
ENTER THE INFINITY UNIVERSE

Primary Rules translation: Brendan Murphy
Background Translation: Rihito Maeda
Editors: Taitai Takeru, Rihito Maedo, Naokazu Shibata
Proof Reading/Editing: Chika Owens
Formatting and Presentation: Mathew Owens



2

主要な人類国家、超大国「PanOceania」と、国連に代
わって設立された国際組織O-12が率いる先進的な競争
相手であるアジア生まれの「Yu Jing」は、外宇宙から
の脅威Combined Armyと戦うために力を合わせなけれ
ばならない。彼らは自分たちの意見の相違を受け入れ
ることができるのだろうか、それとも彼らの内紛はエ
イリアンの侵略者の手によるものなのだろうか?
インフィニティ・コード１はテーブルの上で28mmサイ
ズのメタルミニチュアを使い、アニメ漫画のようなハ
イテクノロジーなSF世界で、近未来の人類の運命を掛
けた特殊な作戦のようなエキサイティングな攻防戦が
楽しめる遊びです。
インフィニティ・コード１では、あなたの戦術的判断
力を試すいくつもの試練が待ち受けます。周りの環境
をうまく活用し、兵士たちの様々な能力を使い、そし
て相手の弱点を突いて敵軍に打ち勝ち、あなたの指名
を果たさなくてはいけません。手遅れになる前に。。

180年後の未来、人類によって支配された恒星系は人類圏（ヒューマンスフィア）と呼ばれ、強大な星間国家
による水面下の紛争による微妙なバランスの上に築き上げられていた。

しかし、遙か彼方からのエイリアンの脅威は、あらゆるものを変えてしまいかねなかった...

PANOCEANIA

PanOceaniaは、人類圏最大
t最強の勢力です。最も多くの星、

健全な経済状態および最先端の技術
力を持っています。PanOceaniaは
まさに文化のるつぼであり、その実利
的かつ寛大な性質から、自らを西洋の

伝統である民主主義と繁栄の守護者であると考えてい
ます。PanOceania人は、その社会の技術力の優位性
と、特にその軍事力によって少し高慢とも思えるよう
な、自尊心高き人々です。

YU JING

PanOceaniaへの挑戦者であり、永遠
の対抗者、もう一つの強大勢力、それ
がアジアの巨人Yu Jingです。東方す

べての国をかつての中国の旗の下に集
結し、

一つに統合されてもなお異種の東洋文
化から成り立ちます。隆盛の工業地帯と最先端科学技
術により、驚異的な経済成長を遂げたYu Jingは、市
場で有利な支配的地位のを得るべく、挑戦を企んでい
ます。
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COMBINED ARMY

A人類が無思慮にむさぼりあう一方
で、新たな（あるいはこれまでの何
よりも恐るべき）脅威が、人類圏へ

の橋頭堡を架けていました。 

Combined Army、それはいくつもの

異星人種の連合軍であり、より進化した知能に、行
く手にある全生命体の制圧を目的とした太古の超越

的知性に統治されています。

O-12

O-12は国連から発展した（ただし、
より強い行動力と意思決定力を持っ
た）国際代表統治機関です。戦術警
察支部であるイージス機関を擁する
O-12は、人類圏の仲裁人、裁判官で

あり、陪審員です。
弱小国を保護し、強国からのあらゆ

る不当な扱いを防ぎ、人類圏の効果的機能に不可欠
なすべての国際組織を制御すること、その全てに権
限があります。

人類全体を保護し、その安定と進歩の
ために努めることを使命としていま
す。これは容易な仕事ではないとO-12
は理解していますが、人類圏で起きて
いる威力への無念の多さにもあきらめ
ません。今やイージス機関が組織に
戻ったのですから、これまで以上に危
険であり、誰もが疑問に思っていま
す。
「彼らはどこまで義務を果たせるの
か？どんな秘密を隠しているのか？そ
して、この干渉は人間圏にどのような
影響を与えるのか？」
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クイックスタートルール
（簡易ルール）
このルールは、インフィニティ・コード１のゲームシ
ステムを分かりやすく、シンプルに説明します。この
ルールを使うことによって、ゲームの基本が分かるよ
うになります。

一度この簡易ルールでプレイすれば、ゲームの基本的
な仕組みが理解できます。それにより、いずれは完全
ルールも簡単に使えるようになるでしょう。完全ルー
ルはこのルール以上に様々な戦術的な可能性をもたら
し、インフィニティ・コード１のユニバースをより深
く楽しめることになります。より詳しく知るには、是
非Infinitytheuniverse.com へアクセスしてください！

目的とゲームの概要
インフィニティ・コード１は、２つの競合アー
ミーが、戦術目標を遂行すべく行なう闘争を描い
た、競技的なゲームです。ゲームはラウンド３ま
で行うか、またはどちらかのTroopersがすべて敗
軍するまで続きます

必要な物

インフィニティ・コード１のゲームをする
には以下のものを準備してください：

► 48インチ以上のメジャー
► d20（20面ダイス、プレイヤー1人につき3
個）
► インフィニティ・コード１のモデル 6個（プ
レイヤー1人につき3個）
► 情景モデル。大きい背景4個以上、小さい背
景10個。
► 24ｘ32インチ ゲームテーブル
► 無意識状態トークンとオーダートークン
これら必要なアイテムはすべて、インフィニ
ティ・コード１・バトルパックに含まれます。
また、公式インフィニティ
HP(infinitytheuniverse.com)から無料でダウン
ロードが可能です。

ユニット・プロフィールについ
て
能力値はTrooperの基本的な能力を定める数値です。
ゲームの中で、それらの能力値が各ダイスロールに適
用され、Trooperが試みるアクションの成否を決定する
ため計算元データになります。

ユニット・プロ
フィールについて
基本的な能力値は下記の通りです。 

►移動力（MOV）
TTrooperがオーダーで移動できる距離（インチ）
です。MOVの能力値には基本的に２つの値があ
り、1つのオーダーで移動する1回目の移動の数
値、2回目の移動に使われる数値です。

►射撃能力（BS）
Trooperの射撃能力を表します。

►身体力（PH）
敏捷性、筋力、投力、回避力などTrooperのすべ
ての身体的能力を表すします。

►防御力（ARM）
Trooperのアーマーなど全体的な防御力を表す値
です。数値が高ければ高いほどアーマーが強く、
敵の武器のダメージから防ぐことができます。

►耐久力（W）
Trooperが無意識になるか死ぬまで、どれぐらい
被害に耐えうるかを表します。

 ► ISC: Fusiliers

MOV CC BS PH WIP ARM BTS W S AVA
4-4 13 12 10 12 1 0 1 2 -

 ► BS Weapon: Combi Rifle
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距離と測定
Trooperの間の距離を測るときに、各
Trooperのベースの一番近いところから測
ります。
２つの目標物や情景モデルとの距離は直線
で測ります。

Trooperを戦場を回って移動させる場合、プ
レイヤーはそのTrooperが通る道をすべて
（回り道などを含み）測り、測定は時に使用
したベースの同じ箇所で測ります.

射線（LoF）

Trooperは狙うターゲット（モデル、マーカーなど）が
見えるかどうかはLoFで判断します。
下記の条件に合えば、ターゲットへLoFが通ることにな
ります：

►ターゲットの一部かすべてがTroopの前方180度の角
度内にある。
► Trooperはターゲットの一部分を少なくとも 3x3ミリ
メートルは見える。
►他のTrooperまたは情景モデルに遮られることな
く、Trooperの一部からターゲットの一部へLoFが引け
る

判定の種類と目標値 (SV) 

インフィニティ・コード１では20面ダイスを用いて行
う判定が2種類あります。
Trooperが敵と対決していないときに使うノーマル判
定、そして二人以上のTrooperが同時に判定し、互いの
成功を打ち消そうとするときに使う対抗判定です。
目標値 (SV)とは、使っているスキルの当てはまる能力
値に、すべてのモッド（修正値）を計算した数値で
す。
スキルが成功するかどうかを解決するには、d20ダイ
スを振ってSVと比べ、SV以下の出目が成功となりま
す。

 ► ISC: Zhanshi

MOV CC BS PH WIP ARM BTS W S AVA
4-4 15 11 10 13 1 0 1 2 -

 ► BS Weapon: Combi Rifle
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目標値（SV）以下の出目は成功を意味します。対
抗判定の場合は各Trooperの成功した出目を比較
し、相手よりも低い出目は打ち消されます。もし
最も高い出目が同値の場合、対抗判定は無効とな
ります。

ゲームの流れ

各プレイヤーの手番は以下の手順で行います:

►  １：ターンスタート：戦術フェーズ
►  １．１オーダー・カウント
テーブル上にいる、NULL状態（意識不明、死亡など）に
なっていないTrooper一人につき、プレイヤーは自分のオー
ダー・プールに一つのレギュラー・オーダーを置きます。

►  ２．オーダー・フェーズ
プレイヤーのメインとなるフェーズ。アクティブなプレイ
ヤーはオーダー・プールをからオーダーを消費してTrooperを
動かします。

►  ３．状態フェーズ
アクティブ・プレイヤーがオーダーを全部使ったかオーダー
をこれ以上使わないと決めた時に、各プレイヤーは状態やス
キルの判定が必要かを確認し、必要であれば判定を行いま
す。

►  ４．ターンの終わり
すべてのチェックが終わったら、アクティブ・プレイヤーの
ターンが終了します。

►

Trooperのアクティベート
オーダーを１個消費することで、以下のスキル
の組み合わせを１つ宣言できます。

►  ショート移動スキル　＋　ショート移動スキル
► ショート移動スキル　＋　ショートスキル

同じアクティブ・ターンで、同じTrooperが何回も
発動できる。（制限はない。）

注意点：

オーダーのスキルは順番に宣言しますが、オー
ダーのスキルはすべて同時に起こります。
例えば、移動＋BS攻撃を宣言したら、そのBS攻
撃を移動の始点と終点だけではなく、移動の途中
のどこからでもできます。

ARO：
自動反応オーダー 
AROの仕組みにより、たとえ相手のターン
であっても行動を行うことができます。ア
クティブターンのプレイヤーがオーダーを
消費してTrooperを行動させると、その行
動に応じて相手側のTropperはリアクショ
ンを行うことができます。1体のTrooperの
行動に対してリアクションを行える
Trooperの数に上限はありません。
AROの宣言は、相手が自分のTrooperの射線
上のTrooperを行動させた場合に有効です。
 

ゲームの流れ

プレイヤー１
ターン

プレイヤー２
ターン

オーダーの構成

+ +

ショート
スキル

ショート移動
スキル 

フル
オーダー
スキル 

R
E

G

U
LA R  O

R

D
E

R

レギュラー
オーダー

ショート移動
スキル 

ショート移動
スキル 



クイックスタートルール（簡易ルール）

7

共通スキル
すべてのTrooperが一般スキルを使うことができま
す。基本的な一般スキルは移動、BS攻撃、回避があ
ります。 

移動  
ショート移動スキル

条件

► Trooperのベースは、移動しようとする表面に接
している必要があり、移動できる幅はベースと同
じまたはベースの半分以上ある必要があります。

effects

► 移動を宣言することで、Trooperの一つ目のMOV能
力値までの距離を移動できる。

► Troopは同じオーダーの２つ目のショートスキルを
また移動を宣言すれば、２つ目のMOV能力値まで
の距離を移動できます。

► 移動を宣言したら、TrooperはNULL状態（意識不
明、死亡など）になっても、その移動の終点まで
移動します。

BS攻撃 
ショートスキル　/　ARO 

条件

► BS武器を持つことが条件で、BS攻撃のターゲッ
トにLoFを引くことができます。

► 敵のTrooperがNULL状態（意識不明、死亡など）
ではない限り、ベースコンタクトできません

効果

► 宣言したTrooperがBS能力値を使って、敵１人以
上を射撃します。

► 攻撃者がBS武器を持って、ターゲットを２人以上
射撃すれば、BS攻撃の宣言の一部として、その射
撃を割り当てなければなりません。

► すべての射撃は同じ場所から宣言しなければなり
ません。

BS攻撃判定を行う前に、Trooperとターゲットの
間の距離を測り、当てはまるモッド（レンジとカ
バー）をBS能力値に計算します。
アクティブ・プレイヤーがコンビライフルのバー
ストの数だけの d20 を降ると、リアクティブ・プ
レイヤーのバーストの数がいつも１に減ります。

すべて同時に
インフィニティ・コード１において、オーダーと
AROは宣言した順番にかからわず、すべて同時に起
こります。

オーダー消費の流れ
►   １．アクティブ・プレイヤーがどのTrooperを発

動させるかを宣言します
►    １．１　アクティブ・プレイヤーがテーブルか

らオーダーを１個取ります。
►   １．２　アクティブ・プレイヤーがオーダーの

１つ目のショートスキルを宣言します。移動を
宣言すると、Trooperがどこへ移動できるかを測
り、移動の終点にTrooperを置きます。

►   ２．リアクティブ・プレイヤーがアクティブ・
Trooperに対するLoFを確認し、AROを宣言しま
す。必ずしもAROを宣言する必要はりません
が、AROが宣言できるTrooperがAROを宣言しな
ければ、そのTrooperがAROを宣言する機会を失
うことになります。

►    ３．該当する場合、アクティブ・プレイヤーが
オーダーの２つ目のショートスキルを宣言しま
す。移動を宣言すると、Trooperがどこへ移動で
きるかを測り、移動の終点にTrooperを置きま
す。

►  ４．リアクティブ・プレイヤーがアクティブ・
Trooperに対する射線を確認し、新しいAROが可
能であれば、それを宣言します。

►  ５．解決：宣言したスキルがその条件に合ってい
ることを確認し、距離を測り、モッド（カバーと
レンジ）を計算して、ダイスによる判定を行いま
す。
►  ５．１　効果：プレイヤーが成功したスキルの

効果を適用します。
► ５．2　 終わり：オーダーが終了します。
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距離 

コンビライフルは下記のモッドを使います: 

► Trooperとターゲットの距離が0インチから16インチ
までの場合、Trooperは距離でBS攻撃ロールに +3 の修
正を受けます。
► Trooperとターゲットの距離が16インチから32インチ
までの場合、Trooperは距離でBS攻撃ロールに -3 の
モッドを受けます。
► Trooperとターゲットの距離が32インチから48インチ
までの場合、Trooperは距離でBS攻撃ロールに -6 の
モッドを受けます。
►距離は48インチ以上であれば、BS攻撃は自動的に失
敗しまる。

カバー 
BS攻撃のターゲットになったTroopは、ベースが情景モ
デルに接していて、その物陰に少しでも隠れていれば、
部分カバーにいる状態です。部分カバーにいるターゲッ
トは、攻撃者がBS能力値に -3　のモッドを受けて、また
受けた攻撃のダメージのセービングロールに -3 のモッド
を受けます。

回避 
SHORT SKILL / ARO 

条件

► Trooperは敵のTrooperとベース同士が接触している
か、敵のTrooperにLoFが引ける必要があります。

効果

► 回避を宣言し、TrooperはPH判定で攻撃の被害を
回避します。

► Trooperは、回避ロールが成功すれば、「５．１
効果：プレイヤーが成功したスキルの効果を適用
する」の際に、２インチ移動できます。

アーマーとダメージ
ダメージとは、武器がターゲットに被害をどれぐら
い与えられるかを数値化にしたものです。
しかし、このダメージがそのままターゲットに与え
られるわけではありません。
ターゲットは原則として、自分のアーマーがその攻
撃に対して防ぐかどうかをセービングロールによっ
て決定します。
攻撃のダメージを算出するには、下記のモッドを武
器のダメージから引きます：
►ターゲットのARM能力値
►（該当する場合）部分カバーにより -3 モッド

コンビライフル

コンビライフル 特徴:
ダメージ：13 B: 3

弾薬：N セービングロール時の能力値：ARM

距離モッド
16” 32” 48” 96”
+3 -3 -6
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セービングロールの出目が攻撃のダメージ値以下であれ
ば命中します。この場合、大抵の場合は、ターゲットは
耐久力(W)を1 失います。

セービングロールの出目が攻撃のダメージ数値を上回れ
ば、ターゲットはダメージを受けず、能力値合および状
態にも変化はありません。

Trooperの耐久力(W)が０になった場合、そのTrooperは
意識不明状態になります。しかし、Trooperの耐久力(W)
が０を下回った場合、Trooperは死亡状態になり、ゲー
ムから除外されます

先行および配置判定
ゲームが始まる前に、各プレイヤーは自分の隊長の
WIP能力値による対抗判定をおこないます。（プレイ
ヤーがそれぞれ、Fusilier １人とZhanshi １人を選択)
プレイヤーが d20 を振り、その出目を比べます。（隊
長のWIP能力値に上回っていない）出目がもっと高い
プレイヤーが先行判定で勝ちとなります。

先行判定で勝ったプレイヤーは配置か先行のどちらか
を選べます。選んでいない方は負けたプレイヤーが選
択します。

先行をとる
先行を取ったプレイヤーは誰が先行プレイヤー・ターン
となるかを決め、また誰が後行のプレイヤー・ターンと
なるかを決めます。この順番はゲームが終わるまで続き
ます。

配置をとる
配置を取ったプレイヤーは誰が最初に自分のTrooperを
配置するか、また誰がテーブルのどちら側に配備するか
を決めます。プレイヤーはテーブルの反対側に、幅２４
インチ、奥行き８インチの配置ゾーンにTrooperを配置
します。

配置フェーズは次の順番でする。

►プレイヤー１　配置
►プレイヤー2　配置

配置ルール
配置をするときに、下記のルールがある。

► 各Trooperのベースが完全に自分の配置ゾーンになけ
ればならない。
►  Trooperはベースが入れないところに配置されること
ができない。

ゲームラウンドの例 

他プレイヤーに開示しない状態で、各プレイ
ヤーは隊長となるTrooperを決め、隊長の
WIPで先行判定を行います。

Yu Jing のプレイヤーが先行判定に勝ち、先行（プ
レイヤー１）を選択、最初のプレイヤー・ターンを
取ります。PanOceaniaのプレイヤー（プレイヤー
２）は、Yu Jing にTrooperを最初に配備させ、テー
ブルの右側を取ります。　Yu Jingのプレイヤーが下
の図が示す場所に自分のTrooperを置きます。次
に、Yu JingのTrooperの場所をすべて把握した状態
でPanOceaniaも同様にTrooperを配置します。
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1.ターンの開始：戦術フェーズ
オーダーカウント：ザンシを３人配備したので、
テーブル上にオーダートークンを３個置きます。

2.  オーダーフェーズ

プレイヤー１がアクティブなTrooperを決めて、
オーダーをテーブル上から取り、１つ目のショー
トスキルとして移動を宣言します。.

プレイヤー２は建物でYu Jingの前進が見えない
ため、AROを宣言することができません。
オーダーの２つ目のショートスキルとして、プレ
イヤー１はまた移動を宣言して、さらに４インチ
前進します。この時点でもまだAROは発生しな
い。

２つ目のオーダーで、プレイヤー１は再度移動
を宣言し、建物の角にたどり着き、カバーに隠
れます。プレイヤー２はLoFが通る自分の二人の
TrooperでBS攻撃AROを宣言します。
プレイヤー１は２つ目のショートスキルとして
BS攻撃を宣言し、自分のTrooperのコンビ・ライ
フルのバーストを割り当てます。（一人の
Trooperにダイス２個、もう一人に１個。）

オーダーの解決の時に、プレイヤーは距離を測ります。
それぞれ15インチと12インチと確認したので、モッドの
修正は +3、Trooperは全員部分カバーに隠れているので-3 

のモッドも加わります。
つまり、目標値 (SV)は次のようになります:

► Yu Jing:  BS＝11、距離で +3 、部分カバーで 

-3 。　SV＝11。
► PanOceania：BS＝12, 距離で +3 、部分カ
バーで -3。AROを宣言したTrooper２人ともSV

＝12。
対抗判定の出目を比べると、14 ははずれで、7 が最も高い
成のため、7 を出したTrooperが対抗判定で成功となりま
す。
もう一つの対抗判定ではTrooperがどちらも8を出したので
引き分けとなり、どちらも無効になります。
出目の7 が判定で勝ったので、プレイヤー２はセービング
ロールをしなければならない。攻撃ダメージ＝9（武器ダ
メージ＝13、部分カバーで -3、ARMで -1 ）
セービングロールで9 以下の出目の場合、耐久力が1下がる
こととなる。
プレイヤー２はd20を振り、7 が出る。9 以下のためセービ
ングロールに失敗し1 の負傷を受け、残り耐久力は０とな
ります。Trooperは意識不明となりました。

 (イメージ１に参照)

最後のオーダーで、プレイヤー１はブラスト・バリアー
から次のブラスト・バリアーへ移動すると決める。
プレイヤー２はAROとしてBS攻撃を宣言します。プレイ
ヤー１は２つ目のショートスキルとして回避を宣言しま
す。２人が対抗判定の目標値（SV）を計算します。
► Yu Jing: PH＝10 回避。SV＝10 
► PanOceania: BS＝12、距離で-3（18イン
チ）。PanOceaniaのプレイヤーが２つ目のバ
リアに着く前に射撃することにしたので、部分
カバーのモッドはありません。SV＝9。

ダイスの出目： 

► Yu Jing: 7.

► PanOceania: 6.



クイックスタートルール（簡易ルール）

11

判定結果はどちらも成功だが、Yu Jingの成功
の方が高いのでそちらの勝ちとなる。Yu Jing

のプレイヤーはオーダー手順の ５．１ の際
に、2インチまでAROを発動せずに移動できま
す。
(イメージ２に参照)

3. 状態フェーズ 
アクティブ・プレイヤーがすべてのオーダーを消
費したら、各プレイヤーが判定の必要な状態とス
キルを確認し、判定を行います。この場合、判定
は必要ありません。

4. ターンの終わり 
これで、プレイヤー２のアクティブ・ターンが始ま
ります。配備したフューシリアが１人意識不明に
なっているので、プレイヤー２はオーダーが２個し
かない。（意識不明のTrooperはオーダーを生み出
さないことを忘れずに）プレイヤー２のアクティ
ブ・ターンが終わると、ラウンド１が終わって、ラ
ウンド２はプレイヤー１がまたアクティブ・プレイ
ヤーで始まる。これは一人のプレイヤ－のTrooper

がすべてNULL状態（意識不明か死亡）になってい
るまで、またはラウンド３が終わるまで続く。

ここまで読んだなら、もうゲームを始める準備
は万端です！

IMAGE 1

IMAGE  2
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www.aristeiathegame.com infinitytheuniverse.com infinitytheuniverse.com/community

Play Infinity CodeOne!

The perfect 
entry into the 

Infinity Universe.

FIND US ON:

CONTACT US:
contact@corvusbelli.com

It’s always your turn in Infinity CodeOne. React to your 
opponents in real time. 

Scaleable: play on different sized boards.
Played with the best miniatures on the market. 

It is the same Infinity experience, but 
faster and condensed: a streamlined 
version with the same dynamic spirit.
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FIND US ON:

CONTACT US:
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WELCOME TO HEXADOME!WELCOME TO HEXADOME!

THE ULTIMATE SPORT SHOW
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Aristeia!

175 years into the future, Humankind 
has reached the stars. As the 
hyperpowers vie for influence in 
the shadows, citizens use their 
permanent connection to Maya—the 
interplanetary data network—to 
revel in a bespoke deluge of thrills. 
Of course, no form of entertainment 
is as sought after as Aristeia!, the 
Human Sphere’s favourite extreme 
bloodsport.

In little more than one hour, players will 
enjoy a fun game that will immerse them 
in strategies and tactics that promise to 
become addictive.

The Core Box contains everything two 
players need to get started playing 
Aristeia!, including plastic characters, 
custom dice, cards, tokens, and ‘How 
to Play’ guide. Reference Guide with 
scenarios and ‘Access Guide to Human 
Sphere’ are also included to let players 
know more about the ultimate sport 
show!

Aristeia! is the new sports game and 
MOBA style by Corvus Belli that allows two 
players to take the role of a competition 
team manager in the greatest visual show 
of the Human Sphere.

The game will allow players to choose 
their team and jump into action in the 
HexaDome, the arena where the definitive 
contact sport takes place. Players will 
enjoy the dynamic and spectacular 
nature of Aristeia! thanks to the exclusive 
character cards and Tactics cards 
representing incredible combat feats.
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44 Design: We have taken care of every detail. We are gamers and it shows.

11  Challenge: In Aristeia! strategy is equally important as tactics. Each game 
will be a new challenge. 

Game Balance: It’s possible for either player to win with any character 
combination. In Aristeia! the game is never lost mid-game; there is always a 
chance to come back! 

Addictive: You won’t want to stop each time you start to play!  
You will want to constantly improve your Aristeia! playing skills.

55 Quality: At Corvus Belli, we are miniatures games specialists. We always have  
in mind—and go a step beyond to ensure—that our games are top quality. 

Why play Aristeia!? 

33  
22

ENTER THE 
HEXADOME AND PUT 
YOUR FIGHTERS TO 

THE TEST!
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Aristeia!

LEGENDARY  
BAHADURS (LB)
All of characters have been Bahadurs —
Aristeia! champions— in the past. They’re 
the old heroes of the HexaDome, and 
return to prove they’re still the best.

Final Boss, has decided to return to the 
competition by gathering a team of old 
companions. Shona Carano, a remarkable 
swordswoman; Koorie Queen, the very 
first Bahadur; and Oberon, a support 
geist.

DOUBLE  
TROUBLE (DT)
Both characters use a new mechanic 
added with this expansion: profile flipping. 
Characters have two profiles: the one 
they start with, which is how they begin 
the match, and another profile on the 
back of their Character card which they 
access through an Action (Lei Gong), or an 
Automatic Skill (Moonchild).

Reinforce your  
team with Aristeia 
expansions 
Whether together, or combined with 
previous Characters to build their own 
teams taking advantage of new 
synergies, the expansions will add a 
new range of possibilities that no 
Aristeia! player will want to let go.
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SKINS
The skins are metal miniatures that, respecting the spirit of the game, 
allow you to choose an alternative image of your favorite character. 
Everything is possible in the HexaDome!

MAXIMUS 
‘THERMOPYLAE’
The PanOceanian hero switches 
his power armor and Moto.tronica 
shield to become more classical, 
drawing inspiration from Frank 
Miller’s ‘300’.

FULLMETAL  
KOZMO
Kozmo changes his armor to enter 
a medieval fantasy world full of 
magic,

ARISTEIA! DICE PACK
Do you need more dice?
This blister contains a full set of special dice for 
Aristeia!.

This blister complements the ‘Core Box’ so 
players have more dice available for their rolls.




