ちに、進軍命令と同様にこのエリアからユニットを移動させることが

出来る。ただし、戦闘が発生するようなエリアへの移動は行えない。
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・ハイガーデンの力（ティレル家）

統治フェイズに処理される。この命令が行われるときティレル家プレイヤーは手札のハウスカードを

１枚捨て札にする。そのカードの戦力値の範囲内で、隣接するエリアにユニットを配置している家に

パワーを要求することが出来る。そのカードが最後の１枚だった場合には、通常ルールと同じように

捨て札となった７枚を再び手札とする。

・サソリの刺突（マーテル家）

襲撃フェイズに処理される。隣接するエリアにユニットを配置している家の手持ちのハウスカードか

ら１枚選んで捨てさせることが出来る。ただし、以下の例外がある。

（バラシオン家）カードはこの命令によって捨て札になることはない。Melisandre
その家の最後のハウスカードだった場合にはそれを捨てさせることは出来ない。

・ライオンの狡猾さ（ラニスター家）

襲撃フェイズに処理される。この命令が行われるときラニスター家プレイヤーは隣接するエリアにユ

ニットを配置している家を１つ指定する。その家はこのターン、ラニスター家に対して進軍、攻撃の

支援、襲撃を行うことは出来ない（ラニスター家からの防御を支援することは可 。）

・ルラーの魂（バラシオン家）

。 。襲撃フェイズに処理される ハウスカードを捨て札にすることによって次のどれかを行えるMelisandre
ボード上の防御命令を１つ除去する。

ボード上の支援命令を１つ除去する。

ハウスカードを捨て札にしたくない場合、この命令は効果を持たない。Melisandre

ウェスタロスフェイズ・バリアント6.
ゲームをより戦略的にするためにウェスタロスフェイズを次のように変更することが出来る。次のステップで

行う。

３つのウェスタロスカードデッキを用意し、よくシャッフルする（通常ルールと同様 。）

各デッキから上から３枚カードを引き、それぞれ順番に並べる。

第２ターンにウェスタロスフェイズの処理が行われるとき、新しいカードは引かず、既に公開された３枚のう

ちの１枚目を適用する。

このカードの処理が終わった後は以下の通りにする。

①処理されたウェスタロスカードはそれぞれのデッキの一番下に戻す。

②残りの２枚をシフトさせ、新しいカードをそれぞれのデッキから引いて３枚目として置く。

このルールを用いると、続くターンでどのようなイベントが起きるのかが（ 冬がやってくる」を除き）予め「

分かっていることになり戦略の幅が広がる。

「冬がやってくる」カードを処理するときには、既に公開されている２枚を除いてシャッフルし、新しいカー

ドを引いてそれを適用する。

戦闘バリアント7.
戦闘の解決を以下のように変更する。

・両プレイヤーが使用するハウスカードを決めて伏せて置くところまでは通常のルールに従う。

・１枚のハウスカードを選ぶ代わりに、両プレイヤーは３枚のハウスカードを選ぶ。

・その後、両プレイヤーはそれぞれ（伏せられた）相手の３枚のカードの中からランダムに１枚を選び、残

りの２枚は手札に戻す。

・このルールに従う場合、５枚目のハウスカードが使われた後に全ての（既に使った）カード全部を手札に

戻す（通常の場合は７枚目を使ったときに行われるが 。これにより、プレイ中に手札が３枚を下回る状）

態になることはなくなる。

・これによって戦闘がより流動的になり戦略にも影響を与えるようになる。

高津本陣Fantasy Flight Games,

ボードゲームA Game of Thrones
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エキスパンション要約Storm of Sword

ボードを用いたゲームについてStorm of Sword

多くのルールはオリジナルゲームと同じであるが、いくつかの追加要素がある。

の目的は最も多くの領有ポイントを得ることである。 ターン終了後に最も多くのポイントをStorm of Sword 10
持つプレイヤー、またはその途中で ポイントを手に入れたプレイヤーが勝利する。8

領有ポイントは都市・城塞またはいくつかのカードから得られる。

都市や城塞のポイントは領有マーカーで示される。その都市・城塞を支配しているとマーカーに記されたポイ

ントが手に入る。

カードの指示でポイントを手に入れる場合、その数のパワートークンを（プールか自分の手持ちから）ウェス

タロストラックに配置する。

プレイヤーの持つ領有ポイントは都市・城塞の支配によるものプラスウェスタロストラックのものである。

セットアップ1.
・ゲームボードを机の上に配置する。

・ハレンホール、リヴァーラン、シルバーホールのトークンを、中立側を上にして配置する。

・ターンマーカーを「１」におく。

・天候マーカーを「良好」におく。

・青地の新ウェスタロスカードをシャッフルし、ボードの近くに置く。Ⅲのカードは のものStorm of Swords

を使うこと（ベーシックゲーム用は が付されている 。）

・４つの同盟勢力デッキを置く。

・各プレイヤーはランダムにハウススタートカードを引き、担当する家を決める。

・各プレイヤーは自家のハウスカードを受け取る。交差した剣のものを用いること。

・各プレイヤーは自家の戦略カードを受け取る 「 」のカードは用いない。。 Support Alliance
・各プレイヤーは牢屋トークンを受け取る。

・ハウススタートカードに従い、ユニットとトラックの配置を行う。

・各プレイヤーはカードに記されたパワーを受け取る。

・各プレイヤーは２つのリーダーを保つ。ラニスター家はエダード・スタークを捕虜にしており、スターク家

は「 」カードとブラックウォルダーのリーダートークンを保つ。Fray Leadership
・各プレイヤーは支配する都市・城西の領有マーカーを持ち、自分の前に置く。

・補給マーカーを補給トラックに置く。

ゲームボードの概略2.Storm of Sword
・海エリアは用いず、船ユニットも使用しない。島エリアからは連絡線（後述）で結ばれている。

・連絡線は長距離の移動を示し、移動・進軍を行う。連絡線を使っての襲撃・支援は行えない。また、家固有

（専用）の連絡線もある。

・天候トラックが「荒天」のときは浅瀬を使った移動は行えない。天候トラックは、適用されたウェスタロス

カードにアイコン がある時に移動させる。

・町アイコンは徴兵のためにしか使われず、歩兵を雇うことにしか使えない。騎兵へのアップグレードはでき

ず、領有ポイントも持たない。

領有マーカー3.
各プレイヤーは本拠地の領有マーカーを持ち、加えてラニスター家はキングスランディング、スターク家はツ

インズ、バラシオン家はストームズエンドの領有マーカーを保つ。

ある町の支配が変わったとき、プレイヤーは対応する領有マーカーを受け取り、自分の前に置く。ハレンホー

ル。リヴァーラン、シルバーホールはオリジナルゲームの中立勢力と同じように扱い、誰かに攻略された後はそ

のプレイヤーの前に置く。

ウェスタロス・クレーム（領有ポイント）4.
カードの指示で領有ポイントを得た場合、あいている数字の大きいところからおいていく。既に全て埋まって

いる場合 「６」にあるものを取り除き他のものは１つずつ「６」の方向にシフトさせる。そして新しく配置す、

るものを「１」の場所に置く。
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戦略カード5.
計画フェイズの時にプレイヤーは戦略カードを伏せて置く。その後、公開フェイズに同時に開く 「即時」の。

効果を持つカードはその内容をすぐに適用させる。戦略カード、リーダーのルールを適用する場合、進行は次の

ようになる。

③ ウェスタロスフェイズ（第１ターンは行わない）

④ 計画フェイズ

) 同盟勢力カードの一番上をオープンa
) 各プレイヤーは命令トークンと戦略カードを配置b
) 命令トークンと戦略カードを一斉に公開c
) 伝令烏トークンの使用d

⑤ 行動フェイズ

) 戦略カードの「即時」を解決a
) 襲撃命令を処理b
) 進軍（戦闘）命令を処理c
) 統治命令を処理d
) 敗走ユニットを戻すe
) ターンマーカーを進めるf

同盟カード6.
このデッキはフレイ、アリン、ティレルの各家や傭兵・ならず者の援護を表すものである 「 」。 Forge Alliance

戦略カードをプレイしたプレイヤーは任意の同盟勢力デッキの一番上のカードを受け取ることができる。

引いた同盟カードはプレイヤーの前に置き、奪われるか捨て札にするまでそのまま公開しておく。捨て札にし

たカードはデッキの一番下に戻す。

同盟ユニット6.1.
ティレル家の緑ユニットは同盟勢力用として用いられる。同盟ユニットは同盟カードのプレイによって得られ

る。これは各プレイヤーの自家のユニットと同じように扱われるが以下の例外がある。

・自家のユニットから離れて単独で存在することはできない。そのような状況になった場合は除去する。

・除去された同盟ユニットはゲームから外し。フタタ簿いつか割れることはない。

・歩兵はアップグレードできない。

永続的同盟6.2.
フレイ、アリン、ティレルの同盟勢力カードを３枚プレイしたプレイヤーはその勢力と永続的同盟を結んだこ

とになる。他のプレイヤーはそれ以降、その家の同盟勢力カードを引くことはできない。傭兵・ならず者勢力と

の永続的同盟はない。

守備隊7.
守備隊はスタートエリアの応永に永久に割り当てられた特別な要素である。ユニットではないので補給の対象

にならないし、命令を割り当てたり移動したりすることもできない。

各プレイヤーはスタートエリアに 戦力の守備隊を持ち。加えてラニスター家はキング素ランディングに６戦2
力の守備隊を持つ。

守備隊がいるエリアが攻撃された場合、防御側にその戦力を追加する。守備隊しかいなかった場合にも戦闘が

行われ、ハウスカード（および銘剣）も使われ得る。

守備隊が除去されたらゲームから外し、以後は徴兵されることはない。

守備隊しかいないエリアに命令を割り当てることはできず、守備隊を支援命令の戦力とすることもできない。

キングスランディングの守備隊は ラニスター家のユニットがいないときでも支配を保持することができる ト、 （

ークンを置く必要はない 。）

リーダー8.
このエキスパンションでは各家はリーダートークンを２つずつ持つ。そのほかに同盟勢力のリーダーもある。

リーダーはユニットに追加の戦力を与え、ある状況で進軍命令の効力を与える。しかし、戦闘で敗北した場合

は捕虜となる。

リーダーに関しては次の特別ルールを適用する。

・リーダーはユニットではなく補給の対象にならない。中立勢力との戦いや支援でも戦力を与えることがで
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きる。

・リーダーはユニットと共にのみ移動できる。敗走することはない。

・ユニットなしで単独で存在することはできない。撤退するユニットから外れることはできず、そのような

場合には相手の捕虜となる。

リーダートークンの概略8.1.
① 戦力値：表向きの時、この値を戦力に加える。

② トリガーアイコン：リーダーのいるエリアにこれと同じ命令が与えられた場合、トークンを裏向きにす

ることができる。

③ 進軍時戦力：裏向きの時、この戦力をユニットに加える。

④ 進軍命令：裏向きのリーダーは進軍命令を与えられたと見なされる。

⑤ 能力アイコン：恨む気になったときに適用する。

⑥ 剣：続く戦闘で剣アイコンを与える。

⑦ パワー：直ちに（進軍や戦闘が発生するとき）パワーを得る。同盟戦力のリーダーである場合、自軍の

パワーを手に入れる。

リーダーの活性化8.2.
リーダーのいるエリアに与えられた命令がそのトリガーアイコンと同じであった場合、リーダーを活性化させ

られる。活性化を行うか行わないかを決定する。

活性化させた場合、リーダートークンを裏向きにする。裏向きになったリーダートークンはすべて進軍命令に

なっており、＋０進軍命令と同様に扱われる。この進軍を行いたい場合、裏向きになって直ちに行わなくてはな

らない。これはリーダー（襲撃または統治アイコンで発生する）が通常の行動フェイズでの進軍の前や後に行わ

れることを意味する。

通常のゲームでは敗走したユニットは「進軍命令の解決」の後に戻されるが、このルールでは行動フェ注意：

イズの最後に戻ることに注意する。

リーダーを活性化させた場合、そのリーダーはユニットと共に移動させるか、進軍しないユニットと共にとど

まるかを選択する。進軍したユニットが他家または中立勢力のエリアに向かった場合、リーダーは行動を共にし

なくてはならない。リーダーはそれ自身で移動することができるが、移動先には自軍のユニットがいなくてはな

らない。

進軍を行ったリーダーは戦闘が起こったらその結果にかかわらず表向きに戻す。

リーダーは表裏で戦力値を持つが裏の値は活性化したときに用いられる。逆に言えば表の値は通常の戦闘、支

援、防御で用いられる。

、 （ ） 。リーダーは裏面に能力アイコンを持つが 各プレイヤーは 自他共に いつでもそれを確認することができる

捕虜9.
１人以上のリーダーのいるユニットが戦闘で敗北した場合、そのリーダーは以下のルールに従い捕虜となる。

・敗北側が損害を受ける場合、勝利側はその損害を１つ減らして代わりにリーダーを捕虜にすることができ

る。１回の戦闘で捕虜は１人のみ

・敗北したユニットが撤退できない場合、リーダーは捕虜になる。リーダーは「敗走」できない以外は通常

の撤退ルールに従う補給の対象にはならず、一緒のユニットがいない限り、空白地への撤退はできない。

・複数のリーダーのいるユニットが撤退できなかった場合は、すべて捕虜となる。

・相手プレイヤーの捕虜となった場合、勝者の牢屋に入れられる。救出される、脱走する、交渉で引き渡さ

れる、処刑されるのいずれかが起きるまではそこに留まる。

・同盟勢力のリーダーが捕虜になった場合、牢に送られることなく勝者側に寝返る。

勝者は直ちに対応する同盟リーダーシップカードを受け取り自分の前に置く。そのリーダーは勝者側の軍と同

じ場所に配置する。

この寝返りは永続的同盟を終わらせる唯一の手段になる。それ以降、他のプレイヤーは再びその勢力の注意：

カードを引くことができる。

捕虜の救出、強奪9.1.
捕虜は「 」戦略カードのプレイによって救出／強奪される。このカードをプレイしたプレイヤーSecure Hostage

が攻撃に成功した場合、敗者側の牢から１人のリーダーを手に入れる。そのリーダーが自家のものだった場合、

救出されたことになりそのリーダーを戦闘のあったエリアに配置する。他家のリーダーだった場合は自分の牢に

移動させる。
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交渉9.2.
統治命令によってパワートークンを得た後、直ちにプレイヤーはそのエリアで捕虜交換の交渉を開始すること

ができる。そのプレイヤーは他のプレイヤーに対し自家のリーダーを戻すよう頼むことができる。交渉の中では

パワーの支払いや自分の持つ捕虜との交換を提案できる。

相手が受諾すれば交渉は成功し、その決まったパワートークンをプールに戻し、相手プレイヤーは同数のトー

クンをプールから受け取る。または条件通り捕虜の交換を行う。提案者はリーダーを、交渉を始めたエリアに配

置する。相手プレイヤーはリーダーを自分の支配下にある都市・城塞エリア（ない場合は任意の支配エリア）に

配置する。交換で受け取ったのが他家のリーダーだった場合には自分の牢へ移動させる。

処刑9.3.
「 」ウェスタロスカードが解決されるとき、各プレイヤーは牢にいるリーダーを処刑するこSinging the Sword

とができる。リーダートークンと対応するハウスカードを捨て札とし、それ以降ゲームでは用いない。

勝者10.
８領有ポイントを獲得したプレイヤーは直ちに勝利する。また ターン目の終了時にもっとも領有ポイント10

が多いプレイヤーが勝利する。同点なら都市・城塞エリアの支配数が多い方、それでも同点なら補給トラックの

大きい方、持っているパワーの多い方の順で決める。それでも同点なら引き分けとする。

３人プレイ11.
は４人プレイを想定しているが、３人でプレイする場合は次のようにする。Storm of Swords

・グレイジョイ家は使わない。初期配置を行い、以後は中立勢力として扱う。補給・影響トラックも用いない。

・ 、 には進入できない。Pyke Flint's Finger

基本ゲームに追加することのできるコンポーネント12.
① 新ハウスカード

（ ） 。戦力値や能力のバリエーションが基本カードより大きく ただし よりは小さい になっているClash of Kings
ハウスカードは他のバージョンと混ぜて使用してはいけないし、各プレイヤーは同じバージョンのものを使わ

なければならない。

② 新ウェスタロスカード

基本ゲームと同じように扱うが、ハウスカードと同様、混ぜて使ってはいけない。

③ 戦略カード

用のカードは取り除く、使い方は ゲームと同じ。Storm of Swords Storm of Swords
④ リーダーと牢屋

基本ルールに用いる場合、以下の修正を適用する。

・リーダーは両方とも各家のスタートエリアに置く。

・中立勢力の攻略に用いることができるが、中立勢力の戦力値は＋１する。

・ゲームバランス上、ハウスカードは のものを用いる。Storm of Swords
・ウェスタロスカードも のものを用いる（そうでないと捕虜の処刑が起こらない 。Storm of Swords ）

・異形の襲撃によってリーダーのいるエリアのユニットが除去された場合、リーダーも取り除く（処刑された

ものと同様の扱い 。）

⑤ 異形カード

異形の襲撃にバリエーションを与えるもので、ウェスタロスカードの脇にデッキを置く。

ウェスタロスフェイズに異形の襲撃があった場合、上から１枚をめくり、通常ルールの変わりにこのカードの

内容を適用させる。

次のルールは でのみ用いられる。Storm of Swords
・守備隊

・同盟勢力カード

・ 用ウェスタロスカードStorm of Swords
・ 用戦略カードStorm of Swords

と両方の追加ルールを使う場合13.Clash of Kings
・リーダーのルールは固有ワンタイム命令と同時に用いることはできない。

・共通ワンタイム命令はリーダーの活性化には使えず、 は 戦略カードと同時にForced March Management Troop
配置することはできない。
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・交渉を開始する場合、港に配置した統治命令を起点にすることはできない。

では次の ルールを用いることができる。Storm of Swords Clash of Kings
・要塞化（守備隊には影響を及ぼさない）

・攻城兵器（町に対しては０戦力）

・共通ワンタイム命令

・ ウェスタロスフェイズルールClash of Kings
・ 戦闘ルールClash of Kings

次のルールは と で共存できない。Storm of Swords Clash of Kings
・マーテル家

・ ハウスカードClash of Kings
・港ルール

・固有ワンタイム命令
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（付録）カード和訳

ウェスタロスカード・Ⅰ

（募兵）Mustering
都市および城塞で募兵を行う。

（補給）Supply
補給トラックを参照し、軍勢に適用させる。

（冬がやってくる）Winter is Comming
デッキをシャッフルする。

（夏の終わり）Last Days of Summer
何も起きない。

ウェスタロスカード・Ⅱ

（王たちの対立）Clash of Kings
影響力の三要素について入札を行う。

（王座の争い）Game of Thrones
パワーシンボルのあるエリアからパワーの提供を受ける。

（冬がやってくる）Winter is Comming
デッキをシャッフルする。

（夏の終わり）Last Days of Summer
何も起きない。

ウェスタロスカード・Ⅲ

（秋の雨）Rains of Autumn
歩兵ユニットは支援としては戦力ポイントを供給することが出来ない。

（海の嵐）Sea of Storms
このターン、襲撃の命令を出すことは出来ない。

（カラスのごちそう）Feast for Crows
このターン、統治の命令を出すことは出来ない。

（剣の嵐）Storm of Swords
このターン、防衛の命令を出すことは出来ない。

（襲撃）Wildling Attack
襲撃が発生！

（冬がやってくる）Winter is Comming
デッキをシャッフルする。

（夏の終わり）Last Days of Summer
何も起きない。

ハウスカード

ラニスター家

Cersei Lannister
戦闘に勝利した場合、ボード上にある相手の命令トークンを１つ除去することができる。

Vargo Hoat
自分の軍勢の攻撃歩兵ユニットは＋１戦力ではなく＋２戦力として扱われる。

Ser Jaime Lannister
戦闘に勝利した場合、直ちに２パワートークンを得る。

ティレル家

Ser Loras Tyrell
直ちに相手の攻撃または防御の歩兵ユニットを１つ除去する。

Brienne of Tarth
直ちに、戦闘エリアにおける相手の防御命令トークンを除去する。

Queen of Thorns
相手のハウスカードによる特殊能力を無効にする。
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バラシオン家

Melisandre of Asshai
戦闘に勝利した場合、１パワートークンを支払って、相手の手札から１枚ハウスカードを選んで捨てさせるこ

とが出来る。

Salladhor Saan
支援を行っている相手の船ユニットの戦力は０になる。

Renty Baratheon
戦闘に勝利した場合、歩兵ユニットを１つ騎兵ユニットに昇格させることが出来る。この歩兵ユニットは攻撃

側か防御側として戦闘に参加していたものでなくてはならない。

スターク家

Master Luwin
戦闘に勝利した場合、使用済みのハウスカードを１枚、手札に戻すことが出来る。

Catelyn Stark
この戦闘では自軍の防御命令トークンによるボーナスが２倍になる。

Robb Stark
自分の軍勢の攻撃騎兵ユニットは＋２戦力ではなく＋３戦力として扱われる。

グレイジョイ家

Asha Greyjoy
戦闘に勝利した場合、直ちに戦闘エリアに隣接する陸地または海上エリアにある支援または統治命令トークン

を除去することが出来る。

Balon Greyjoy
相手の将軍の戦力は０とする。

Victorion Greyjoy
自分の軍勢の攻撃船ユニットは＋１戦力ではなく＋２戦力として扱われる。

マーテル家（ エキスパンション）Clash of Kings
Doran Martell
戦闘に勝利した場合、相手の持つ影響トークン（玉座、銘剣、伝令烏）を盗んで次の 解決までClash of Kings
の間にそれを使用することが出来る。

Arianne Martell
戦闘に敗北した場合、直ちに戦闘に参加していた相手のユニットを１つ除去する。それが相手の最後のユニッ

トだった場合、自軍は撤退しなくてはならないが、相手はそのエリアを手に入れたとは見なされない。

Obara Sand
攻撃の時、剣アイコンを１つ追加する。

Ellaria Sand
防衛のとき、直ちに防御側の歩兵ユニットを１つ騎兵ユニットに昇格させることが出来る。

エキスパンションClash of Kings

新ハウスカード

この新カードは、裏面の各家の紋章の上に王冠マークが付いていることで区別される。

ラニスター家

Tyrion Lannister
相手の支援戦力（他プレイヤーによるものも含む）は０に変更される。その後、直ちにボード上のいずれかに

ある防御命令または支援命令を１つ除去出来る。

Tywin Lannister
パワーを ポイント支払う。このカードの戦力は となる。x x
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Ser Jaime Lannister
この戦闘で、相手はヴァリリア銘剣を用いることが出来ない。

ティレル家

Willas Tyrell
相手のカードに記述された特殊能力を無視する。その後、直ちにその特殊能力を 自身のものとしWillas Tyrell
て使用することが出来る。

Queen of Thrones
相手のカードの戦力値を無視する。

Mace Tyrell
攻撃側として勝利した場合、使用した進軍命令を除去しない。マーカーを残し、その命令を使って再び（通常

ルールに従い）進軍を行うことが出来る。

バラシオン家

Patchface
直ちに相手プレイヤーの捨て札になっているカードを１枚選び、この戦闘で はそのカードの戦力、Patchface
アイコン、特殊能力を持つことになる。

Melisandre of Asshai
相手のカードに記述された特殊能力を無視する。

Stannis Baratheon
この戦闘の相手が自分より高い鉄の玉座の順位を持っている場合、＋２戦力を得られる。

スターク家

Old Nan
直ちに相手プレイヤーの捨て札になっているカードを１枚選ぶ。この戦闘で はそのカードの特殊能力Old Nan
を持つことになる。

Robb Stark
この戦闘に攻撃側として勝利した場合、直ちにそのエリアから＋１修正の進軍を行うことが出来る。騎士ユニ

ットのみがこの２回目の進軍を行える。

The Blackfish
相手のカードに記述された特殊能力を無視する。

グレイジョイ家

Aeron Damphair
この戦闘に勝利した場合、このエリアで直ちに徴兵を行うことが出来る（通常の補給および徴兵ルールに従う

こと 。）

The Reader
直ちに相手ユニットの戦力と同数のパワートークンを手に入れる。

Gorold Goodbrother
相手のカードに記述された特殊能力を無視する。

Theon Grayjoy
＋２戦力を得て、町または城塞エリアを防衛している場合は剣アイコンも得る。

Dagmar Cleftjaw
戦闘の行われているエリアに隣接する船ユニット１つにつき＋１戦力を得られる。

マーテル家

Ellaria Sand
防御側である場合、相手のカードの戦力を無視する。

Doran Martell
（ ） 、 、 、 。直ちに手札の中から 可能なら もう一枚のキャラクターを選び その戦力 アイコン 特殊能力を追加する

戦闘の後は両方とも捨て札とする。
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エキスパンションStorm of Swords

新 カードWildling
異形側の勝利・最弱：いずれかの４徴兵ポイントを失う。他：いずれかの２徴兵ポイントを失う。

夜警団側の勝利・最強：ハウスカードの捨て札の中から好きな１枚を回収することが出来る。

異形側の勝利・最弱：いずれか城塞１ヶ所の２徴兵ポイントを失う。他：いずれかの２徴兵ポイントを失う。

夜警団側の勝利・最強：通常の徴兵ルールに従い、支配エリア１ヶ所から徴兵を行うことが出来る。

異形側の勝利・最弱：全ての騎士ユニットを歩兵にダウングレードさせるか除去する。他：２つの騎士ユニッ

トを歩兵にダウングレードさせるか除去する。

夜警団側の勝利・最強：直ちに２つの歩兵ユニットを騎士にアップグレードさせることが出来る。

異形側の勝利・最弱：全ての影響レベルを最下位にする。他：特別命令（☆付き）をこのターンは使用するこ

とが出来ない。

夜警団側の勝利・最強：１つの影響レベルを最上位にする（対応するトークンを受け取る 。）

異形側の勝利・最弱：最も強いハウスカードを捨て札とする。他：ランダムに選んだ１枚のハウスカードを捨

て札にする。

夜警団側の勝利・最強：特になし。

新 カードWesteros
ウェスタロスカード・Ⅰ

（刃の玉座）A Throne of Blades
鉄の玉座トークンの保有者は、補給・徴兵・どちらもしないのいずれかを選ぶ。

ウェスタロスカード・Ⅱ

（闇の風、闇の森）Dark Wings,Dark Woods
伝令烏トークンの保有者は、七王国の玉座・王たちの戦旗・どちらもしないのいずれかを選ぶ。

ウェスタロスカード・Ⅲ（基本ゲーム用）

（斬首）Swing the Sword
人質の処刑を行う。このターンは 進軍の命令を出すことが出来ない。+1

（処罰）Punish the Guilty
ヴァリリア銘剣トークンの保有者は、剣の嵐・斬首・どちらもしないのいずれかを選ぶ。

ウェスタロスカード・Ⅲ（ ゲーム用）Storm of Swords
（密かな計画）Hidden Schemes

この計画フェイズでは 戦略カードを使うことが出来ない。それぞれの同盟勢力デッキをシャッForge Alliances
フルする。

（罪人への刑罰）Punish of Guilty
ヴァリリア銘剣の持ち主は、領有主張、処刑、どちらも行わないのいずれかを選択する。

（領有主張）Claim Westeros
影響力の三要素について入札を始める！

（処刑）Swing the Sword
人質の処刑を行う。このターンは 進軍の命令を出すことが出来ない。+1

同盟勢力カード

アリン家

Arryn Plots
：４パワーを得るか、１パワー支払って他のプレイヤーのアリン同盟カードを１枚盗むかを選ぶ。その直ちに

後、捨て札とする。



- 19 -

高津本陣Fantasy Flight Games,

ボードゲームA Game of Thrones

Arryn Military Support
戦闘中、支援の宣言ステップにおいて、１パワーを支払って支援を受けたのと同様に 戦力を得られる。こ+1
のカードは１ターンに１回だけ使うことが出来る。

Arryn Leadership
：リトルフィンガーをリーダーとして迎え、自軍ユニットのあるエリア配置する。直ちに

Arryn Political Support
：領有ポイントが５以下だった場合、１領有ポイントを得る。直ちに

入札が行われた場合、値が１増加する。

Arryn Army
：２歩兵ユニットの同盟軍を得て、自軍ユニットのある１つまたは２つのエリアに配置する。直ちに

Arryn Lookout
戦闘中、支援の宣言ステップにおいて、直ちに相手の隣接エリアからの支援命令を排除することが出来る。そ

の後、このカードをアリンデッキの一番下に置く。

フレイ家

Frey Plots
：４パワーを得るか、１パワー支払って他のプレイヤーのフレイ同盟カードを１枚盗むかを選ぶ。その直ちに

後、捨て札とする。

Frey Military Support
戦闘中、支援の宣言ステップにおいて、２パワーを支払って支援を受けたのと同様に 戦力を得られる。こ+2
のカードは１ターンに１回だけ使うことが出来る。

Frey Leadership
：ブラック・ウォルダーをリーダーとして迎え、自軍ユニットのあるエリア配置する。直ちに

Frey Political Support
：領有ポイントが５以下だった場合、１領有ポイントを得る。直ちに

入札が行われた場合、値が１増加する。

Frey Army
：１騎兵ユニットの同盟軍を得て、自軍ユニットのあるエリアに配置する。直ちに

Frey Galleys
浅瀬の状態や橋の有無にかかわらず川を挟んだ進軍・撤退が行えるようになる。川を挟んだ掠奪・支援は行え

ない。

ティレル家

Tyrell Plots
：４パワーを得るか、１パワー支払って他のプレイヤーのティレル同盟カードを１枚盗むかを選ぶ。そ直ちに

の後、捨て札とする。

Tyrell Military Support
戦闘中、支援の宣言ステップにおいて、３パワーを支払って支援を受けたのと同様に 戦力を得られる。こ+3
のカードは１ターンに１回だけ使うことが出来る。

Tyrell Leadership
：ロラス・ティレルをリーダーとして迎え、自軍ユニットのあるエリア配置する。直ちに

Tyrell Political Support
：領有ポイントが５以下だった場合、１領有ポイントを得る。直ちに

入札が行われた場合、値が１増加する。

Tyrell Army
：１騎兵ユニットと１歩兵ユニットの同盟軍を得て、自軍ユニットのある１つまたは２つのエリアに配直ちに

置する。

Tyrell Supplies
：補給トラックを１段階上昇させる。直ちに

このカードを持っている限り、追加の１補給アイコンを保有しているとみなされる。

傭兵・無法者

Outlaw Military Support
戦闘中、支援の宣言ステップにおいて、このカードを捨て札にして支援を受けたのと同様に 戦力を得られ+2
る。
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Outlaw Leadership
：ミアのソロスをリーダーとして迎え、自軍ユニットのあるエリアに配置する。直ちに

Sellsword Army
：１歩兵ユニットの同盟軍を得て、自軍ユニットのあるエリアに配置する。直ちに

この同盟ユニットがいるエリアと隣接するエリアでは、他のプレイヤーは統治命令によるパワーの入手が行え

ない。

Mercenary Raiders
襲撃命令を解決する際に、このカードを捨て札にして２つ離れたエリアか連絡線越えのエリアを襲撃すること

ができる。

Mercenary Transport
天候にかかわらず、浅瀬を通過することが出来る。また家固有の移動線を用いた進軍・撤退を行うことが出来

る。

Filthy Accusations
：ウェスタロストラックにある他のプレイヤーの１領有ポイントを除去する。その後、捨て札とする。直ちに

戦略カード（各家共通＋固有カード）

Control Westeros
・都市または城塞に対する進軍命令に 戦力を与える。+2
・次のウェスタロスフェイズにおいて入札値は される。+1
Secure Hostages
・ ：捕虜１人に対し２パワーを、捕虜の所属する家から手に入れる。直ちに

・攻撃側として戦闘に勝利した場合、敗者の牢にいるリーダーを１人手に入れる。

・捕虜を処刑した場合、捕虜の所属する家といずれかの影響トラックの位置を交換することが出来る。

Hold Territory
・防御命令を割り当てていた場合、戦闘時に城塞アイコン１つを得る。

・防衛戦で 戦力を、都市または城塞の防衛戦では 戦力を得る。+1 +2
Manage Troops
・ ： 支配エリアにあるユニットを好きなだけ隣接する支配エリアに移動させることが出来る。直ちに

・他のプレイヤーの支配していないエリアへ進軍した後で、直ちにそのエリアから更に別の他のプレイヤーの支

配していないエリアへ進軍出来る。その後、このカードは捨て札とする。

Careful Planning
・ ：２パワーを得るかこのカードに加えてもう１枚の戦略カードをプレイするために２パワー支払うかを直ちに

する。

・このターン、１つ余分に特別命令を使うことが出来る。

Support Allies
・他のプレイヤーが支援を宣言したとき、そのプレイヤーに自分が支援したものとして 戦力を与えることが+1
出来る。

・自分の支援命令が襲撃を受けた場合、２パワーを支払って の支援命令をその場所に置くことが出来る。-1
Forge Alliances
・ ：２パワーを支払って同盟勢力カードを引くことが出来る。直ちに

・自分の支援命令が襲撃を受けた場合、２パワーを支払って の支援命令をその場所に置くことが出来る。-1

（スターク家）Winter Is Coming
・このターンの最後に か を支配していれば、１領有ポイントを入手してこのカードをゲームかRiverrun Harrenhal
ら取り除く。

（バラシオン家）Ours is the fury
・このターンの最後に を支配していれば１領有ポイントを入手してこのカードをゲームから取りKing's Landing
除く。第１ターンには使えない。

（グレイジョイ家）We Do Not Sow
・このターンの最後に他プレイヤーの本拠地を支配していれば１領有ポイントを入手してこのカードをゲームか

ら取り除く。

（ラニスター家）Hear Me Roar!
・このターンの最後に を支配していれば１領有ポイントを入手してこのカードをゲームから取りKing's Landing
除く。第１ターンには使えない。
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新ハウスカード

この新カードは、裏面の各家の紋章の上に王冠マークが付いていることで区別される。

ラニスター家

Ser Ilyn Dayne
戦闘に勝利した場合、相手は城塞アイコンの数に関わらず１つ追加で損害を受けなくてはならない。

Cersei Lannister
相手プレイヤーは戦闘終了時に２パワーを失う。

Ser Gregor Clegane
「３－相手ハウスカードの戦力値」の戦力を得る。

Tyrion Lannister
相手プレイヤーのハウスカードを手札に戻させ、別のものを選ばせることが出来る。他のカードを持ってい

ない場合、この戦闘でカードを用いることが出来ない。

ティレル家

Queen of Thorns
直ちにこのエリアまたは隣接するエリアに配置されている相手プレイヤーの命令を除去する。

Willas Tyrell
この戦闘で防御側だった場合、戦力値は３になる。

Mace Tyrell
この戦闘に勝利した場合、直ちに、既に配置しているものを除去してこのエリアに支援または防御命令（特

別命令は除く）を配置することが出来る。

バラシオン家

Salladhar Saan
この戦闘に勝利した場合、２パワーを得る。相手プレイヤーは２パワーを失う。

Ser Davos Seaworth
戦闘に敗北したとき、ユニットは敗走はせず、２パワーを支払うことによって城塞アイコンを１つ得る。

Melisandre of Asshai
直ちに相手プレイヤーの戦力値と同数のパワーを得る。

Stannis Baratheon
相手が銘剣トークンを持っていた場合、それを盗んで次の入札の時まで使うことが出来る。

スターク家

Bran Stark
戦闘の終了時に、捨て札にしたハウスカードを１まい回収することが出来る。

Catelyn Stark
この戦闘で支援を受けている場合、２戦力と城塞アイコン１つを得る。

Maege Mormont
戦闘に勝利した場合、相手プレイヤーが撤退するエリアを選ぶことが出来る。ただし、補給限界による喪失

が最も少ないルール上正当なエリアとすること。

Eddard Stark
剣アイコンの数にかかわらず、この戦闘で損害を受けることはない。損害を発生させるあらゆるカードの能

力を無視する。

グレイジョイ家

Aeron Damphair
カードを公開した後、２パワーを支払うことによってこのカードを捨て札とし手札の中の別のカードを使う

ことが出来る。そのカードの戦力値は する。-1
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Victarion Greyjoy
この戦闘が海に隣接したエリアで行われていた場合、１戦力と城塞アイコン１つを得る。

Asha Greyjoy
この戦闘で支援を受けている場合、剣アイコンを２つ得る。

Balon Grayjoy
この戦闘に勝利した場合、相手との戦力値の差と同数のパワーを得る。

マーテル家

Arianne Martell
この戦闘に２戦力以下の差で敗北した場合、戦闘の終了時に自分と相手の両方が撤退しなくてはならない。

Nymeria Sand
この戦闘で防御側だった場合、城塞アイコン１つを得る。攻撃側だった場合は剣アイコンを１つ得る。

Doran Martell
直ちに相手プレイヤーは領地トラックの位置を最下位に移動させる。他のプレイヤーは順位を繰り上げ、必

要なら銘剣トークンの保有者も変える。


