
スモールワールド・オブ・ウォークラフト　正誤表

A4実寸　下線は 94mm（10 円玉× 4枚）

ルールブック　P.14 アーティファクト　ドゥームハンマー

鍛冶屋の
この種族は強力な武器を鍛造できます。それはすべての地
域を征服する際において、通常よりコストとしてのトークン
数を1枚少なくすることができます（最低1枚は必要）。

勇者の
この種族は強力な勇者を1枚支配しています。自
身のターン中に1回、勇者の種族は任意の隣接
地域1つを、そこにいる敵トークンの枚数や防御の状況に関
係なく、コスト無しで征服できます。その征服を行った場合、
その地域に勇者トークンを置きます。防御の際に勇者は種

族トークン1枚に数えます。他のプレイヤーが勇者のいる地域を征服した場合、勇
者は人質になります。防御側の種族トークンを捨てることはしません。勇者の持ち
主であるプレイヤーは、ただちに身代金として勝利コイン1をその相手に支払って
勇者を回収しなければなりません。その後、そのプレイヤーは通常の種族トークン
と同様に勇者を再配備し、自身の次のターンにまた使用することができます。

守りの堅い
守りの堅い種族のターン終了時、それは自分
が支配する畑の地域のうち、そこに隣接する
地域をより多く支配している（他のアクティ
ブや衰退している種族よりも多くの地域を支
配している）場所に監視塔トークンを1枚置

き、より多く支配していない状態になっている畑の地域から監視塔
トークンを取り除きます。監視塔トークンがある地域はすべてのパワ
ーの影響を受けず、征服の試みを行うこともできません。 

激怒した
種族トークンが2枚以上ある地域を1つ征服するたび、激怒
した種族は防御側の種族トークンの数に等しい数のボーナ
ス勝利トークンを受け取ります。

探検家の
探検家の種族は、それがいずれかの地域を支配しているゲ
ームボード1つにつき、ボーナス勝利コイン1を受け取りま
す。

農家の
農家の種族は、自分のターン終了時に支配し
ている畑の地域1つにつき、ボーナス勝利コイ
ン1を獲得します。

漁師の
漁師の種族は、自分のターン終了時に支配し
ている、湖や海に隣接している地域1つにつ
き、ボーナス勝利コイン1を獲得します。

守備隊の
守備隊の種族は城塞の建築に長けていて、
自分が占領している各地域1つに砦トークン
を1枚置きます。砦のある地域は（追加の種
族トークンが1枚あるかのよう）防御を1増やし、衰退の際

も残ります。その地域が征服されるか空いた時点で、砦を捨てます。
各地域には砦は1枚までしか置けず、全ボード上で合計で砦を10枚までしかおけま
せん。

薬草学者の
薬草学者の種族は、自分のターン終了時に支
配している丘の地域1つにつき、ボーナス勝利
コイン1を獲得します。

威圧的な
自身の各ターン中に3回、この人心操作に長けた種族は、自
分に隣接しているいずれかの相手の地域の種族トークン1枚
（アクティブでも衰退していても可）を、同じ種族が支配し
ている任意の地域に移動できます（他に支配地域が無い場

合は捨てる）。これは3つの別々な地域に行うこともできますし、同じ地域に複数回
行うこともできます。

マーロックは常に捨てます。
ウィスプの壁や砦は、種族トークンが動かされるより先に捨てられます（これ
はパワーの使用に数える）。
このパワーは、そのターンの最後の征服よりも前に使用する義務があります。 

沼地棲みの
いずれかの相手が沼地棲みの種族の支配す
る沼の地域を征服する場合、沼地棲みの種族
に勝利コイン1を支払う義務があります。このパワーは、衰
退していてもアクティブです。

採掘家の
採掘家の種族は貴重な石を渇望していて、自分の
ターン終了時に支配している大洞窟の地域1つに
つき、ボーナス勝利コイン1を獲得します。

山岳育ちの
山岳育ちの種族は、自分のターン終了時に支配し
ている山岳地帯の地域1つにつき、ボーナス勝利
コイン1を獲得します。

ポータルメイジの
自分の1ターン中に2回まで、このポータルの使い
手は、2つの魔法の地域にあるすべてのトークン（山岳地帯
と伝説の地トークンを除く）を交換することができます。

レンジャーの
森林を愛するレンジャーの種族は、自分のタ
ーン終了時に支配している森林の地域1つに
つき、ボーナス勝利コイン1を獲得します。

船乗りの
この旅の達人は、いずれかのボードの隣接していない進入
地域を征服するときに、追加コストの種族トークン＋1枚を
支払いません。

沼渡りの
沼渡りの種族は、自分のターン終了時に支
配している沼の地域1つにつき、ボーナス勝
利コイン1を獲得します。
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III.アーティファクトと
伝説の地

『スモールワールド・オブ・ウォークラフト』には、6 個の “アーティ
ファクト” と9 個の “伝説の地 ” があります。すべての 伝説の地やアー
ティファクトは、それぞれ固有のマーカーで区別されます。

プレイヤーが裏向きのアーティファクトや伝説の地マーカーがある
地域に入ったとき、それを公開します。公開されたマーカーは、ゲー
ム中表向きのままです。伝説の地やアーティファクトのある地域を占
領しているプレイヤーは、ただちにその効果を使用できます。

このアイコンがあるマーカーはアーティファクトです。
アーティファクトは最後に使用した地域に残ります。

このアイコンがあるマーカーは伝説の地です。このマー
カーは移動できません（久遠の聖泉マーカーを除きます。こ
れは公開時に海か湖の地域に置く義務があります）。 

アーティファクトや伝説の地マーカーのある地域が征服された場合、
そのマーカーの持ち主は変更され、新たな所有者がただちに使用でき
ます。アーティファクトがある地域の種族トークンがいなくなっても、
そのアーティファクトはその地域に残ります。 

注意：衰退させられた種族は、特に表記されていないかぎり、アーテ
ィファクトや伝説の地の恩恵を受けられません。

アグラマーの神聖なる盾
所有者のターンの終了時、所有者は自分が支配するいずれ
かの地域にこの盾を置きます。この地域は、相手が盾の所
有者に勝利コイン2を支払わないかぎり、すべてのパワーの
影響を受けず、征服の試みを行うこともできません。

アラールの灰
所有者のターン中1回、アラールの灰の所有者任意のボード上
の任意の地域を征服できます。所有者はその地域が隣接して
いるものとして、通常の征服コストを支払う必要があります。

ドゥームハンマー
ドゥームハンマーの所有者のターン中1回、そのプレイヤーは
地域1つをトークン1個のみで征服できますが、先にその地域を
支配しているプレイヤーに勝利コイン2を支払う必要がありま
す。その地域を支配しているプレイヤーがいない場合、この勝
利コイン2は勝利の隠し場所に戻します。

フロストモーン
フロストモーンの所有者のターン中1回、そのプレイヤーがいず
れかの地域を征服する場合、通常よりコストとしてのトークン
数を2枚少なくすることができます（最低1枚は必要）。

アゼロスの心
アゼロスの心の所有者のターンの終了時、そのプレイヤーは自
分が支配するいずれかの地域にアゼロスの心を置きます。アゼ
ロスの心に隣接する地域を1つ以上アクティブな種族で支配し
ている各相手は、所有者に勝利コイン1を支払う義務がありま
す。

バトルグラウンド
いずれかの種族がバトルグラウンドを占領している間、それは
陣営ボーナスの恩恵を、種族1つにつき2回目まで受けることが
できます（敵対陣営の種族1つの地域を同じターンに2つ――あ
るいはそれ以上――征服した場合、ボーナス勝利コインを2得

ることなる）。 
バトルグラウンドを占領している中立の種族は、そのターン中に一時的にアライア
ンスかホードのいずれかの味方となることを選び、その陣営ボーナスに加えて上記
のバトルグラウンドのボーナスも受け取ることができます。そのターンの終了時、そ
の種族は中立に戻ります。次のターンにもバトルグラウンドを支配していた場合、そ
の中立の種族の所有者は再びいずれかの陣営を選びます。その前にどちらを選ん
だかは関係がありません。

ダークポータル
ダークポータルのある地域を支配している種族は、自分のター
ンの終了時にボーナス勝利コイン2を受け取ります。 

カラザン
この伝説の地を支配している種族は、自分のターンの終了時
に、カラザンのある地域の地形タイプと一致する、自分が支配
している他の地域1つにつき、ボーナス勝利コイン1を受け取り
ます。

希望なる光の礼拝堂
希望なる光の礼拝堂を支配している種族は、攻撃を受けたとき
に種族トークンを失いません。 
希望なる光の礼拝堂のある地域が他のプレイヤーによって征

服された場合、それまでの所有者は最後の1回の恩恵を受け、この攻撃から種族ト
ークンを手元に戻す際はそのうちの1枚を捨てることはありません。

集合石
集合石を支配している種族は、隣接していない侵入地域を征服
するときに、種族トークン＋1枚のコストを支払いません。

魂の回復者
再配備中、魂の回復者の場所を占領しているアクティブな種族
はボーナスとして追加の種族トークンを1枚受け取ります（トレ
イの中に残っている場合に限る）。

久遠の聖泉
久遠の聖泉が公開されたとき、そのトークンを同じボードの海
か湖の地域に移動します（海や湖が無い場合、新たな伝説の地
トークンを1枚引きなおす）。ある種族が自身のターンの終了時
に、聖泉に隣接している地域を他のどの種族よりも多く支配し

ている場合、その種族はボーナス勝利コイン2を受け取ります。これは衰退種族で
あってもかまいません。同数の場合、誰もこのボーナスを得ません。

アーティファクト 伝説の地
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魔法

大洞窟

最近ビデオゲームをプレイしたプレイヤーが先手プレイヤーとなる。その後
ターンは時計回り順に進行する。ラウンドマーカーが、ラウンド表示表の最
後のスペースに到達すると、最後のラウンドとなる。勝利コインを最も多く
所持しているプレイヤー（同数の場合は、種族トークンを最も多く所持してい
る方）が、勝者となる。

I. 第1ターン
1. 種族と特殊パワーの組み合わせを選ぶ（p.4）

組み合わせを1つ選び、選んだ組み合わせよりも上に残った各組み合わせに、
勝利コイン1を乗せる。
選んだ組み合わせと、その上にあれば、前のプレイヤーが乗せたコインを
受け取る。
あなたの種族バナーに表示されている数値と特殊パワーバッジに表示され
ている数値の合計枚数分のその種族トークンを受け取る。

2.地域を征服する （p.5）
  最初の征服：最初に征服する地域はどの島のものでもよいが、特に（種族や

特殊パワーにより）示されていないかぎり、進入地域（錨のアイコン）でなけれ
ばならない。

  すべての征服：征服する地域は（通常は）自分が支配する地域に隣接してい
る地域でなければならない。征服する際に、種族トークン2枚と、その地域に
いる敵の種族トークンやウィスプの壁トークンや勇者や砦や山岳地帯や獣1枚
につき＋1枚と、それが隣接していない進入地域である場合はさらに＋1枚が

必要になる。その地域に対戦相手がいる場合、その対戦相手はトークン1枚を
失い、ターン終了時まで残りのトークンすべてを撤退して自分の手元に戻す。

  最後の征服：そのターンのあなたの最後の征服を試みる場合、征服先の地
域を選んだ後に増援部隊ダイスを振ることができる。ダイスの印1つは、トー
クン1枚として数える。
最低でもトークン1枚は必要：あなたの種族や特殊パワーの能力、増援部隊ダ
イスの目に関係なく、地域を征服するときは常に種族トークン1枚以上を使用
しなければならない。

  部隊の再配備：ターンの終了時に、防御のための自分の部隊を自由に再配
備できる。ただし各地域には1枚以上のトークンを残さなければならない。対
戦相手も、征服された地域から撤退した部隊を、まだ支配している地域へ再
配備できる。

3. 勝利コインの獲得 （p.7）
あなたのターン終了時、以下を行う。

あなたの種族トークン（アクティブ/衰退の両方）が支配している地域1つに
つき、勝利コイン1を獲得。
あなたの種族や特殊能力（通常アクティブ状態の物だけ）、伝説の地、アー
ティファクト等の恩恵による勝利コインを獲得。
陣営ボーナスによる勝利コインを獲得（通常、撃退した敵対陣営の種族1つ
につき勝利コイン1）。
自分がゲームで獲得した勝利コインの合計は、他のプレイヤーには秘密に
する。

II. その後のターン
新たな征服による拡大 （p.8）

  部隊の用意： 各地域に種族トークン1枚ずつを残し、それ以外すべての種族
トークンをあなたの手元へ戻す。もし望めば、このフェイズ中にいくつかの
地域（すべてでも可）に種族トークンを残さず放棄できる。しかし、その地域
に関連する勝利コインを失うことになる（最初の征服のルールを適用する目的
ですべて放棄することは可能）。

  征服：新たな地域（通常隣接しているか進入地域）を征服する。地域を征服
するルールを適用する（I.2を参照）。

または
衰退させる （p.8）

  あなたの種族バナーを裏返して、衰退面を見えるようにし、あなたの特殊
パワーバッジを（衰退時の恩恵がないかぎり）捨て札にする。

  各地域にある種族トークンは1枚だけ裏返して衰退面を上にし、残りすべて
を捨て札にする。

  すでにあなたがマップ上に衰退した種族トークンを置いている場合、その
トークンすべてを捨て、その種族バナーは種族バナーの山の一番下へ戻す。

  次のターンは、第1ターン（I.1を参照）のようにプレイをする。

上記どちらを実行しても、あなたのターン終了時に勝利コインを獲得できる
（I.3を参照）。

希望なる光の礼拝堂
あなたは攻撃されたときに種族トークンを失わない。

集合石
あなたは隣接していない侵入地域を征服するときに、種族トークン
＋1枚のコストを支払わない。

魂の回復者
再配備中、あなたはボーナスとして追加の種族トークンを1枚受け
取る（トレイの中に残っている場合に限る）。

久遠の聖泉
公開されたとき、このトークンを同じボードの海か湖の地域に移動
する（無い場合、新たな伝説の地トークンを1枚引きなおす）。ある
種族が自身のターンの終了時に、久遠の聖泉に隣接している地域を
他のどの種族よりも多く支配している場合、その種族はボーナス勝
利コイン2を受け取る。これは衰退種族であってもかまわない。

バトルグラウンド
あなたは陣営ボーナスを、種族につき2回ずつまで受けられる。あ
なたが支配する中立の種族は、そのターン中に一時的にアライアン
スかホードのいずれかの味方となることを選び、その陣営ボーナス
に加えて上記のバトルグラウンドのボーナスも受け取ることができ
る。

ダークポータル
ターン終了時にボーナス勝利コイン2を受け取る。

カラザン
あなたのターンの終了時に、カラザンのある地域の地形タイプと一
致する、あなたが支配している他の地域1つにつき、ボーナス勝利
コイン1を受け取る。

ドゥームハンマー
あなたのターン中1回、あなたは地域1つをトークン1個のみで
征服できるが、先にその地域の支配者に勝利コイン2を支払う
必要がある。

フロストモーン
あなたのターン中1回、あなたがいずれかの地域を征服する場
合、通常よりコストとしてのトークン数を2枚少なくすること
ができる。

アラールの灰
ターンに1回、あなたはボード上の任意の地域1つを、この地
域と隣接しているかのように征服できる。

アグラマーの神聖なる盾
あなたのターンの終了時、自分が支配するいずれかの地域にこ
の盾を置く。この地域は、相手があなたに勝利コイン2を支払
わないかぎり、すべてのパワーの影響を受けず、征服の試みを
行うこともできない。

アゼロスの心
あなたのターンの終了時、自分が支配するいずれかの地域にこ
のアーティファクトを置く。アゼロスの心に隣接する地域を1
つ以上アクティブな種族で支配している各相手は、あなたに勝
利コイン1を支払う義務がある。
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I. 第1ターン
1. 種族と特殊パワーの組み合わせを選ぶ（p.4）

組み合わせを1つ選び、選んだ組み合わせよりも上に残った各組み合わせに、
勝利コイン1を乗せる。
選んだ組み合わせと、その上にあれば、前のプレイヤーが乗せたコインを
受け取る。
あなたの種族バナーに表示されている数値と特殊パワーバッジに表示され
ている数値の合計枚数分のその種族トークンを受け取る。

2.地域を征服する （p.5）
  最初の征服：最初に征服する地域はどの島のものでもよいが、特に（種族や

特殊パワーにより）示されていないかぎり、進入地域（錨のアイコン）でなけれ
ばならない。

  すべての征服：征服する地域は（通常は）自分が支配する地域に隣接してい
る地域でなければならない。征服する際に、種族トークン2枚と、その地域に
いる敵の種族トークンやウィスプの壁トークンや勇者や砦や山岳地帯や獣1枚
につき＋1枚と、それが隣接していない進入地域である場合はさらに＋1枚が

必要になる。その地域に対戦相手がいる場合、その対戦相手はトークン1枚を
失い、ターン終了時まで残りのトークンすべてを撤退して自分の手元に戻す。

  最後の征服：そのターンのあなたの最後の征服を試みる場合、征服先の地
域を選んだ後に増援部隊ダイスを振ることができる。ダイスの印1つは、トー
クン1枚として数える。
最低でもトークン1枚は必要：あなたの種族や特殊パワーの能力、増援部隊ダ
イスの目に関係なく、地域を征服するときは常に種族トークン1枚以上を使用
しなければならない。

  部隊の再配備：ターンの終了時に、防御のための自分の部隊を自由に再配
備できる。ただし各地域には1枚以上のトークンを残さなければならない。対
戦相手も、征服された地域から撤退した部隊を、まだ支配している地域へ再
配備できる。

3. 勝利コインの獲得 （p.7）
あなたのターン終了時、以下を行う。

あなたの種族トークン（アクティブ/衰退の両方）が支配している地域1つに
つき、勝利コイン1を獲得。
あなたの種族や特殊能力（通常アクティブ状態の物だけ）、伝説の地、アー
ティファクト等の恩恵による勝利コインを獲得。
陣営ボーナスによる勝利コインを獲得（通常、撃退した敵対陣営の種族1つ
につき勝利コイン1）。
自分がゲームで獲得した勝利コインの合計は、他のプレイヤーには秘密に
する。

II. その後のターン
新たな征服による拡大 （p.8）

  部隊の用意： 各地域に種族トークン1枚ずつを残し、それ以外すべての種族
トークンをあなたの手元へ戻す。もし望めば、このフェイズ中にいくつかの
地域（すべてでも可）に種族トークンを残さず放棄できる。しかし、その地域
に関連する勝利コインを失うことになる（最初の征服のルールを適用する目的
ですべて放棄することは可能）。

  征服：新たな地域（通常隣接しているか進入地域）を征服する。地域を征服
するルールを適用する（I.2を参照）。

または
衰退させる （p.8）

  あなたの種族バナーを裏返して、衰退面を見えるようにし、あなたの特殊
パワーバッジを（衰退時の恩恵がないかぎり）捨て札にする。

  各地域にある種族トークンは1枚だけ裏返して衰退面を上にし、残りすべて
を捨て札にする。

  すでにあなたがマップ上に衰退した種族トークンを置いている場合、その
トークンすべてを捨て、その種族バナーは種族バナーの山の一番下へ戻す。

  次のターンは、第1ターン（I.1を参照）のようにプレイをする。

上記どちらを実行しても、あなたのターン終了時に勝利コインを獲得できる
（I.3を参照）。

希望なる光の礼拝堂
あなたは攻撃されたときに種族トークンを失わない。

集合石
あなたは隣接していない侵入地域を征服するときに、種族トークン
＋1枚のコストを支払わない。

魂の回復者
再配備中、あなたはボーナスとして追加の種族トークンを1枚受け
取る（トレイの中に残っている場合に限る）。

久遠の聖泉
公開されたとき、このトークンを同じボードの海か湖の地域に移動
する（無い場合、新たな伝説の地トークンを1枚引きなおす）。ある
種族が自身のターンの終了時に、久遠の聖泉に隣接している地域を
他のどの種族よりも多く支配している場合、その種族はボーナス勝
利コイン2を受け取る。これは衰退種族であってもかまわない。

バトルグラウンド
あなたは陣営ボーナスを、種族につき2回ずつまで受けられる。あ
なたが支配する中立の種族は、そのターン中に一時的にアライアン
スかホードのいずれかの味方となることを選び、その陣営ボーナス
に加えて上記のバトルグラウンドのボーナスも受け取ることができ
る。

ダークポータル
ターン終了時にボーナス勝利コイン2を受け取る。

カラザン
あなたのターンの終了時に、カラザンのある地域の地形タイプと一
致する、あなたが支配している他の地域1つにつき、ボーナス勝利
コイン1を受け取る。

ドゥームハンマー
あなたのターン中1回、あなたは地域1つをトークン1個のみで
征服できるが、先にその地域の支配者に勝利コイン2を支払う
必要がある。

フロストモーン
あなたのターン中1回、あなたがいずれかの地域を征服する場
合、通常よりコストとしてのトークン数を2枚少なくすること
ができる。

アラールの灰
ターンに1回、あなたはボード上の任意の地域1つを、この地
域と隣接しているかのように征服できる。

アグラマーの神聖なる盾
あなたのターンの終了時、自分が支配するいずれかの地域にこ
の盾を置く。この地域は、相手があなたに勝利コイン2を支払
わないかぎり、すべてのパワーの影響を受けず、征服の試みを
行うこともできない。

アゼロスの心
あなたのターンの終了時、自分が支配するいずれかの地域にこ
のアーティファクトを置く。アゼロスの心に隣接する地域を1
つ以上アクティブな種族で支配している各相手は、あなたに勝
利コイン1を支払う義務がある。
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  最初の征服：最初に征服する地域はどの島のものでもよいが、特に（種族や

特殊パワーにより）示されていないかぎり、進入地域（錨のアイコン）でなけれ
ばならない。

  すべての征服：征服する地域は（通常は）自分が支配する地域に隣接してい
る地域でなければならない。征服する際に、種族トークン2枚と、その地域に
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につき＋1枚と、それが隣接していない進入地域である場合はさらに＋1枚が

必要になる。その地域に対戦相手がいる場合、その対戦相手はトークン1枚を
失い、ターン終了時まで残りのトークンすべてを撤退して自分の手元に戻す。

  最後の征服：そのターンのあなたの最後の征服を試みる場合、征服先の地
域を選んだ後に増援部隊ダイスを振ることができる。ダイスの印1つは、トー
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イスの目に関係なく、地域を征服するときは常に種族トークン1枚以上を使用
しなければならない。

  部隊の再配備：ターンの終了時に、防御のための自分の部隊を自由に再配
備できる。ただし各地域には1枚以上のトークンを残さなければならない。対
戦相手も、征服された地域から撤退した部隊を、まだ支配している地域へ再
配備できる。

3. 勝利コインの獲得 （p.7）
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（I.3を参照）。

希望なる光の礼拝堂
あなたは攻撃されたときに種族トークンを失わない。

集合石
あなたは隣接していない侵入地域を征服するときに、種族トークン
＋1枚のコストを支払わない。

魂の回復者
再配備中、あなたはボーナスとして追加の種族トークンを1枚受け
取る（トレイの中に残っている場合に限る）。

久遠の聖泉
公開されたとき、このトークンを同じボードの海か湖の地域に移動
する（無い場合、新たな伝説の地トークンを1枚引きなおす）。ある
種族が自身のターンの終了時に、久遠の聖泉に隣接している地域を
他のどの種族よりも多く支配している場合、その種族はボーナス勝
利コイン2を受け取る。これは衰退種族であってもかまわない。

バトルグラウンド
あなたは陣営ボーナスを、種族につき2回ずつまで受けられる。あ
なたが支配する中立の種族は、そのターン中に一時的にアライアン
スかホードのいずれかの味方となることを選び、その陣営ボーナス
に加えて上記のバトルグラウンドのボーナスも受け取ることができ
る。

ダークポータル
ターン終了時にボーナス勝利コイン2を受け取る。

カラザン
あなたのターンの終了時に、カラザンのある地域の地形タイプと一
致する、あなたが支配している他の地域1つにつき、ボーナス勝利
コイン1を受け取る。

ドゥームハンマー
あなたのターン中1回、あなたは地域1つをトークン1個のみで
征服できるが、先にその地域の支配者に勝利コイン2を支払う
必要がある。

フロストモーン
あなたのターン中1回、あなたがいずれかの地域を征服する場
合、通常よりコストとしてのトークン数を2枚少なくすること
ができる。

アラールの灰
ターンに1回、あなたはボード上の任意の地域1つを、この地
域と隣接しているかのように征服できる。

アグラマーの神聖なる盾
あなたのターンの終了時、自分が支配するいずれかの地域にこ
の盾を置く。この地域は、相手があなたに勝利コイン2を支払
わないかぎり、すべてのパワーの影響を受けず、征服の試みを
行うこともできない。

アゼロスの心
あなたのターンの終了時、自分が支配するいずれかの地域にこ
のアーティファクトを置く。アゼロスの心に隣接する地域を1
つ以上アクティブな種族で支配している各相手は、あなたに勝
利コイン1を支払う義務がある。
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のアーティファクトを置く。アゼロスの心に隣接する地域を1
つ以上アクティブな種族で支配している各相手は、あなたに勝
利コイン1を支払う義務がある。
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進入地域

魔法

大洞窟

最近ビデオゲームをプレイしたプレイヤーが先手プレイヤーとなる。その後
ターンは時計回り順に進行する。ラウンドマーカーが、ラウンド表示表の最
後のスペースに到達すると、最後のラウンドとなる。勝利コインを最も多く
所持しているプレイヤー（同数の場合は、種族トークンを最も多く所持してい
る方）が、勝者となる。

I. 第1ターン
1. 種族と特殊パワーの組み合わせを選ぶ（p.4）

組み合わせを1つ選び、選んだ組み合わせよりも上に残った各組み合わせに、
勝利コイン1を乗せる。
選んだ組み合わせと、その上にあれば、前のプレイヤーが乗せたコインを
受け取る。
あなたの種族バナーに表示されている数値と特殊パワーバッジに表示され
ている数値の合計枚数分のその種族トークンを受け取る。

2.地域を征服する （p.5）
  最初の征服：最初に征服する地域はどの島のものでもよいが、特に（種族や

特殊パワーにより）示されていないかぎり、進入地域（錨のアイコン）でなけれ
ばならない。

  すべての征服：征服する地域は（通常は）自分が支配する地域に隣接してい
る地域でなければならない。征服する際に、種族トークン2枚と、その地域に
いる敵の種族トークンやウィスプの壁トークンや勇者や砦や山岳地帯や獣1枚
につき＋1枚と、それが隣接していない進入地域である場合はさらに＋1枚が

必要になる。その地域に対戦相手がいる場合、その対戦相手はトークン1枚を
失い、ターン終了時まで残りのトークンすべてを撤退して自分の手元に戻す。

  最後の征服：そのターンのあなたの最後の征服を試みる場合、征服先の地
域を選んだ後に増援部隊ダイスを振ることができる。ダイスの印1つは、トー
クン1枚として数える。
最低でもトークン1枚は必要：あなたの種族や特殊パワーの能力、増援部隊ダ
イスの目に関係なく、地域を征服するときは常に種族トークン1枚以上を使用
しなければならない。

  部隊の再配備：ターンの終了時に、防御のための自分の部隊を自由に再配
備できる。ただし各地域には1枚以上のトークンを残さなければならない。対
戦相手も、征服された地域から撤退した部隊を、まだ支配している地域へ再
配備できる。

3. 勝利コインの獲得 （p.7）
あなたのターン終了時、以下を行う。

あなたの種族トークン（アクティブ/衰退の両方）が支配している地域1つに
つき、勝利コイン1を獲得。
あなたの種族や特殊能力（通常アクティブ状態の物だけ）、伝説の地、アー
ティファクト等の恩恵による勝利コインを獲得。
陣営ボーナスによる勝利コインを獲得（通常、撃退した敵対陣営の種族1つ
につき勝利コイン1）。
自分がゲームで獲得した勝利コインの合計は、他のプレイヤーには秘密に
する。

II. その後のターン
新たな征服による拡大 （p.8）

  部隊の用意： 各地域に種族トークン1枚ずつを残し、それ以外すべての種族
トークンをあなたの手元へ戻す。もし望めば、このフェイズ中にいくつかの
地域（すべてでも可）に種族トークンを残さず放棄できる。しかし、その地域
に関連する勝利コインを失うことになる（最初の征服のルールを適用する目的
ですべて放棄することは可能）。

  征服：新たな地域（通常隣接しているか進入地域）を征服する。地域を征服
するルールを適用する（I.2を参照）。

または
衰退させる （p.8）

  あなたの種族バナーを裏返して、衰退面を見えるようにし、あなたの特殊
パワーバッジを（衰退時の恩恵がないかぎり）捨て札にする。

  各地域にある種族トークンは1枚だけ裏返して衰退面を上にし、残りすべて
を捨て札にする。

  すでにあなたがマップ上に衰退した種族トークンを置いている場合、その
トークンすべてを捨て、その種族バナーは種族バナーの山の一番下へ戻す。

  次のターンは、第1ターン（I.1を参照）のようにプレイをする。

上記どちらを実行しても、あなたのターン終了時に勝利コインを獲得できる
（I.3を参照）。

希望なる光の礼拝堂
あなたは攻撃されたときに種族トークンを失わない。

集合石
あなたは隣接していない侵入地域を征服するときに、種族トークン
＋1枚のコストを支払わない。

魂の回復者
再配備中、あなたはボーナスとして追加の種族トークンを1枚受け
取る（トレイの中に残っている場合に限る）。

久遠の聖泉
公開されたとき、このトークンを同じボードの海か湖の地域に移動
する（無い場合、新たな伝説の地トークンを1枚引きなおす）。ある
種族が自身のターンの終了時に、久遠の聖泉に隣接している地域を
他のどの種族よりも多く支配している場合、その種族はボーナス勝
利コイン2を受け取る。これは衰退種族であってもかまわない。

バトルグラウンド
あなたは陣営ボーナスを、種族につき2回ずつまで受けられる。あ
なたが支配する中立の種族は、そのターン中に一時的にアライアン
スかホードのいずれかの味方となることを選び、その陣営ボーナス
に加えて上記のバトルグラウンドのボーナスも受け取ることができ
る。

ダークポータル
ターン終了時にボーナス勝利コイン2を受け取る。

カラザン
あなたのターンの終了時に、カラザンのある地域の地形タイプと一
致する、あなたが支配している他の地域1つにつき、ボーナス勝利
コイン1を受け取る。

ドゥームハンマー
あなたのターン中1回、あなたは地域1つをトークン1個のみで
征服できるが、先にその地域の支配者に勝利コイン2を支払う
必要がある。

フロストモーン
あなたのターン中1回、あなたがいずれかの地域を征服する場
合、通常よりコストとしてのトークン数を2枚少なくすること
ができる。

アラールの灰
ターンに1回、あなたはボード上の任意の地域1つを、この地
域と隣接しているかのように征服できる。

アグラマーの神聖なる盾
あなたのターンの終了時、自分が支配するいずれかの地域にこ
の盾を置く。この地域は、相手があなたに勝利コイン2を支払
わないかぎり、すべてのパワーの影響を受けず、征服の試みを
行うこともできない。

アゼロスの心
あなたのターンの終了時、自分が支配するいずれかの地域にこ
のアーティファクトを置く。アゼロスの心に隣接する地域を1
つ以上アクティブな種族で支配している各相手は、あなたに勝
利コイン1を支払う義務がある。
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ドラナイ
各相手のターン中あなたが最初に（理由を問わず）
失う種族トークン1枚は、通常どおりに再配備さ
れる。それ以降は捨てられる。

ノーム
あなたの各ターンに1回、任意のボードの任意の
地域に空襲を仕掛け、そこを隣接しているかのよ
うに征服できる。さらに、その空襲の前に増援部
隊ダイスをふって、そこを征服するためのコスト
をその分下げる。

フォーセイクン
あなたがいずれかの種族トークン（アクティブでも
衰退でも）を1つ失わせるたび、再配備フェイズ中
に勝利コイン1を支払って追加のフォーセイクンの
種族トークンを1つ得ることがでる。

イセリアル
あなたの各ターンに1回、隣接する地域のアーティ
ファクト1つを自分の地域に移動して盗むか、また
は、伝説の地のある隣接する地域を征服する場合、
通常よりコストとしてのトークン数を2枚少なくする
ことができる（最低1枚は必要）。

ドワーフ
あなたが山岳地帯の地域を征服する場合、通常よ
りコストとしてのトークン数を2枚少なくするこ
とができる（最低1枚は必要）。

オーク
アライアンスが支配する地域を1つ征服するた
び、あなたはボーナス勝利コイン1を獲得する。
このパワーは通常の陣営ボーナスと累積する。

ブラッドエルフ
自分のターン終了時に占領している魔法の地域1つ
につき、ボーナス勝利コイン1を獲得する。

パンダレン
あなたの各ターンの終了時、そのターンにあなた
が攻撃しなかったアクティブな種族を所有する各
相手に調和トークンを1枚与える。調和トークンを
持つ相手は、あなたを攻撃する場合に勝利コイン2
をあなたに支払わなければならない。

トーレン
あなたは種族トークン2枚未満では地域を支配（あ
るいは征服）しない。衰退させる場合、あなたは各
地域にトークンを（1枚残す代わりに）2枚残します。

トロール
あなたが空いていない地域を征服する場合、通常
よりコストとしてのトークン数を1枚少なくするこ
とができる（最低1枚は必要）。

ウォーゲン
あなたの各ターンの開始時、あなたは人間の形態
（ただちにボーナス勝利コイン2を得る）かウォー
ゲンの形態（勝利コイン1を支払い、このターン
は任意の地域を通常より1枚少ないトークンで
征服できる）かを選ぶ。最低トークン1枚は必要。

ゴブリン
あなたのターンの終了時、相手のアクティブな種
族のいる隣接する各地域に爆弾を置ける。あなた
の次のターンの開始時、爆弾トークンが置かれて
いる地域がまだ占領されている場合、そのトーク
ンを公開する。爆発なら成功した征服として扱い、
不発なら効果は無い。いずれの場合も、その爆弾
トークンは箱に捨てる。地域が空いた場合、そこ
の爆弾トークンは山に戻す。

ナイトエルフ
あなたが森林の地域を征服する場合、通常よりコ
ストとしてのトークン数を1枚少なくすることが
できる（最低1枚は必要）。また、あなたの森の地
域にウィスプの壁トークン（防御＋1）を配置でき
る。ウィスプの壁は衰退の際もそのまま残るが、
その地域が征服されたり空いたりした場合には取
り除く。

ナーガ
あなたは海や湖の地域を征服できる。最初の征服
を海や湖に行ってもよい。ナーガは衰退しても海
や湖にそのまま残る。

コボルド
あなたは大洞窟の地域を隣接しているかのように
扱うことができる。あなたは最初の征服の際に大
洞窟の地域を侵入地域のように使用でき、旅コス
トとしての種族トークン＋1枚を支払わない。

ヒューマン
あなたの各ターンの終了時、アライアンスでない
地域2つまでに軍事目標トークンを置く。ホード
でないプレイヤー（貴方を含む）が軍事目標のある
地域を征服した場合、そのプレイヤーはボーナス
勝利コイン2を得る。その地域を征服したのがあ
なたでない場合、あなたのボーナス勝利コイン2
を得る。

勇者の
あなたのターン中に1回、任意の隣接地域1つを、そこにいる敵トークンの枚数や防御の状況に関係なく、勇者トー
クンをそこに置くことでコスト無しで征服できる。防御の際は勇者は種族トークン1枚に数える。勇者のいる地域が
征服された場合、種族トークンは捨てず、ただちに攻撃プレイヤーに1勝利コインを支払って勇者を回収し、通常の
種族トークンのように再配備する。

ビーストマスターの
あなたのターンの開始時、最初にすべての獣トークンを捨てる。その後、あなたが支配する丘の数に等しい獣トー
クンを手に入れる。このトークンは種族トークンとして扱う。獣トークンのある地域が征服された場合、損失分と
して獣トークンを1枚捨て、その他のトークンは通常どおりに再配備できる。

漁師の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる、海や湖に隣接する地域1つにつき、
ボーナス勝利コイン1を得る。

山岳育ちの
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる山岳地帯の地域1つにつき、ボーナス
勝利コイン1を得る。

守備隊の
あなたが占領している各地域に砦トークン
を1枚置く。砦はその地域の防御を＋1し、
衰退時も残る（最大で各地域に砦1枚、ゲー
ム全体で砦10枚）。

ポータルメイジの
あなたの各ターン中に2回まで、2つの魔法
の地域にあるすべてのトークン（山岳地帯
と伝説の地トークンを除く）を交換するこ
とができる。

薬草学者の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる丘の地域1つにつき、ボーナス勝利コ
イン1を得る。

レンジャーの
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる森林の地域1つにつき、ボーナス勝利
コイン1を得る。

鍛冶屋の
あなたが任意の地域を征服する場合、通常
よりコストとしてのトークン数を1枚少な
くすることができる（最低1枚は必要）。

探検家の
あなたのターン終了時、あなたがいずれか
の地域を支配しているゲームボード1つにつ
き、ボーナス勝利コイン1を受け取る。

バトルマスターの
あなたが空いていない地域を1つ征服する
たび、ボーナス勝利コイン1を得る。

激怒した
あなたが2枚以上の防御側の種族トークンが
ある地域を征服するたび、その防御側の種
族トークンの枚数に等しい勝利コインを得
る。

考古学者の
あなたのターン終了時に占領しているアー
ティファクトか伝説の地1つにつき、ボー
ナス勝利コイン1を獲得する。

守りの堅い
あなたの畑の地域のうち、隣接する地域を
より多く支配している各地域に監視塔トー
クンを1枚置く。監視塔トークンがある地域
はすべてのパワーの影響を受けず、征服の
試みを行うこともできない。

船乗りの
あなたがいずれかのボードの隣接していな
い進入地域を征服するとき、追加コストの
種族トークン＋1枚を支払わない。

威圧的な
あなたの各ターンに3回、隣にある空いて
地域1つの種族トークン1枚を、同じ種族が
支配している任意の地域に移動できる（他
にないかマーロックの種族トークンなら捨
てる）。

農家の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる畑の地域1つにつき、ボーナス勝利コ
イン1を得る。

採掘家の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる大洞窟の地域1つにつき、ボーナス勝
利コイン1を得る。

沼地棲みの
あなたが支配している沼の地域を相手が征
服する場合、あなたに勝利コイン1を支払
わなければならない。このパワーは、衰退
していてもアクティブである。

沼渡りの
あなたのターン終了時、あなたが占
領している沼の地域1つにつき、
ボーナス勝利コイン1を得る。
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ドラナイ
各相手のターン中あなたが最初に（理由を問わず）
失う種族トークン1枚は、通常どおりに再配備さ
れる。それ以降は捨てられる。

ノーム
あなたの各ターンに1回、任意のボードの任意の
地域に空襲を仕掛け、そこを隣接しているかのよ
うに征服できる。さらに、その空襲の前に増援部
隊ダイスをふって、そこを征服するためのコスト
をその分下げる。

フォーセイクン
あなたがいずれかの種族トークン（アクティブでも
衰退でも）を1つ失わせるたび、再配備フェイズ中
に勝利コイン1を支払って追加のフォーセイクンの
種族トークンを1つ得ることがでる。

イセリアル
あなたの各ターンに1回、隣接する地域のアーティ
ファクト1つを自分の地域に移動して盗むか、また
は、伝説の地のある隣接する地域を征服する場合、
通常よりコストとしてのトークン数を2枚少なくする
ことができる（最低1枚は必要）。

ドワーフ
あなたが山岳地帯の地域を征服する場合、通常よ
りコストとしてのトークン数を2枚少なくするこ
とができる（最低1枚は必要）。

オーク
アライアンスが支配する地域を1つ征服するた
び、あなたはボーナス勝利コイン1を獲得する。
このパワーは通常の陣営ボーナスと累積する。

ブラッドエルフ
自分のターン終了時に占領している魔法の地域1つ
につき、ボーナス勝利コイン1を獲得する。

パンダレン
あなたの各ターンの終了時、そのターンにあなた
が攻撃しなかったアクティブな種族を所有する各
相手に調和トークンを1枚与える。調和トークンを
持つ相手は、あなたを攻撃する場合に勝利コイン2
をあなたに支払わなければならない。

トーレン
あなたは種族トークン2枚未満では地域を支配（あ
るいは征服）しない。衰退させる場合、あなたは各
地域にトークンを（1枚残す代わりに）2枚残します。

トロール
あなたが空いていない地域を征服する場合、通常
よりコストとしてのトークン数を1枚少なくするこ
とができる（最低1枚は必要）。

ウォーゲン
あなたの各ターンの開始時、あなたは人間の形態
（ただちにボーナス勝利コイン2を得る）かウォー
ゲンの形態（勝利コイン1を支払い、このターン
は任意の地域を通常より1枚少ないトークンで
征服できる）かを選ぶ。最低トークン1枚は必要。

ゴブリン
あなたのターンの終了時、相手のアクティブな種
族のいる隣接する各地域に爆弾を置ける。あなた
の次のターンの開始時、爆弾トークンが置かれて
いる地域がまだ占領されている場合、そのトーク
ンを公開する。爆発なら成功した征服として扱い、
不発なら効果は無い。いずれの場合も、その爆弾
トークンは箱に捨てる。地域が空いた場合、そこ
の爆弾トークンは山に戻す。

ナイトエルフ
あなたが森林の地域を征服する場合、通常よりコ
ストとしてのトークン数を1枚少なくすることが
できる（最低1枚は必要）。また、あなたの森の地
域にウィスプの壁トークン（防御＋1）を配置でき
る。ウィスプの壁は衰退の際もそのまま残るが、
その地域が征服されたり空いたりした場合には取
り除く。

ナーガ
あなたは海や湖の地域を征服できる。最初の征服
を海や湖に行ってもよい。ナーガは衰退しても海
や湖にそのまま残る。

コボルド
あなたは大洞窟の地域を隣接しているかのように
扱うことができる。あなたは最初の征服の際に大
洞窟の地域を侵入地域のように使用でき、旅コス
トとしての種族トークン＋1枚を支払わない。

ヒューマン
あなたの各ターンの終了時、アライアンスでない
地域2つまでに軍事目標トークンを置く。ホード
でないプレイヤー（貴方を含む）が軍事目標のある
地域を征服した場合、そのプレイヤーはボーナス
勝利コイン2を得る。その地域を征服したのがあ
なたでない場合、あなたのボーナス勝利コイン2
を得る。

勇者の
あなたのターン中に1回、任意の隣接地域1つを、そこにいる敵トークンの枚数や防御の状況に関係なく、勇者トー
クンをそこに置くことでコスト無しで征服できる。防御の際は勇者は種族トークン1枚に数える。勇者のいる地域が
征服された場合、種族トークンは捨てず、ただちに攻撃プレイヤーに1勝利コインを支払って勇者を回収し、通常の
種族トークンのように再配備する。

ビーストマスターの
あなたのターンの開始時、最初にすべての獣トークンを捨てる。その後、あなたが支配する丘の数に等しい獣トー
クンを手に入れる。このトークンは種族トークンとして扱う。獣トークンのある地域が征服された場合、損失分と
して獣トークンを1枚捨て、その他のトークンは通常どおりに再配備できる。

漁師の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる、海や湖に隣接する地域1つにつき、
ボーナス勝利コイン1を得る。

山岳育ちの
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる山岳地帯の地域1つにつき、ボーナス
勝利コイン1を得る。

守備隊の
あなたが占領している各地域に砦トークン
を1枚置く。砦はその地域の防御を＋1し、
衰退時も残る（最大で各地域に砦1枚、ゲー
ム全体で砦10枚）。

ポータルメイジの
あなたの各ターン中に2回まで、2つの魔法
の地域にあるすべてのトークン（山岳地帯
と伝説の地トークンを除く）を交換するこ
とができる。

薬草学者の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる丘の地域1つにつき、ボーナス勝利コ
イン1を得る。

レンジャーの
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる森林の地域1つにつき、ボーナス勝利
コイン1を得る。

鍛冶屋の
あなたが任意の地域を征服する場合、通常
よりコストとしてのトークン数を1枚少な
くすることができる（最低1枚は必要）。

探検家の
あなたのターン終了時、あなたがいずれか
の地域を支配しているゲームボード1つにつ
き、ボーナス勝利コイン1を受け取る。

バトルマスターの
あなたが空いていない地域を1つ征服する
たび、ボーナス勝利コイン1を得る。

激怒した
あなたが2枚以上の防御側の種族トークンが
ある地域を征服するたび、その防御側の種
族トークンの枚数に等しい勝利コインを得
る。

考古学者の
あなたのターン終了時に占領しているアー
ティファクトか伝説の地1つにつき、ボー
ナス勝利コイン1を獲得する。

守りの堅い
あなたの畑の地域のうち、隣接する地域を
より多く支配している各地域に監視塔トー
クンを1枚置く。監視塔トークンがある地域
はすべてのパワーの影響を受けず、征服の
試みを行うこともできない。

船乗りの
あなたがいずれかのボードの隣接していな
い進入地域を征服するとき、追加コストの
種族トークン＋1枚を支払わない。

威圧的な
あなたの各ターンに3回、隣にある空いて
地域1つの種族トークン1枚を、同じ種族が
支配している任意の地域に移動できる（他
にないかマーロックの種族トークンなら捨
てる）。

農家の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる畑の地域1つにつき、ボーナス勝利コ
イン1を得る。

採掘家の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる大洞窟の地域1つにつき、ボーナス勝
利コイン1を得る。

沼地棲みの
あなたが支配している沼の地域を相手が征
服する場合、あなたに勝利コイン1を支払
わなければならない。このパワーは、衰退
していてもアクティブである。

沼渡りの
あなたのターン終了時、あなたが占
領している沼の地域1つにつき、
ボーナス勝利コイン1を得る。
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ドラナイ
各相手のターン中あなたが最初に（理由を問わず）
失う種族トークン1枚は、通常どおりに再配備さ
れる。それ以降は捨てられる。

ノーム
あなたの各ターンに1回、任意のボードの任意の
地域に空襲を仕掛け、そこを隣接しているかのよ
うに征服できる。さらに、その空襲の前に増援部
隊ダイスをふって、そこを征服するためのコスト
をその分下げる。

フォーセイクン
あなたがいずれかの種族トークン（アクティブでも
衰退でも）を1つ失わせるたび、再配備フェイズ中
に勝利コイン1を支払って追加のフォーセイクンの
種族トークンを1つ得ることがでる。

イセリアル
あなたの各ターンに1回、隣接する地域のアーティ
ファクト1つを自分の地域に移動して盗むか、また
は、伝説の地のある隣接する地域を征服する場合、
通常よりコストとしてのトークン数を2枚少なくする
ことができる（最低1枚は必要）。

ドワーフ
あなたが山岳地帯の地域を征服する場合、通常よ
りコストとしてのトークン数を2枚少なくするこ
とができる（最低1枚は必要）。

オーク
アライアンスが支配する地域を1つ征服するた
び、あなたはボーナス勝利コイン1を獲得する。
このパワーは通常の陣営ボーナスと累積する。

ブラッドエルフ
自分のターン終了時に占領している魔法の地域1つ
につき、ボーナス勝利コイン1を獲得する。

パンダレン
あなたの各ターンの終了時、そのターンにあなた
が攻撃しなかったアクティブな種族を所有する各
相手に調和トークンを1枚与える。調和トークンを
持つ相手は、あなたを攻撃する場合に勝利コイン2
をあなたに支払わなければならない。

トーレン
あなたは種族トークン2枚未満では地域を支配（あ
るいは征服）しない。衰退させる場合、あなたは各
地域にトークンを（1枚残す代わりに）2枚残します。

トロール
あなたが空いていない地域を征服する場合、通常
よりコストとしてのトークン数を1枚少なくするこ
とができる（最低1枚は必要）。

ウォーゲン
あなたの各ターンの開始時、あなたは人間の形態
（ただちにボーナス勝利コイン2を得る）かウォー
ゲンの形態（勝利コイン1を支払い、このターン
は任意の地域を通常より1枚少ないトークンで
征服できる）かを選ぶ。最低トークン1枚は必要。

ゴブリン
あなたのターンの終了時、相手のアクティブな種
族のいる隣接する各地域に爆弾を置ける。あなた
の次のターンの開始時、爆弾トークンが置かれて
いる地域がまだ占領されている場合、そのトーク
ンを公開する。爆発なら成功した征服として扱い、
不発なら効果は無い。いずれの場合も、その爆弾
トークンは箱に捨てる。地域が空いた場合、そこ
の爆弾トークンは山に戻す。

ナイトエルフ
あなたが森林の地域を征服する場合、通常よりコ
ストとしてのトークン数を1枚少なくすることが
できる（最低1枚は必要）。また、あなたの森の地
域にウィスプの壁トークン（防御＋1）を配置でき
る。ウィスプの壁は衰退の際もそのまま残るが、
その地域が征服されたり空いたりした場合には取
り除く。

ナーガ
あなたは海や湖の地域を征服できる。最初の征服
を海や湖に行ってもよい。ナーガは衰退しても海
や湖にそのまま残る。

コボルド
あなたは大洞窟の地域を隣接しているかのように
扱うことができる。あなたは最初の征服の際に大
洞窟の地域を侵入地域のように使用でき、旅コス
トとしての種族トークン＋1枚を支払わない。

ヒューマン
あなたの各ターンの終了時、アライアンスでない
地域2つまでに軍事目標トークンを置く。ホード
でないプレイヤー（貴方を含む）が軍事目標のある
地域を征服した場合、そのプレイヤーはボーナス
勝利コイン2を得る。その地域を征服したのがあ
なたでない場合、あなたのボーナス勝利コイン2
を得る。

勇者の
あなたのターン中に1回、任意の隣接地域1つを、そこにいる敵トークンの枚数や防御の状況に関係なく、勇者トー
クンをそこに置くことでコスト無しで征服できる。防御の際は勇者は種族トークン1枚に数える。勇者のいる地域が
征服された場合、種族トークンは捨てず、ただちに攻撃プレイヤーに1勝利コインを支払って勇者を回収し、通常の
種族トークンのように再配備する。

ビーストマスターの
あなたのターンの開始時、最初にすべての獣トークンを捨てる。その後、あなたが支配する丘の数に等しい獣トー
クンを手に入れる。このトークンは種族トークンとして扱う。獣トークンのある地域が征服された場合、損失分と
して獣トークンを1枚捨て、その他のトークンは通常どおりに再配備できる。

漁師の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる、海や湖に隣接する地域1つにつき、
ボーナス勝利コイン1を得る。

山岳育ちの
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる山岳地帯の地域1つにつき、ボーナス
勝利コイン1を得る。

守備隊の
あなたが占領している各地域に砦トークン
を1枚置く。砦はその地域の防御を＋1し、
衰退時も残る（最大で各地域に砦1枚、ゲー
ム全体で砦10枚）。

ポータルメイジの
あなたの各ターン中に2回まで、2つの魔法
の地域にあるすべてのトークン（山岳地帯
と伝説の地トークンを除く）を交換するこ
とができる。

薬草学者の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる丘の地域1つにつき、ボーナス勝利コ
イン1を得る。

レンジャーの
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる森林の地域1つにつき、ボーナス勝利
コイン1を得る。

鍛冶屋の
あなたが任意の地域を征服する場合、通常
よりコストとしてのトークン数を1枚少な
くすることができる（最低1枚は必要）。

探検家の
あなたのターン終了時、あなたがいずれか
の地域を支配しているゲームボード1つにつ
き、ボーナス勝利コイン1を受け取る。

バトルマスターの
あなたが空いていない地域を1つ征服する
たび、ボーナス勝利コイン1を得る。

激怒した
あなたが2枚以上の防御側の種族トークンが
ある地域を征服するたび、その防御側の種
族トークンの枚数に等しい勝利コインを得
る。

考古学者の
あなたのターン終了時に占領しているアー
ティファクトか伝説の地1つにつき、ボー
ナス勝利コイン1を獲得する。

守りの堅い
あなたの畑の地域のうち、隣接する地域を
より多く支配している各地域に監視塔トー
クンを1枚置く。監視塔トークンがある地域
はすべてのパワーの影響を受けず、征服の
試みを行うこともできない。

船乗りの
あなたがいずれかのボードの隣接していな
い進入地域を征服するとき、追加コストの
種族トークン＋1枚を支払わない。

威圧的な
あなたの各ターンに3回、隣にある空いて
地域1つの種族トークン1枚を、同じ種族が
支配している任意の地域に移動できる（他
にないかマーロックの種族トークンなら捨
てる）。

農家の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる畑の地域1つにつき、ボーナス勝利コ
イン1を得る。

採掘家の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる大洞窟の地域1つにつき、ボーナス勝
利コイン1を得る。

沼地棲みの
あなたが支配している沼の地域を相手が征
服する場合、あなたに勝利コイン1を支払
わなければならない。このパワーは、衰退
していてもアクティブである。

沼渡りの
あなたのターン終了時、あなたが占
領している沼の地域1つにつき、
ボーナス勝利コイン1を得る。
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ドラナイ
各相手のターン中あなたが最初に（理由を問わず）
失う種族トークン1枚は、通常どおりに再配備さ
れる。それ以降は捨てられる。

ノーム
あなたの各ターンに1回、任意のボードの任意の
地域に空襲を仕掛け、そこを隣接しているかのよ
うに征服できる。さらに、その空襲の前に増援部
隊ダイスをふって、そこを征服するためのコスト
をその分下げる。

フォーセイクン
あなたがいずれかの種族トークン（アクティブでも
衰退でも）を1つ失わせるたび、再配備フェイズ中
に勝利コイン1を支払って追加のフォーセイクンの
種族トークンを1つ得ることがでる。

イセリアル
あなたの各ターンに1回、隣接する地域のアーティ
ファクト1つを自分の地域に移動して盗むか、また
は、伝説の地のある隣接する地域を征服する場合、
通常よりコストとしてのトークン数を2枚少なくする
ことができる（最低1枚は必要）。

ドワーフ
あなたが山岳地帯の地域を征服する場合、通常よ
りコストとしてのトークン数を2枚少なくするこ
とができる（最低1枚は必要）。

オーク
アライアンスが支配する地域を1つ征服するた
び、あなたはボーナス勝利コイン1を獲得する。
このパワーは通常の陣営ボーナスと累積する。

ブラッドエルフ
自分のターン終了時に占領している魔法の地域1つ
につき、ボーナス勝利コイン1を獲得する。

パンダレン
あなたの各ターンの終了時、そのターンにあなた
が攻撃しなかったアクティブな種族を所有する各
相手に調和トークンを1枚与える。調和トークンを
持つ相手は、あなたを攻撃する場合に勝利コイン2
をあなたに支払わなければならない。

トーレン
あなたは種族トークン2枚未満では地域を支配（あ
るいは征服）しない。衰退させる場合、あなたは各
地域にトークンを（1枚残す代わりに）2枚残します。

トロール
あなたが空いていない地域を征服する場合、通常
よりコストとしてのトークン数を1枚少なくするこ
とができる（最低1枚は必要）。

ウォーゲン
あなたの各ターンの開始時、あなたは人間の形態
（ただちにボーナス勝利コイン2を得る）かウォー
ゲンの形態（勝利コイン1を支払い、このターン
は任意の地域を通常より1枚少ないトークンで
征服できる）かを選ぶ。最低トークン1枚は必要。

ゴブリン
あなたのターンの終了時、相手のアクティブな種
族のいる隣接する各地域に爆弾を置ける。あなた
の次のターンの開始時、爆弾トークンが置かれて
いる地域がまだ占領されている場合、そのトーク
ンを公開する。爆発なら成功した征服として扱い、
不発なら効果は無い。いずれの場合も、その爆弾
トークンは箱に捨てる。地域が空いた場合、そこ
の爆弾トークンは山に戻す。

ナイトエルフ
あなたが森林の地域を征服する場合、通常よりコ
ストとしてのトークン数を1枚少なくすることが
できる（最低1枚は必要）。また、あなたの森の地
域にウィスプの壁トークン（防御＋1）を配置でき
る。ウィスプの壁は衰退の際もそのまま残るが、
その地域が征服されたり空いたりした場合には取
り除く。

ナーガ
あなたは海や湖の地域を征服できる。最初の征服
を海や湖に行ってもよい。ナーガは衰退しても海
や湖にそのまま残る。

コボルド
あなたは大洞窟の地域を隣接しているかのように
扱うことができる。あなたは最初の征服の際に大
洞窟の地域を侵入地域のように使用でき、旅コス
トとしての種族トークン＋1枚を支払わない。

ヒューマン
あなたの各ターンの終了時、アライアンスでない
地域2つまでに軍事目標トークンを置く。ホード
でないプレイヤー（貴方を含む）が軍事目標のある
地域を征服した場合、そのプレイヤーはボーナス
勝利コイン2を得る。その地域を征服したのがあ
なたでない場合、あなたのボーナス勝利コイン2
を得る。

勇者の
あなたのターン中に1回、任意の隣接地域1つを、そこにいる敵トークンの枚数や防御の状況に関係なく、勇者トー
クンをそこに置くことでコスト無しで征服できる。防御の際は勇者は種族トークン1枚に数える。勇者のいる地域が
征服された場合、種族トークンは捨てず、ただちに攻撃プレイヤーに1勝利コインを支払って勇者を回収し、通常の
種族トークンのように再配備する。

ビーストマスターの
あなたのターンの開始時、最初にすべての獣トークンを捨てる。その後、あなたが支配する丘の数に等しい獣トー
クンを手に入れる。このトークンは種族トークンとして扱う。獣トークンのある地域が征服された場合、損失分と
して獣トークンを1枚捨て、その他のトークンは通常どおりに再配備できる。

漁師の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる、海や湖に隣接する地域1つにつき、
ボーナス勝利コイン1を得る。

山岳育ちの
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる山岳地帯の地域1つにつき、ボーナス
勝利コイン1を得る。

守備隊の
あなたが占領している各地域に砦トークン
を1枚置く。砦はその地域の防御を＋1し、
衰退時も残る（最大で各地域に砦1枚、ゲー
ム全体で砦10枚）。

ポータルメイジの
あなたの各ターン中に2回まで、2つの魔法
の地域にあるすべてのトークン（山岳地帯
と伝説の地トークンを除く）を交換するこ
とができる。

薬草学者の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる丘の地域1つにつき、ボーナス勝利コ
イン1を得る。

レンジャーの
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる森林の地域1つにつき、ボーナス勝利
コイン1を得る。

鍛冶屋の
あなたが任意の地域を征服する場合、通常
よりコストとしてのトークン数を1枚少な
くすることができる（最低1枚は必要）。

探検家の
あなたのターン終了時、あなたがいずれか
の地域を支配しているゲームボード1つにつ
き、ボーナス勝利コイン1を受け取る。

バトルマスターの
あなたが空いていない地域を1つ征服する
たび、ボーナス勝利コイン1を得る。

激怒した
あなたが2枚以上の防御側の種族トークンが
ある地域を征服するたび、その防御側の種
族トークンの枚数に等しい勝利コインを得
る。

考古学者の
あなたのターン終了時に占領しているアー
ティファクトか伝説の地1つにつき、ボー
ナス勝利コイン1を獲得する。

守りの堅い
あなたの畑の地域のうち、隣接する地域を
より多く支配している各地域に監視塔トー
クンを1枚置く。監視塔トークンがある地域
はすべてのパワーの影響を受けず、征服の
試みを行うこともできない。

船乗りの
あなたがいずれかのボードの隣接していな
い進入地域を征服するとき、追加コストの
種族トークン＋1枚を支払わない。

威圧的な
あなたの各ターンに3回、隣にある空いて
地域1つの種族トークン1枚を、同じ種族が
支配している任意の地域に移動できる（他
にないかマーロックの種族トークンなら捨
てる）。

農家の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる畑の地域1つにつき、ボーナス勝利コ
イン1を得る。

採掘家の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる大洞窟の地域1つにつき、ボーナス勝
利コイン1を得る。

沼地棲みの
あなたが支配している沼の地域を相手が征
服する場合、あなたに勝利コイン1を支払
わなければならない。このパワーは、衰退
していてもアクティブである。

沼渡りの
あなたのターン終了時、あなたが占
領している沼の地域1つにつき、
ボーナス勝利コイン1を得る。

901301-SWoW-Helper-JP-22032021.indd   2 2021/03/22   16:13

ドラナイ
各相手のターン中あなたが最初に（理由を問わず）
失う種族トークン1枚は、通常どおりに再配備さ
れる。それ以降は捨てられる。

ノーム
あなたの各ターンに1回、任意のボードの任意の
地域に空襲を仕掛け、そこを隣接しているかのよ
うに征服できる。さらに、その空襲の前に増援部
隊ダイスをふって、そこを征服するためのコスト
をその分下げる。

フォーセイクン
あなたがいずれかの種族トークン（アクティブでも
衰退でも）を1つ失わせるたび、再配備フェイズ中
に勝利コイン1を支払って追加のフォーセイクンの
種族トークンを1つ得ることがでる。

イセリアル
あなたの各ターンに1回、隣接する地域のアーティ
ファクト1つを自分の地域に移動して盗むか、また
は、伝説の地のある隣接する地域を征服する場合、
通常よりコストとしてのトークン数を2枚少なくする
ことができる（最低1枚は必要）。

ドワーフ
あなたが山岳地帯の地域を征服する場合、通常よ
りコストとしてのトークン数を2枚少なくするこ
とができる（最低1枚は必要）。

オーク
アライアンスが支配する地域を1つ征服するた
び、あなたはボーナス勝利コイン1を獲得する。
このパワーは通常の陣営ボーナスと累積する。

ブラッドエルフ
自分のターン終了時に占領している魔法の地域1つ
につき、ボーナス勝利コイン1を獲得する。

パンダレン
あなたの各ターンの終了時、そのターンにあなた
が攻撃しなかったアクティブな種族を所有する各
相手に調和トークンを1枚与える。調和トークンを
持つ相手は、あなたを攻撃する場合に勝利コイン2
をあなたに支払わなければならない。

トーレン
あなたは種族トークン2枚未満では地域を支配（あ
るいは征服）しない。衰退させる場合、あなたは各
地域にトークンを（1枚残す代わりに）2枚残します。

トロール
あなたが空いていない地域を征服する場合、通常
よりコストとしてのトークン数を1枚少なくするこ
とができる（最低1枚は必要）。

ウォーゲン
あなたの各ターンの開始時、あなたは人間の形態
（ただちにボーナス勝利コイン2を得る）かウォー
ゲンの形態（勝利コイン1を支払い、このターン
は任意の地域を通常より1枚少ないトークンで
征服できる）かを選ぶ。最低トークン1枚は必要。

ゴブリン
あなたのターンの終了時、相手のアクティブな種
族のいる隣接する各地域に爆弾を置ける。あなた
の次のターンの開始時、爆弾トークンが置かれて
いる地域がまだ占領されている場合、そのトーク
ンを公開する。爆発なら成功した征服として扱い、
不発なら効果は無い。いずれの場合も、その爆弾
トークンは箱に捨てる。地域が空いた場合、そこ
の爆弾トークンは山に戻す。

ナイトエルフ
あなたが森林の地域を征服する場合、通常よりコ
ストとしてのトークン数を1枚少なくすることが
できる（最低1枚は必要）。また、あなたの森の地
域にウィスプの壁トークン（防御＋1）を配置でき
る。ウィスプの壁は衰退の際もそのまま残るが、
その地域が征服されたり空いたりした場合には取
り除く。

ナーガ
あなたは海や湖の地域を征服できる。最初の征服
を海や湖に行ってもよい。ナーガは衰退しても海
や湖にそのまま残る。

コボルド
あなたは大洞窟の地域を隣接しているかのように
扱うことができる。あなたは最初の征服の際に大
洞窟の地域を侵入地域のように使用でき、旅コス
トとしての種族トークン＋1枚を支払わない。

ヒューマン
あなたの各ターンの終了時、アライアンスでない
地域2つまでに軍事目標トークンを置く。ホード
でないプレイヤー（貴方を含む）が軍事目標のある
地域を征服した場合、そのプレイヤーはボーナス
勝利コイン2を得る。その地域を征服したのがあ
なたでない場合、あなたのボーナス勝利コイン2
を得る。

勇者の
あなたのターン中に1回、任意の隣接地域1つを、そこにいる敵トークンの枚数や防御の状況に関係なく、勇者トー
クンをそこに置くことでコスト無しで征服できる。防御の際は勇者は種族トークン1枚に数える。勇者のいる地域が
征服された場合、種族トークンは捨てず、ただちに攻撃プレイヤーに1勝利コインを支払って勇者を回収し、通常の
種族トークンのように再配備する。

ビーストマスターの
あなたのターンの開始時、最初にすべての獣トークンを捨てる。その後、あなたが支配する丘の数に等しい獣トー
クンを手に入れる。このトークンは種族トークンとして扱う。獣トークンのある地域が征服された場合、損失分と
して獣トークンを1枚捨て、その他のトークンは通常どおりに再配備できる。

漁師の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる、海や湖に隣接する地域1つにつき、
ボーナス勝利コイン1を得る。

山岳育ちの
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる山岳地帯の地域1つにつき、ボーナス
勝利コイン1を得る。

守備隊の
あなたが占領している各地域に砦トークン
を1枚置く。砦はその地域の防御を＋1し、
衰退時も残る（最大で各地域に砦1枚、ゲー
ム全体で砦10枚）。

ポータルメイジの
あなたの各ターン中に2回まで、2つの魔法
の地域にあるすべてのトークン（山岳地帯
と伝説の地トークンを除く）を交換するこ
とができる。

薬草学者の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる丘の地域1つにつき、ボーナス勝利コ
イン1を得る。

レンジャーの
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる森林の地域1つにつき、ボーナス勝利
コイン1を得る。

鍛冶屋の
あなたが任意の地域を征服する場合、通常
よりコストとしてのトークン数を1枚少な
くすることができる（最低1枚は必要）。

探検家の
あなたのターン終了時、あなたがいずれか
の地域を支配しているゲームボード1つにつ
き、ボーナス勝利コイン1を受け取る。

バトルマスターの
あなたが空いていない地域を1つ征服する
たび、ボーナス勝利コイン1を得る。

激怒した
あなたが2枚以上の防御側の種族トークンが
ある地域を征服するたび、その防御側の種
族トークンの枚数に等しい勝利コインを得
る。

考古学者の
あなたのターン終了時に占領しているアー
ティファクトか伝説の地1つにつき、ボー
ナス勝利コイン1を獲得する。

守りの堅い
あなたの畑の地域のうち、隣接する地域を
より多く支配している各地域に監視塔トー
クンを1枚置く。監視塔トークンがある地域
はすべてのパワーの影響を受けず、征服の
試みを行うこともできない。

船乗りの
あなたがいずれかのボードの隣接していな
い進入地域を征服するとき、追加コストの
種族トークン＋1枚を支払わない。

威圧的な
あなたの各ターンに3回、隣にある空いて
地域1つの種族トークン1枚を、同じ種族が
支配している任意の地域に移動できる（他
にないかマーロックの種族トークンなら捨
てる）。

農家の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる畑の地域1つにつき、ボーナス勝利コ
イン1を得る。

採掘家の
あなたのターン終了時、あなたが占領して
いる大洞窟の地域1つにつき、ボーナス勝
利コイン1を得る。

沼地棲みの
あなたが支配している沼の地域を相手が征
服する場合、あなたに勝利コイン1を支払
わなければならない。このパワーは、衰退
していてもアクティブである。

沼渡りの
あなたのターン終了時、あなたが占
領している沼の地域1つにつき、
ボーナス勝利コイン1を得る。
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