
Evil High Priest(邪悪な最高司祭、名状しがたき邪神のしもべ)サマリー

●セットアップ
(1) カルト・ボード①を選びなさい、他のカルト・ボードをボックスに返しなさい。

(2) テーブルにカルト・ボード、街ボード②と儀式ボード③(裏返して置く)を置きなさい。

(3) カルト・ボード①のエルダー・サインのアイコンを持つスペースに、13 個のエルダー・サイン・トークンを表返

して(「粉砕」の側の裏)に置きなさい。

(4) 必要がある場合、カルト・ボード上の要求に応じてあらゆるセットアップの指示に従いなさい。

(5) 部屋デッキをシャッフルし、カード表示ボード④の左の引き札のスペースに左側に裏返して置きなさい。

(6) 上から 3 枚のカードを引き、ボードの上のそのスペースの上に表返してそれらを配置しなさい。

ゲームの間、デッキが尽きた場合、新しいデッキを作るために、その捨て札の山をシャッフルしなさい。

(7) あなたが基本のモンスター・カード・デッキを使用する場合、テーブル上のどこかにそれを置きなさい。あな

たがエクスパンションを使っている場合、基本の Deep One カードの 1 枚を含めて、全てのユニークのモンス

ター・カードをひとまとめにしてシャッフルしなさい。

(8) 全ての探索者カードをひとまとめにしてシャッフルしなさい。上記と同じ方法でこのデッキを置きなさい。その

代わりに、あなたはテーブルの上のどこにでもデッキと表にしたカードを置くことができる。

(9) 各プレイヤーは自分の司祭ボード⑤と聖域ボード⑥を表にして置き、襲撃マーカー⑦を取り、自分の聖域

ボードの襲撃戦力トラックの 0 のスペースの上に置く。

(10) 各プレイヤーは色を選び、その色の司祭(大型のミープル)と 6 個の助祭を受け取る。

(11) 各プレイヤーは自分の司祭と 2 個の助祭を自分の司祭ボード上の信者プール⑧に置き、残りの 4 個の助

祭を聖域ボードの療養所⑨のスペースに置く。

(12) 司祭デッキをシャッフルしなさい。

(13) 各プレイヤーは、1 枚のカードを引き、それを自分の司祭ボード上の司祭のスペース⑩に表を向けて置く。

ボックスに残りの司祭カードを戻しなさい。

(14) 第一プレイヤーを選び、そのプレイヤーに第一プレイヤー・マーカー⑪を与える。

(15) ターンの順(第一プレイヤーから始めて、時計回りに)において、各プレイヤーは自分の順序の数に等しい

開始時の宝を取る：すなわち。第 1 プレイヤーは 1 個の宝、第二プレイヤーは 2 個の宝を得るなどである。あな

たの聖域ボード上ので公開の資源スペースに開始時の宝を貯めておくこと。タイプごとに宝、血、魔法、呪文書

トークンを分類しておくこと⑫。



●ゲームをプレイする
◎アクション・フェーズ 

1. 信者を置く

最初のプレイヤーは、自分の信者プールから 1 個の信者(自分の司祭か助祭のうちの 1 個）を選び、それを司

祭ボード、街ボード、儀式ボードまたはカルト・ボードの上の利用可能なアクション・スペースに置くことによって

自分のターンを行う。

そして、赤の破線によって囲まれた資源のコスト(いくつかのスペースにはコストがない)を支払い、青で囲まれ

た何らかの報酬を獲得し、スペース上の他の何らかの指示も実行することによって、そのスペースを活性化す

る。

以降、他のプレイヤーは、時計回りの順で、それぞれが同じ方法で自分の信者の一つを置くことで自分のター

ンを行う。

全てのプレイヤーが全ての自分の信者を置くまで、時計回りの順序で、交替でこれを継続すること。

一度にあるスペースをただ 1 個の信者だけが占めることが可能で(信者が隠密行動をとった場合を除く)、あな

たの司祭のみが自分の司祭ボード上で司祭のみのアクション・スペースを使ってもよい。

あなたが利用できる信者が尽きた時、全ての他のプレイヤーがまた自分の信者が尽きるまで、あなたのターン

をスキップしなさい。

あなたがどうにかして新しく利用できる信者を受け取った場合、あなたはアクション・フェーズに再参加して、あ

なたのターンの時に、その新しい信者を置くことができる。

2. 隠密行動スペースを活性化する

アクション・フェーズの終了時に、街ボードの隠密行動スペースに置かれた信者は、いずれかの町スペース(プ

ロヴィデンスを除く)に移動し(たとえそのスペースが 1 個以上の信者によって占められていても)、通常通りその

スペースを活性化してもよい。

配置の順序が問題である場合、各プレイヤーは、ターン順に、自分の隠密行動をとるすべての信者を自分の

望む順番で配置する。

◎準備フェーズ

ターン順にそれぞれのステップを完了しなさい(最初のプレイヤーから始めて、時計回りに行う)：

1. 儀式ボード・スペース上の信者は、儀式の次のスペースへ進む。

その信者を保有するプレイヤーは、新しいスペースにおいて何らかの報酬を受け取る。

信者がすでに儀式の最後のスペース上にいる場合、その保有プレイヤーの信者プールにそれを返しなさい。

2. 全ての信者をその現在の位置から取り除き、保有プレイヤーの信者プールにそれらを返す。

儀式を進行中の信者、療養所のスペースの信者、モンスターによって拘束されている信者は、それらがいると

ころに留まる。

3. 準備フェーズの間に誘発されるモンスター・カードの能力を持つプレイヤーは、この時点でそれを活性化する。

4. プレイヤーは、自分の部屋と自分の公開の資源スペースの間で自分の資源を再配置してもよい。

この時点で、新しいアクション・フェーズの新しいラウンドを開始しなさい。

●コストと報酬

コストを払うためには、あなたの聖域ボード上のあなたの部屋カードや公開の資源スペースから資源を取り、サ

プライにそれらを返すこと。

あなたが助祭を生贄にしなければならない場合、あなたの脱走スペースか療養所のスペース(あなたは、儀式

ボードからそれらを取ることさえできる）を除いて、どこかからそれらを取り、あなたの療養所にそれらを置く。

あなたは、スペースのコストを支払うために、アクション・スペースを誘発した信者を使用することができない。

報酬を受け取るには、サプライから資源を取り、あなたの聖域ボード上の自分の部屋カードや公開の資源ス

ペースに置くこと。

あなたが助祭を得る時には、自分の療養所(そこに何もない場合、あなたは何も得ない)から助祭を取り、あな

たの脱走スペースに彼らを置きなさい。



●司祭ボード

司祭の能力①：あなたのユニークな司祭の能力を使うために、あなたの司祭の信者(のみ)をここに置く。あなた

は、ゲームにつき 1 回だけ、この能力を使うことができる。カードを裏返すか、使用の後にそれを捨てなさい。

モンスターの召喚②：あなたの司祭の信者(のみ)をここに置き、あなたの聖域ボードの療養所のスペースに 1

個の助祭を送り、モンスター・カードを選ぶ。

最初の探索者の襲撃が解決された後にのみ、あなたはこのアクション・スペースを使うことができる。そして、あ

なたが自分の隠れ家のいずれにもモンスターを持つ場合、あなたはそれを使用することができない。

助祭の救出③：あなたの司祭の信者(のみ)を置き、2 個の宝と 2 個の血を支払って自分の聖域ボードの療養所

のスペースから司祭ボードの脱走スペースへと動かされる。

詠唱④：あなたの司祭の信者(のみ)を置き、3 枚の表になっている部屋カードから一つの部屋を選び、それをあ

なたの聖域ボード上のスペースに置く。

あなたの聖域の七つの部屋スペースにカードが置かれている場合、あなたは依然として自分の資源を再配置

することが可能で、あなたはまた、自分の部屋カードのうちの１枚を新しい１枚で置き換えることができる。

脱走⑤：このスペースに療養所から救出された助祭を置いておく。あなたの司祭は、ここに置かれることがない。

脱走スペース上の助祭は、アクションを行うこと、探索者の襲撃をブロックすること、他の方法で使用することが

できない。あなたはまた、1 個の宝をかせぐためのアクションとして 1 個の助祭をここに置くこともできる。

準備フェーズの間、あなたの信者プールに脱走スペース上の全ての助祭を戻しなさい。

信者プール⑥：これは、アクション・フェーズの間、配置のために利用可能な全ての信者を待機させておくところ

である。

モンスターのすみか⑦：あなたがモンスター・カードを得る時、役に立つ効果、資源、その他の利点を得るため

に、それをあなたの空のすみかのうちの一つに置きなさい。

全ての三つのモンスターのすみかが満たされている場合、すみかが空くまで、あなたは他のものを引いたり、

獲得したりすることができない。

あなたが探索者の襲撃に対して防御するためにモンスターを使う時、それを捨てなさい。



●聖域ボード
襲撃戦力トラック①：このトラックは、探索者襲撃の間、あなたの個人的な襲撃戦力の値を記録する。

公開された資源②：あなたが部屋カード上に保存することができないあらゆる資源をここに置きなさい。

聖域スペース③：あなたの部屋カードをこれらのスペースに置きなさい。

空のスペースは、いかなる資源を保持することができず、いかなる防御も提供することができず、襲撃の間、ス

キップされる。

療養所④：全ての生贄に捧げられた助祭(すなわちコストを支払うのに用いられた)、また能力、モンスター、探

索者の襲撃のために失われた助祭は療養所に行く。あなたの司祭はここに送られることはない。

療養所は最大で 4 個の助祭を待機させることができる。余分は、あなたの司祭ボードの脱走スペースに行く。

あなたが報酬としての信者を得る時には、信者をあなたの療養所から受け取り、それをあなたの司祭ボードの

脱走のスペースに置く。

部屋⑤：あなたが部屋カードを得る時には、３枚の表にされた利用可能な部屋カードから１枚を選んで、それを

いずれかの空の聖域スペースに置く。その後、あなたはデッキから新しいカードを引きそれで補充しておく(表返

して置く)。

あなたは、部屋カードの制限に従って、全てのあなたの部屋とあなたの公開の資源スペースの中であなたの資

源の全てを再配置してもよい。部屋から超過したものは、あなたの公開の資源スペースに置きなさい。

全ての 7 個の聖域スペースが部屋カードによって占められている場合にのみ、あなたは既存の部屋を置き換

えることができる(その時に、あなたは全てのあなたの資源を再配置することができる)。

あなたは、いつでも、同じスペースにある同じタイプの 3 個の資源トークンを、それらの資源の 3 個を表現する 1

個のトークンと両替してもよい。逆のことも同様にいつでも行える。一つの部屋を占める時、3 個の資源を表現

する 1 個のトークンは 3 個の別々の資源として数えられる。

探索者の襲撃は常にあなたの公開の資源エリアを攻撃することから始まる。その後、盾の上の矢印に従って、

部屋ごとにあなたの聖域へと移動する。

それぞれの部屋カードは、三つの特徴を持つ：

防御：この部屋は探索者の襲撃をどれだけ弱めるか。

資源：この部屋が保持できる資源のタイプと数。

特殊能力：存在すれば、部屋のユニークな能力。

部屋カードの上以外のどこかの白の円は、三種の基本の資源：宝、血、魔法と原子力のいずれかを表現する。

あなたは、このように呪文書かエルダー・サインを消費する(もしくは獲得する)ことができない）。

部屋カード上の白の円は、何らかの資源：宝、血、魔法、呪文書、エルダー・サインを表現する。



●街ボード
あなたがそのスペースのコストを払うことができないか、払いたくない場合、あなたは信者をこのスペースに置く

ことはゆるされない。位置が「いずれか」の資源を払うことをあなたに要求する時、これは基本の資源(宝、血、

魔法、原子力)の何らかの組合せを意味する。

隠密行動スペース⑬：2-4人プレイヤー・ゲームでは、最大 1 個の信者が、アクション・フェーズにつき主隠密行

動スペースに置かれてもよい。

5人プレイヤー・ゲームでは、最大 2 個の信者が、アクション・フェーズにつき置かれてもよい。一つは主隠密行

動スペースに置かれてもよい。もう一つは「5人プレイヤーのみ」と注記された隠密行動スペースに置かれても

よい。

アクション・フェーズの終了時に、信者を隠密行動スペースに置いたプレイヤーは、その信者をいずれかの町ス

ペース（プロヴィデンス⑫を除く。隠密行動禁止アイコンに注意)に置き(たとえそのスペースが占められていて

も)、通常通りそのスペースを活性化してもよい。

●儀式ボード
ゲームの開始時に、儀式ボードは裏返されており、誰もそれを使用することができない。最初の探索者の襲撃

が解決されたあと、ボードが表返され、使用することができるようになる。

儀式を開始するには、1 個の信者を名前がつけられた儀式の開始スペースのうちの一つに置き、2 個の宝をコ

ストとして支払うこと。あなたは、信者を開始スペース以外のスペースに、直接置くことができない。

準備フェーズの間、すでに開始スペース(もしくは、上昇するドラゴンの儀式の中間のスペース)にいる全ての信

者は、一つのスペースを先に進み、その所有者は新しいスペースでただちにリストされた報酬を得る。すでに儀

式の最終のスペースの上にいる信者は、その所有者の信者プールに戻る。

儀式の最終のスペース(もしくは、上昇するドラゴンの儀式の中間のスペース)に進んだ信者は、このターンは儀

式ボード上に留まり、次のアクション・フェーズの間にあなたはそれを利用できない。

この信者はなお、探索者襲撃の間や、特定のカルト・ボード機能について使用するために生贄に捧げることが

できる(その所有者の療養所に戻る)。



●カルト・ボード
カルト・ボードのアクション・スペースは、制限された順序でのみ使用することができる。

エルダー・サインは、矢印に沿ってボード上における進捗を可能にするために粉砕されなければならない。

封印アクション・スペースは、一つのエルダー・サインと関係している。

信者をそのスペースに置き、ただちに指示されたコストを払うことによって、あなたはそのエルダー・サインを粉

砕し、エルダー・サイン・トークンを得る。あなたの聖域に他の資源とともにこれを置きなさい(その『粉砕』の側を

上にして)。それぞれの封印スペースと関連するエルダー・サインは 1 個のみである。そのため、それぞれの封

印スペースはゲームにつき一回だけ使用することができる。それぞれのエルダー・サインはゲームにつき一回

だけ粉砕されることができる。

封印スペースを活性化することは他の何らかの効果(例えば、探索者の襲撃やいくばくかの利益)を生じ、この

効果はエルダー・サイン・トークンが取られた直後に発生する。

多くの封印スペースは、ボーナス・アクション・スペースと結ばれる。封印スペースが未活性化で、そのエル

ダー・サインが無傷である(すなわちカルト・ボードの上にある)間、結ばれたボーナス・アクション・スペースは施

錠されており、使用することができない。

エルダー・サインが粉砕された時点で、そのボーナス・アクション・スペースは解錠され(そして、オレンジ色の

『解錠』の矢印が現れる)、ゲームの残りの間、通常通り使用することができる。

あなたがエルダー・サインを粉砕し、それがボーナス・アクションのスペースを解錠したところである場合、あな

たはあなたの信者を封印アクション・スペースからボーナス・アクションへとただちに移動させ、そのコストを払う

ことによってそれを活性化するオプションを持っている。

しかし、そのスペースがあなたが払うことができないか、払いたくないコストを持っている場合、あなたは、解錠

されたボーナス・アクション・スペースを使うことなくエルダー・サインを粉砕してもよい（そして、トークンを取る）。

ボーナス・アクションのスペースが解錠された時点で、あなたの信者がそれかそれに接続する封印スペースを

離れて移動する場合、それはあらゆるプレイヤーにとって使用可能となる(他のあらゆるアクション・スペースと

同様に)。封印スペース上の信者は、接続されたボーナス・スペースへの他の信者のアクセスをブロックする。



◎カルト・ボード上の進捗

エルダー・サインが粉砕された時、これはまた(通常ならば)、カルト・ボード上のその先のエルダー・サインへの

アクセスを解錠する。

カルト・ボード上の進捗の矢印が新しく粉砕されたエルダー・サインから他の封印スペースまで接続されている

場合、それらのスペースはこの時点で誰もがアクセス可能である。

矢印は、ボード上の封印スペースやそれと接続するボーナス・スペースから始まってもよい。

ほとんどのカルト・ボード上では、カルト・ボードの他のいずれかのスペースが使用可能となる前に、使用されな

ければならない「開始(Start)」と表示される封印スペースがある。

◎探索者の襲撃

一つ以上の探索者アイコンを持つカルト・ボードの封印スペースが解錠された時、通常ならば、探索者による襲

撃を誘発する。全てのプレイヤーが襲撃される。襲撃を誘発したプレイヤーだけではない。

探索者の襲撃を解決するために、順にこれらのステップに従って実行し、全てのプレイヤーが同時かターン順

に行う：

1. 襲撃する探索者を決定する：

どの探索者が襲撃しているかを判定するために、1 個のサイコロを振りなさい。

1-2 の目で、最初に表返された探索者カードとなる。

3-4 の目で、第二に表返された探索者カードとなる。5-6 の目で、第三に表返された探索者カードとなる。

2. 探索者カードをチェックする：

探索者カードを調べ、カード上の特殊能力に注意しなさい。

3. サイコロを振る：

指示された数の襲撃サイコロを振り(それぞれが 1 個の 6面体サイコロを表現する)、襲撃戦力を知るために、

出た目の結果を合計しなさい。サイコロの数か結果の合計にあらゆる修正も考慮に入れておくこと。

しかし、ボーナスに関係なく、あなたは少なくとも 1 個のサイコロを振らなければならない。また、ボーナスに関

係なく、あなたは 18 を超える襲撃戦力を持つことは許されない。

4. 個人襲撃戦力をセットする：

各プレイヤーは、自分の聖域ボード上の襲撃戦力に該当する襲撃戦力トラックのスペースに自分の襲撃マー

カーを置く。この時点から、各プレイヤーは、自分自身の探索者の襲撃戦力の情報を記録し続ける。

あるプレイヤーが襲撃の部分や全体をブロックすることに成功した場合、他のプレイヤーにいかなる利点も授

与しない。そのプレイヤーは依然として襲撃の完全な効果をこうむる。

5. 療養所の抵抗：

各プレイヤーはこの時点で、そのプレイヤーが自分の療養所か脱走スペースの上に持つそれぞれの助祭につ

いて、1だけ自分の襲撃戦力を逓減する。あなたは、この逓減を減らすか、キャンセルすることを選ぶことがで

きない。

6. 信者の反撃：

襲撃の間のいつでも、あなたはどこかから自分の療養所まで自分の助祭(あなたは自分の司祭を使うことがで

きない)を移動することによってあなたの助祭を生贄に捧げることができる。それぞれの生贄に捧げられた助祭

は、2だけあなたの襲撃戦力を逓減する。

あなたの療養所の 4 個のスペースがいっぱいとなった場合、追加分はあなたの司祭ボードの脱走スペースに



行く。生贄に捧げられた助祭はあなたの療養所に行くが、それらはこの襲撃におけるあなたの療養所の防御の

一部としては数えない。

7. モンスターの反撃：

襲撃の間のいつでも、あなたは自分のすみかの中のモンスターを生贄に捧げることで、その防御力だけあなた

の襲撃戦力を逓減することができる。生贄に捧げられたモンスターを、モンスターの捨て札置き場に置きなさい。

8. 特殊な反撃：

いくつかのカルト・ボードは、あなたがあなたの襲撃戦力を逓減するために犠牲にするか活性化することができ

る特殊なユニットを持つ。

9. 襲撃の前進：

あなたが残された襲撃戦力を持っている場合、あなたは以下のように個々にあなたの襲撃を進める：

a. あなたの公開の資源スペースに保持された全ての資源は破壊される。

b. 矢印の指示に従って、あなたの聖域への襲撃は、部屋から部屋へ、それごとに進められる。

空の聖域スペース(それらの上に部屋カードを持たないもの)はスキップされる。

襲撃が部屋を襲う時、その部屋の防御力に等しい数だけ、襲撃戦力を逓減しなさい。

c. 襲撃戦力が部屋の防御を襲った後、依然として 1以上である場合、襲撃はその部屋の全ての資源を破壊し、

その後、隣の部屋へ進む。

d. この襲撃は、あなたの襲撃戦力が 0 となるか、全てのあなたの資源が破壊されるまで続けられる。

10. 探索者カードを置き換える：

襲撃が終わった時、探索者カードを捨て札とし、交換用のカードを探索者デッキから引き、表返して置く。

●モンスターとすみか
基本ゲームのすべてのモンスター(基本モンスター)は、5防御力を持ち、特殊能力を持たない。

あなたが基本のモンスターのみでプレイし、3 枚のモンスター・カードを配置していない場合、モンスター・カード

を得る時には、モンスター・デッキから一番上のカードを取る。

あなたがユニークのモンスター・デッキを使用する場合、ディスプレイ上に表返されているモンスターの間から

一つを選ぶこと。

選択した後、そのデッキから補充用のモンスター・カードを引き、それをあなたが取ったものの代わりに表返し

てそれを置く。

あなたは、3体のモンスターのみを持つことができる(あなたの三つのすみかにそれぞれ 1体)。あなたはすみ

かが空くまで、他のものを引いたり得たりすることができない。あなたのすみかがいっぱいで、モンスターがアク

ション・スペースか儀式からの報酬の一部である場合、あなたはその報酬のモンスターの部分を得ない。

既存のモンスターを破棄する方法は、探索者の襲撃の間のモンスターの反撃でそれを捨てるか、あなたにモン

スターを捨てさせるアクション・スペースを活性化することによって捨てるか、それ自身の破棄能力を用いて捨

てるかである。

ほとんどのモンスターは、指定された時に誘発される特殊能力を持つ。能力が襲撃の間にあなたがモンスター

を生贄に捧げる時に活性化するものであるなら、そのような能力は、あなたが襲撃の外でモンスターを生贄に

捧げる場合、活性化されない。

あなたは自分の望む順序で自分のすみかの中のモンスターの能力を使うことができる。しかし、あなたはフェー

ズにつき一回だけそれぞれのモンスターの能力を使うことができる。

複数のプレイヤーが特殊能力を活性化する時に論争が発生する場合、ターン順序での才能を活性化しなさい

(最初のプレイヤーから始めて、時計回りにテーブルを回って進める)。

●得点と勝利
最後のエルダー・サインがカルト・ボードから取り除かれる時、ゲームはただちに終わり、各プレイヤーは自分

の資源を数え、以下のように自分の最終的な得点を集計する：

エルダー・サイン：10ポイント

それぞれの呪文書：5ポイント

それぞれの魔法：2ポイント

それぞれの血：1ポイント

それぞれの宝：最も多くの宝をもつプレイヤーは 5ポイントを得る

(タイの時には、タイであるプレイヤーは全て、5ポイントを獲得する)。

それ以外は、宝については 0ポイントを得る。

モンスター、信者、部屋、その他：0ポイント



最も多くのポイントをもつプレイヤーは、その神の最高司祭となり、ゲームに勝利する。

タイであれば、全ての勝者は勝利を共有する。

選択ルール: 好戦的な探索者

全てのプレイヤーが同意するならば、襲撃のについて 2 個のサイコロを振る代わりに、1 個のサイコロを振り、6

を加えなさい。

襲撃について 3 個のサイコロを振る代わりに、1 個のサイコロを振り、12 を加えなさい。

探索者の修正は、通常通り加えられるか、減じられる。

●サマリー・シート
◎アクション・フェーズ

1. 信者を置く

ターン順に、各プレイヤーは、1 個の信者(自分の司祭か 1 個の助祭）を自分の信者プールから選んで、それを

利用できるアクション・スペースに置くことによって自分のターンを行う。

そして、資源のコストを支払い、何らかの報酬を得て、スペース上の何らかの他の指示を実行することによって、

そのスペースを活性化する。

全てのプレイヤーが全ての自分の信者を置くまで、これを交替で続ける。

2. 隠密行動スペースの活性化

街ボードの隠密行動スペースに置かれた信者は、いずれかの町スペース(プロヴィデンスを除く)に移動し(たと

えそのスペースが 1 個以上の信者によって占められていても)、通常通りそのスペースを活性化してもよい。

◎準備フェーズ

ターン順で、それぞれのステップを完了しなさい：

1. 儀式ボードのスペース上の信者は、儀式の次のスペースへ進む。

新しいスペースで何らかの報酬を得る。

あなたの信者がすでに儀式の最後のスペース上にいる場合、あなたの信者プールにそれを返しなさい。

2. その現在の位置から自分の信者プールまで全ての信者を返しなさい。

儀式を実行中、療養所にいる、モンスターによって拘束されている信者は、移動しない。

3. 準備フェーズの間、誘発されるモンスター・カードの能力を活性化する。

4. プレイヤーは、部屋と自分の公開の資源スペースの間で自分の資源を再配置してもよい。

この時点で、新しいアクション・フェーズの新しいラウンドを開始する。

◎コストと報酬

コストを払うためには、あなたの聖域ボード上の部屋カードや公開の資源スペースから資源を取り、それらを共

通のサプライに戻す。

あなたの脱走スペースか療養所を除くどこかから助祭をとり、あなたの療養所にそれらを置きなさい。

報酬を得るには、共通のサプライから資源をとり、あなたの聖域ボード上の部屋カードや公開の資源スペース

にそれらを置く。

あなたの療養所から助祭をとり、あなたの脱走スペースにそれらを置く。

◎カルト・ボード

エルダー・サインは、矢印に沿ってボード上における前進を可能にするために粉砕されなければならない。

信者を封印アクション・スペースに置き、指示されたコストを払うことによって、あなたはそのエルダー・サインを

粉砕し、エルダー・サイン・トークンを得る。

あなたの聖域に他の資源とともにこれを置きなさい。

封印スペースが非活性化のままで、そのエルダー・サインがボード上にある間は、すべての接続されるボーナ

ス・アクション・スペースはロックされたままで、使用することができない。

エルダー・サインが粉砕された時点で、そのボーナス・スペースは解錠され、あらゆるプレイヤーによって使用

可能となる(あなたの信者がそこか接続された封印スペースを離れて移動する場合)。

あなたがエルダー・サインを粉砕し、ボーナス・アクション・スペースの解錠した場合、あなたが望むならば、あな

たは、ボーナス・アクション・スペースに自分の信者を動かし、そのコストを支払うことによってそれを活性化して

もよい。



◎探索者の襲撃

一つ以上のアイコンを持つカルト・ボードの封印スペースが解錠された時に、通常ならば探索者の襲撃を誘発

する。全てのプレイヤーは襲撃される。

これらのステップに従って、全てのプレイヤーは同時にかターン順で行う：

1. 襲撃する探索者を決定するために、1 個のサイコロを振る。

1-2：最初に表返された探索者カードを使う。

3-4：第二を使う。

5-6：第三を使う。

2. 探索者カードの特殊能力をチェックする。

3. 指示される数の襲撃サイコロを振り、襲撃戦力を判定するために結果を合計する。

あなたは少なくとも 1 個のサイコロを振らなければならず、あなたは 18 を超える襲撃戦力を持つことは許され

ない。

4. 各プレイヤーは、襲撃戦力を自分の襲撃戦力トラックの上にセットする。

5. 療養所の防御：

各プレイヤーはこの時点で、そのプレイヤーが自分の療養所か脱走スペース上に持つそれぞれの助祭につい

て、1だけ自分の襲撃戦力を逓減する。

6. 信者の反撃：

襲撃の間のいつでも、あなたはどこかから自分の療養所まで自分の助祭(あなたは自分の司祭を使うことがで

きない)を生贄に捧げることができる。

それぞれの生贄に捧げられた助祭は、2だけあなたの襲撃戦力を逓減する。

7. モンスターの反撃：

襲撃の間のいつでも、あなたは自分のモンスターを生贄に捧げることで、その防御力だけあなたの襲撃戦力を

逓減することができる。

8. 特殊カルト・ボードの反撃。

9. 襲撃の前進：

あなたが残された襲撃戦力を持っている場合、あなたの公開の資源スペースに保持された全ての資源は破壊

される。

その後、襲撃は、あなたの聖域の部屋ごとに進められる。

空の聖域スペースはスキップされる。

襲撃が部屋を襲う時、その部屋の防御力によって襲撃戦力を逓減する。

襲撃戦力が依然として 1以上である場合、襲撃はその部屋の全ての資源を破壊し、その後、隣の部屋へ進む。

あなたの襲撃戦力が 0 となるか、全てのあなたの資源が破壊されるまで襲撃は続く。

10. 探索者カードを置き換える。


