
     

     

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

 

    

    

      

 

エンライテンド・ヒーロー エンライテンド・コンストラクト エンライテンド・コンストラクト エンライテンド・コンストラクト エンライテンド・コンストラクト

ライフバウンド・ヒーロー ライフバウンド・コンストラクト ライフバウンド・コンストラクト ライフバウンド・コンストラクト ライフバウンド・コンストラクト

メカーナ・コンストラクト メカーナ・コンストラクト メカーナ・コンストラクト メカーナ・コンストラクト メカーナ・コンストラクト

ヴォイド・ヒーロー ヴォイド・ヒーロー ヴォイド・ヒーロー ヴォイド・ヒーロー ヴォイド・ヒーロー 
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ヴォイド・ヒーロー ヴォイド・ヒーロー ヴォイド・ヒーロー ヴォイド・ヒーロー ヴォイド・コンストラクト

ヴォイド・コンストラクト ヴォイド・コンストラクト ヴォイド・コンストラクト ヴォイド・コンストラクト

 

巨巨大大鼠鼠 

 
巨巨大大鼠鼠 

巨巨大大鼠鼠 

巨巨大大鼠鼠 

巨巨大大鼠鼠 

巨巨大大鼠鼠 

巨巨大大鼠鼠 

巨巨大大鼠鼠 

鼠鼠のの王王 鼠鼠のの女女王王 鼠鼠のの王王 鼠鼠のの女女王王 

巨巨大大鼠鼠 巨巨大大鼠鼠 巨巨大大鼠鼠 巨巨大大鼠鼠 

巨巨大大鼠鼠 巨巨大大鼠鼠 巨巨大大鼠鼠 巨巨大大鼠鼠 

巨巨大大鼠鼠 巨巨大大鼠鼠 巨巨大大鼠鼠 巨巨大大鼠鼠 

ヴヴォォルルテテククスス 運運命命ののアアススカカララ 生生命命のの指指輪輪 ヘヘドドロロンンのの炎炎 

各プレイヤーは自分のデッキの一番上

のカードを公開する。これにより公開さ

れたヒーローを１枚選び、その効果をコ

ピーする。 

運命と選択は一枚の硬貨の裏表だ。アスカラは

全ての二面性を超越する。 

１ターンに１回、ライフバウンドのヒー

ローをプレイしている場合、   を得る。

生命の指輪が場に出た時、派閥を１つ

選ぶ。その派閥のあなたのヒーロー

は、ライフバウンドのヒーローでもある。

１ターンに１回、中央列のメカーナ

のヒーローを１枚、そのコストを支

払わずに獲得してよい。 

此処ヘ進メ！ 

オオゴゴのの導導きき手手、、セセトトララ アアーーハハのの聖聖域域 日日々々をを終終わわららせせるるもものの 同同化化工工場場 

卑卑ししきき者者、、ココブブララ 

ササママエエルルののちちびび助助手手 ササママエエルルののちちびび助助手手 

ササママエエルルののちちびび助助手手 ササママエエルルののちちびび助助手手 

ササママエエルルののちちびび助助手手 

ササママエエルルののちちびび助助手手 

ササママエエルルののちちびび助助手手 

ササママエエルルののちちびび助助手手 

ササママエエルルののちちびび助助手手 

ササママエエルルののちちびび助助手手 

ササママエエルルククロローースス ササママエエルルククロローースス 

あなたのメカーナのヒーローは、代わりにコン

ストラクトである。あなたはそれらの能力を

１ターンに１回使用してよい。 

これが場を離れた場合、場のすべてのメカー

ナのヒーローをあなたの捨て札置場に置く。

我ラノ壱ツ。我ラノ壱ツ。我ラノ壱ツ。 

中央列のすべてのヒーローを、そ

れらのコストを支払わずに獲得す

る。それらを望む順番であなたの

デッキの上に置く。 
星々が旅人を導くように、セトラは星々を導く。 

これが場に出た時、あなたのデッキの一番上の

カードをこの下に表向きで置く。１ターンに１回、

あなたは自分の手札にあるカードを１枚、アーハ

の聖域の下のカードと交換してよい。 

アーハの聖域が場を離れた時かゲームの終了

時、その下のカードをあなたの捨て札置場

に置く。 

を得る。 

このターン、次にあなたがモンスターを

撃退したとき、それの の報酬を、

プールからの代わりに が最も多いプ

レイヤーから得てよい。同点の場合は 

  1 人選ぶ 



 
      

      

    

    

    

      

      

 

モンスター 

宿命：鼠の王が中央列に出たとき、中央列の

他の各カード置き場に巨大鼠を１枚ずつ置く。 

 
報酬：   を得て、中央列のすべての

巨大鼠を撃退する。 

モンスター 

宿命：鼠の王が中央列に出たとき、中央列の

他の各カード置き場に巨大鼠を１枚ずつ置く。

 
報酬：   を得て、中央列のすべての

巨大鼠を撃退する。 

モンスター 

宿命：鼠の女王が中央列に出たとき、中央列の巨大

鼠という名前でないカードを全てシャッフルし、裏向き

に戻す。そのそれぞれに巨大鼠を１枚ずつ置く。巨大

鼠が中央列を離れたら、その下のカードを表にする。 

 
報酬：   を得て、中央列のすべての巨大鼠を撃退

する。 

モンスター 

宿命：鼠の女王が中央列に出たとき、中央列の巨大

鼠という名前でないカードを全てシャッフルし、裏向き

に戻す。そのそれぞれに巨大鼠を１枚ずつ置く。巨大

鼠が中央列を離れたら、その下のカードを表にする。 

 
報酬：   を得て、中央列のすべての巨大鼠を撃退

する。 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

巨大鼠の下に置かれているカードは、巨大鼠

が消滅させられるか撃退されるまで、獲得し

たり消滅したり撃退したりできない。 

報酬：   を得る。 

（このカードは中央デッキに加えない。ゲーム開始時

に、このカードを脇の“鼠の巣”に置く。） 

モンスター 

報酬：   を得る。このカードを、中

央列の 30cm 以上の高さからはじき

飛ばす。着地した時点で、それが触

れている中央列のカードを１枚選ぶ。

それを獲得または撃退してよい。 

モンスター 

報酬： を得る。 プールのすべ

ての を取り除く。 

モンスター 



 
      

      

    

    

    

 

報酬： を得る。中央デッキの一番上からプレイ

ヤー数に等しい枚数のカードを公開する。各プレイ

ヤーに、これにより選ばれたカードを１枚ずつ選ぶ。

各プレイヤーは、自分に選ばれたカードをコスト無し

で獲得するか撃退する。 

持続戦利品：あなたがサマエルのちび助手をプレイ

した時、 を得る。 

戦利品モンスター 

報酬： を得る。中央デッキの一番上からプレイ

ヤー数に等しい枚数のカードを公開する。各プレイ

ヤーに、これにより選ばれたカードを１枚ずつ選ぶ。

各プレイヤーは、自分に選ばれたカードをコスト無し

で獲得するか撃退する。 

持続戦利品：あなたがサマエルのちび助手をプレイ

した時、 を得る。 

戦利品モンスター 

報酬： を得る。プレイヤーを１人選び、この

カードをそのプレイヤーの捨て札置場に置く。 

プレイヤーのデッキ内にある間、これは「この

ターン、あなたがプレイするまたはプレイした

サマエルのちび助手１枚につき を得る（自

身を含む）。」を持つヒーローである。 

モンスター 

報酬： を得る。プレイヤーを１人選び、この

カードをそのプレイヤーの捨て札置場に置く。 

プレイヤーのデッキ内にある間、これは「この

ターン、あなたがプレイするまたはプレイした

サマエルのちび助手１枚につき を得る（自

身を含む）。」を持つヒーローである。 

モンスター 

報酬： を得る。プレイヤーを１人選び、この

カードをそのプレイヤーの捨て札置場に置く。 

プレイヤーのデッキ内にある間、これは「この

ターン、あなたがプレイするまたはプレイした

サマエルのちび助手１枚につき を得る（自

身を含む）。」を持つヒーローである。 

モンスター 

報酬： を得る。プレイヤーを１人選び、この

カードをそのプレイヤーの捨て札置場に置く。 

プレイヤーのデッキ内にある間、これは「この

ターン、あなたがプレイするまたはプレイした

サマエルのちび助手１枚につき を得る（自

身を含む）。」を持つヒーローである。 

モンスター 

報酬： を得る。プレイヤーを１人選び、この

カードをそのプレイヤーの捨て札置場に置く。

プレイヤーのデッキ内にある間、これは「この

ターン、あなたがプレイするまたはプレイした

サマエルのちび助手１枚につき を得る（自

身を含む）。」を持つヒーローである。 

モンスター 

報酬： を得る。プレイヤーを１人選び、この

カードをそのプレイヤーの捨て札置場に置く。

プレイヤーのデッキ内にある間、これは「この

ターン、あなたがプレイするまたはプレイした

サマエルのちび助手１枚につき を得る（自

身を含む）。」を持つヒーローである。 

モンスター 

報酬： を得る。プレイヤーを１人選び、この

カードをそのプレイヤーの捨て札置場に置く。

プレイヤーのデッキ内にある間、これは「この

ターン、あなたがプレイするまたはプレイした

サマエルのちび助手１枚につき を得る（自

身を含む）。」を持つヒーローである。 

モンスター 

報酬： を得る。プレイヤーを１人選び、この

カードをそのプレイヤーの捨て札置場に置く。 

プレイヤーのデッキ内にある間、これは「この

ターン、あなたがプレイするまたはプレイした

サマエルのちび助手１枚につき を得る（自

身を含む）。」を持つヒーローである。 

モンスター 

報酬： を得る。プレイヤーを１人選び、この

カードをそのプレイヤーの捨て札置場に置く。 

プレイヤーのデッキ内にある間、これは「この

ターン、あなたがプレイするまたはプレイした

サマエルのちび助手１枚につき を得る（自

身を含む）。」を持つヒーローである。 

モンスター 

報酬： を得る。プレイヤーを１人選び、この

カードをそのプレイヤーの捨て札置場に置く。 

プレイヤーのデッキ内にある間、これは「この

ターン、あなたがプレイするまたはプレイした

サマエルのちび助手１枚につき を得る（自

身を含む）。」を持つヒーローである。 

モンスター 


