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Pathfinder Society Organized Play 

Welcome to Pathfinder

Initiate’s Edge: Golarion can be a dangerous place, and the Pathfinder Society takes care to equip its 
newest recruits. You can apply one of the following benefits to your first character (XXXXXX–1); cross 
out the other two options. The first time you serve as a game master for a Pathfinder Society game and 
apply the credit to this character, you may double your maximum number of uses for the selected benefit.

☐  Elixir of Renewal: You gain a special elixir that you can consume as if it were a potion in order to 
restore 2d8+5 hit points as well as 1d4 points of one type of ability damage. You can use the potion only 
once, even if the user is under the effects of alchemical allocation (Pathfinder RPG Advanced Player’s Guide 
201) or a similar effect that would allow one to benefit from a potion multiple times. Check the box that 
precedes this boon when you use this elixir.

Not every character can use healing magic, but anyone can consume a potion. This elixir is especially 
good at curing ability damage, which o�en accompanies poison, disease, and the special attacks of many 
undead creatures. Consider this option if you cannot cast healing spells but want a powerful way to heal 
yourself in an emergency.

☐   Tattoo of the Open Road: You have a magical tattoo of the Glyph of the Open Road, the insignia of 
the Pathfinder Society. As an immediate action when you are struck by a critical hit or dealt at least 15 
points of damage from a spell or supernatural ability, you can check the box that precedes this boon and 
expend the tattoo’s magic to gain 10 temporary hit points that last for 1 minute. During this minute, you 
also treat your Constitution score as if it were 10 higher for the purpose of determining when hit point 
damage would kill you.

Hit points are a precious commodity at low levels, and an opponent’s lucky attack can sometimes kill a 
character in one hit. Consider this option to reduce the chance that a critical hit will kill you.

☐    ☐    ☐    ☐    ☐   Restorative Wand: You gain a wand of cure light wounds with 5 charges. This wand has an 
effective market price of 0 gp if sold. Consider this option if you are able to cast healing spells, as you can 
activate the wand without difficulty.

新参者の刃：ゴラリオンは危険と隣り合わせであり、パスファインダー協会は新規参入者に念入りに装備を与える。
君は次の利益のうち1つを最初のキャラクター（XXXXXX-1）に適用することができる； 他の2つには線を引いて削除す
るように。君が初めてパスファインダー協会ゲームのゲーム・マスターとして務めこの名誉をこのキャラクターに適用
するとき、君は選択した利益の最大使用回数を2倍にしてよい。

□ 再生の霊薬／Elixir of Renewal：君はあたかもヒット・ポイント2d8＋5に加えて1種類の能力値ダメージを1d4ポイ
ント回復するポーションであるかのように消費可能な特別な霊薬を獲得する。君は個のポーションを1度だけ使用す
ることができ、例え''アルケミカル・アロケーション''（Pathfinder RPG Advanced Player's Guide 201ページ）の効果や類
似のポーションの使用を複数回可能にする効果の影響下にあっても無効となる。この霊薬を使用しならばこの恩恵の
行頭にあるボックスにチェックを入れること。

全てのキャラクターが治癒の魔法を使えるわけではないが、ポーションは誰でも使用できる。この霊薬は、しばしば毒、
病気、そして多くのアンデッド・クリーチャーの特殊攻撃に伴う能力値ダメージを治癒できることが特に優れている。も
し君が治癒呪文を発動できず緊急時に自分自身を治癒する強力な方法を求めているなら、この選択は考慮に値する。

□ 街道の刺青／Tattoo of the Open Road：君はパスファインダー協会の記章を象った「グリフ・オヴ・ザ・オープン・ロ
ード」の魔法の刺青を持っている。君がクリティカル・ヒットを命中させたとき、または呪文か超常能力により15ポイン
ト以上のダメージを与えたとき、割り込みアクションによりこの恩恵の行頭にあるボックスにチェックを入れ刺青の魔
法を消費し一時的ヒット・ポイント10点を1分間手に入れる。さらにこの持続時間の間、ヒット・ポイントのダメージが
君を死に至らしめる値を決定する目的のための【耐久力】の値を10高いものとして扱う。

ヒット・ポイントは低いレベルにおいては貴重な必需品であり、敵のまぐれ当たりが一撃でキャラクターを死に追いや
る事が時々起こり得る。この恩恵はクリティカル・ヒットが君を殺す可能性を減じるものとして検討に値する。

□□□□□ 回復のワンド／Restorative Wand：君は5チャージの「ワンド・オヴ・キュア・ライト・ウーンズ」を手に入れ
る。このワンドは売却時の市価は実質0gpとして扱う。君が治癒呪文を発動でき、このワンドを難なく起動できるなら、
この恩恵は検討に値する。

パスファインダー協会加盟プレイ
パスファインダーへようこそ
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