


持ち物として、以下を各自でご準備お願いします： 
 
定規／テープメジャー 
シルエット、トークン、テンプレート、Classified 

Deck、 20面ダイス 
ミニチュア 
アーミーリスト（2） 
アーミー簡潔版リスト（2）（印刷して） 
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ミニチュアのペイントについて、とくに決まった事項
はありませんが、お互いにプレイしやすいように工夫
されているとベストです。 
 
ミニチュアベースにアーク（弧）をわかるようにペイ
ントされているとやりやすくなります。 
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以下のページより、イベントのためのガイドラインと
日本で一般的に利用されている基準をご案内します。 
 
通常のプレイにおいては双方で決めた基準を用いて対
戦されることがありますが、トーナメントで使用され
る基準としてご参考ください。 
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 Infinity N4ルールに基づき、隙間の幅がベースの
半分以上であれば、ベースより狭い隙間であって
も通り抜けることができます。高さについてはシ
ルエットと同じか、シルエットより高いことが条
件になります。 

窓については、壁と同じく通り抜けることができ
ないものとします。 

オブジェクティブトークンは、S5のシルエット
サイズとします： 
 コンソール、アンテナ、オブジェクティブ、

Panoply（アーマー一式）、Techcoffins（サプ
ライボックス） 
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青ミニチュア（A）
はドアに接していな
いので、ドアは閉
まっているとみなさ
れ、赤ミニチュアに
見えません。 

A 

B 

青ミニチュア（B）はドアに接
しているので、ドアは開いて
いる状態とみなされます。つ
まり、赤ミニチュアに見える
ことになります。 

Presenter
Presentation Notes
The blue miniature B is in contact with the door. This means it is open and as such can be seen by the red miniatureThe blue miniature A is not in contact with the door and so the door is close and cannot be seen by the red miniature
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A 

B 

窓の後ろにいる青ミニチュア
（B）は赤ミニチュアから見え
ないとみなされます 
（窓＝壁） 壁やホログラム

の後ろにいる青
ミニチュアも赤
ミニチュアから
見えないとみな
されます。 

Presenter
Presentation Notes
The blue miniature B behind a window and cannot be seen by the red miniatureThe blue miniature A behind a holo adds/wall of the same high or more and cannot be seen by the red miniature
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赤ミニチュアは、青
ミニチュア（A）に
対してLoFを所持し
ません。 A 

B 

赤ミニチュアは青ミニチュア
（B）に対し、 LoF を所持します
が、バーストが「-1」となり、
ヒットが「-3」となります。（先
が見えづらいゾーン、物がたくさ
んあるゾーン） 

Presenter
Presentation Notes
The red miniature has LoF to blue miniature B, but suffers -1 burst and -3 to hit (due to low visibility zone and saturation zone)The red miniature does NOT have LoF to blue miniature A



インフィニティにおいて、プレーヤー間でのコミュニ
ケーションは欠かせないものあり、プレーヤー同士の
協力が必須になります。 
トーナメントのようなイベントでは、プレッシャーが
働き、AROやLoF時「やったぜ」的な競争心が働くこ
とが出てくるかもしれません。 
参加されるメンバーみなさんが、楽しめることを目指
したいため、可能な限り対戦相手に余裕を 
与えてあげることを意識いただけると幸いです。 
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Presenter
Presentation Notes
Infinity is a game that requires constant player interaction and, by its very nature, requires cooperation between players. That being said, under the pressure of an event setting it can be tempting to take a ‘gotcha’ approach to ARO’s and line of fire. Although understandable, it is preferable for the enjoyment of all participants that players give their opponent leeway wherever possible. 



このような行為は避けましょう: 
 
スタッフや他のプレイヤーを困らせるような行為
をすること 

自分が優位になるため、意図的にルールを無視し
たり変更したりすること 

トーナメントのスタッフの判断を無視すること 
会場のルールに従わないこと 
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当日のスケジュール（予定） 
開始 10:30 
ゲーム１「Safe Area」11:00 – 12:30 
昼食 12:30 – 13:15 
ゲーム２「The Armoury」 14:00 – 15:45 
ゲーム３「Frontline」 16:00 – 18:45 
アワード＆懇談会 
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Impetuous Orderでは、プライズをご用意しています。  
対戦結果によりプライズのレベルは変わりますが、参
加者のみなさんに差し上げるプライズがあります。 
 
レベル 1 – 箱系プライズ 
レベル 2 – スモールプライズ 
レベル 3 – トークン/ベース/マーカー等 
     の小さな物品 
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 1位： ITS プライズ + レベル 2（1つ） + レベル3
（1つ） 

 2位：レベル 1（1つ）+ レベル 2（1つ） 
 3位：レベル 2（1つ）+ レベル3（1つ） 
 4位以降：順位に応じてお好きなレベル2またはレ
ベル3のプライズを選択 
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コロナ感染予防のため、以下にご協力をお願い
します： 
 
マスクの着用 
手の洗浄 
アルコール消毒の利用（飲み用ではなく^^） 
ソーシャルディスタンスの順守（1m） 
握手ではなく肘タッチ！ 
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