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影の標的： ・ ・1 ：対象の、相手の呪盤
の展開呪文 1 つに消耗トークンを 1 個置く。 

「君はだまされたのだ。この世界には救う価値のある物など
無い」 
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・1 ：いずれかの相手の活性ダ
イスプールのダイスを 1 個、その相
手の消耗ダイスプールに移動す
る。 

・1 ：君の捨札の味方を 1 体
選ぶ。その味方を君の手札に加
え、その後君のフェニックスボーン
にその味方の攻撃力に等しいダ
メージを与える。 
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・ ・1 ：対象の、君の戦場のユニット
1 体に 1 ダメージを与える。そうした場合、対象
の、相手の戦場のユニット 1 体に 1 ダメージを
与えてよい。 

集中 1：両方のユニットが消耗していない場
合、ダメージの代わりに両方のユニット
に消耗トークンを 1 個置いてよい。 
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・ ・1 ・1 ：君の戦場に仮面の狼の魔
物を 1 体置く。 

集中 1：この能力の起動コストを ・ ・1 に
変えてよい。 

「お前を殺してしまえば、もうこいつらを見ることもなくなる」 
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・ ・1 ・1 ：君の戦場に偽の悪魔の魔

物を 1 体置く。 
「こいつはまったくの無だが、お前が恐れるすべてだ」 
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「私がいかほどの者か、まだ測ろうとしているのか」 
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君の捨札から味方カードを 1枚探して君の手札
に加える。 

「死んだからといって私への借りを返したわけではない」 
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この呪文は幻影能力を持つユニットにのみつ
けられる。このユニットは幻影能力を持たない
ものとみなされる。 
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この呪文は、君が支配するいずれかのユニット
が破壊された時にプレイしてよい。君の戦場に
眠り後家蜘蛛の魔物を 2 体まで置く。 
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この呪文は、君のフェニックスボーンが攻撃に
よりダメージを受けた後にプレイしてよい。対象
の、相手が支配するユニット1体に 6ダメージを
与える。 
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このラウンドの終了時に、このユニットを破壊す
る。破壊されたユニットが味方である場合、そ
れをゲームから取り除く。 

「死ぬだけでは足りない。お前が存在したことすら消し去る
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待ち伏せ 2：このユニットが場に出た時、対象
のユニット 1 体かフェニックスボーン 1 人に 2 ダ
メージを与えてよい。 
「矢がお前の頭を貫いた時、彼らがここにいたことに気づくんだろう。」 
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このカードは攻撃されているユニット 1体をガー
ドできる。 

幻影：このユニットがいずれかのユニットからの
攻撃や反撃によりダメージを受ける場合、この
ユニットを破壊する。 

このカードは攻撃されているユニット 1体をガー
ドできる。 

幻影：このユニットがいずれかのユニットからの
攻撃や反撃によりダメージを受ける場合、この
ユニットを破壊する。 

このカードは攻撃されているユニット 1体をガー
ドできる。 

幻影：このユニットがいずれかのユニットからの
攻撃や反撃によりダメージを受ける場合、この
ユニットを破壊する。 

  
False Demon 

19 

  

このカードは攻撃されているユニット 1体をガー
ドできる。 

幻影：このユニットがいずれかのユニットからの
攻撃や反撃によりダメージを受ける場合、この
ユニットを破壊する。 

このカードは攻撃されているユニット 1体をガー
ドできる。 

幻影：このユニットがいずれかのユニットからの
攻撃や反撃によりダメージを受ける場合、この
ユニットを破壊する。 

   
False Demon 

19 

  「抱卵期のある戦士はお気に入りだ」 「抱卵期のある戦士はお気に入りだ」 「抱卵期のある戦士はお気に入りだ」   Sleeping Widow 

  「抱卵期のある戦士はお気に入りだ」 「抱卵期のある戦士はお気に入りだ」 「抱卵期のある戦士はお気に入りだ」   Sleeping Widow 

 

       
         

 


