
 

 

 
さて、ボブ、君はどうだか知らないですけど、リーグに

新チームが参加して、私はすごく興奮してるんです

よ！ 

いやまったくだ、ジム。ダークソーサリー組合が

チーム監督連合に入って、死体の数が新記録を

突破しそうだぜ！ 

本当ですね、ボブ。ダークソーサリー組合のチーム

では、いい選手を倒すのは容易じゃないですから

ね。 

拡張セットの概要 
Sudden Death は Blood Bowl: Team Manager – The 

Card Game の拡張セットで、チーム監督連合の新たな分会

であるダークソーサリー組合（DSS：Dark Sorcery 
Syndicate）に属する 3 チームが登場します。また、この拡張

セットでは、カバルビジョンの契約による新たな得点の機会

や、事態を予測不可能にする魔法のボールが導入されます。

さらにこの拡張セットには、基本ゲームのデッキに加える新

たなスタッフアップグレード、チームアップグレード、ハイライ

ト、「スパイク！」誌カードが入っています。 

用具リスト 
 このルールシート 

 ユーロサイズのカード×84：  

 初期選手カード×36 （DSS の各チーム 12）  

 スター選手カード×25  

 ハイライトカード×15  

 「スパイク！」誌カード×8  

 小型カード×38  

 チームアップグレードカード×24  

 スタッフアップグレードカード×14  

 紙製トークン×42：  

 血液トークン×6  

 魔法のボールトークン×12  

 契約トークン×15  

 チームトークン×9 （DSS の各チーム 3） 

用具概要 
この項では、この拡張セットに入っている様々な用具を解

説します。 

開始選手カード 

この拡張セットの開始選手カードは、す

べてダークソーサリー組合（DSS：Dark 
Sorcery Syndicate）に所属します。この拡

張セットの各チームには、シーズンを開始する時点の開始プ

レイヤーカードが 12 枚ずつ入っています。 

スター選手カード 

このカードは DSS スター選手デッキにな

る、 も悪名高き選手や前途有望な略奪者

達です。 

ハイライトカード 

ハイライトデッキに様々なカードを

追加し、報酬の種類に契約を追加し

ます。 

「スパイク！」誌カード 

3 つの新たなヘッドラインと

ファーアルビオン・トーナメントを

ゲームに追加します。また、新たな

契約の報酬を有した、基本ゲーム

のトーナメントと入れ替えるカードも含まれています。 

チームアップグレードカード 

DSS の各チームには、対応するチー

ムアップグレードのカードが 6 枚ずつあ

り、各自のデッキになります。基本ゲー

ムの各チームに追加するカードも含まれ

ています。 

スタッフアップグレードカード 

これらのカードは、チームの拡張に

伴ってスタッフアップグレードデッキに追

加するためのカードです。 

チームトークン 

このトークンは、スター選手が自分以

外の種族のチームに属していることを示

します。この拡張セットの各チームには

チームトークンが 3 個ずつあります。 

血液トークン 

血液トークンはブラック・ファングの一部

のプレイヤーが獲得し、スターパワーを上げ

ます。 

  



 

 

魔法のボールトークン 

このボールトークンは選択ルールで、

基本ゲームのボールトークンと交換して使

用します。魔法のボールはそれぞれ、

ボールキャリアに各種の恩恵を与えます。 

契約トークン 

契約はこの拡張セットで登場する新たな

報酬の種類で、監督がマッチを勝利した場

合にファンを獲得する新たな方法です。 

この拡張セットの使い方 
Sudden Death 拡張セットを使う場合、この拡張セットの

すべてのカードと用具を Blood Bowl: Team Manager – 
The Card Game の基本ゲームに導入します（魔法のボー

ルは例外で、選択ルールです ― P4 参照）。この拡張セット

のほとんどのカードは、単に対応するデッキに加えてシャッ

フルします。以下の準備ステップは、基本ゲームのルールへ

の追加です。 

契約トークン：反則トークンプールを準備した後、監督は

この拡張の契約トークンをすべて 1 箇所に集め、裏向きに

（ファンの数を隠して）プレイエリアの脇に置いて混ぜ合わせ、

契約トークンのサプライプールとします。 

トーナメント：監督は、基本ゲームの「スパイク！」誌デッ

キから 4 枚のトーナメントカードを抜きます。これらのカード

は箱に戻し、この拡張セットの新たなトーナメントカードと入

れ替えます。 

ダークソーサリー組合の選手：監督は、「チームの選択」

ステップで、（基本ゲームのチームに加えて）DSS の 3 チー

ムのいずれかを選ぶことができるようになります。いずれか

の監督が DSS のチームを選んだ場合、DSS スター選手

カードをすべて確保し、シャッフルしてハイライトデッキの近く

に裏向きに置きます。 

血液トークン：いずれかの監督がブラック・ファングのチー

ムを選んだ場合、その監督は血液トークンを集め、自分の

チームデッキの隣にサプライを作っておきます。 

CWC と OWA のチーム：基本セットのチームを使う監督

は、この拡張セットに入っているそのチームのチームアップ

グレードカードを追加してシャッフルし、自分のチームアップ

グレードデッキを作ります。 

Sudden Death 拡張セットアイコン 

この拡張セットの各カードには、Sudden Death
のセットアイコンが描かれ、基本セットのカードと

区別ができるようになっています。 

 

ルール 
この項では、この拡張セットの新たなルールを解説しま

す。 

契約 

契約トークンは、監督がマッチからファンを

獲得する新たな手段です。監督はこのトークン

を、この拡張セットのハイライトカードやトーナ

メントカードにあるカバルビジョン契約アイコンによって獲得

します。 

スコアボードフェイズ中、各チームが報酬を獲得する時点

で、契約の報酬を獲得した監督は、ハイライトカードの報酬

セクションにあるカバルビジョン契約アイコン 1 つにつき、契

約トークンプールから契約トークンを（数値を見ずに）1 個ラ

ンダムに選んで獲得します。選ばれたトークンは（本人を含

む）どの監督にも公開されず、裏向きのままその監督のプレ

イエリアに置かれます。 

契約トークンはシーズンの終了までの裏向きのまま置か

れ、すべての監督の「ゲーム終了時」の能力が解決された

後にのみ公開されます。「ゲーム終了時」能力の解決後、監

督は自分の契約トークンをすべて公開し、そのトークンの合

計値の分のファンを獲得します。契約トークンは強化とはみ

なしません。 

監督がカバルビジョン契約の報酬を獲得する時点で契約

トークンがサプライに残っていない場合、その監督はただち

に を獲得しますが、契約トークンは受け取りません。 

契約トークン数 

 

選択スキル 

この拡張セットの選手カードの中

には、スキルアイコンが斜線で区切られているものがありま

す（ハイライトカードの報酬と同様）。スラッシュで区切られた

部分を、それぞれスキルセットと呼びます。複数のスキル

セットを持つ選手を参加させるたび、その監督はその選手が

どのスキルセットを持つかを選びます。例えば、ある選手の

カードに / がある場合、監督は か のどちらか一

方のスキルセットのみを選びます。両方は選べません。選ん

だら、監督は選んだスキルセットのみを使用できます。その

カードが場にある間、選ばなかった方のスキルセットは存在

しない物として扱います。 

監督は斜線で区切られた部分のすべてのスキルアイコン

を使用できます。例えば、ある選手のカードに / が

ある場合、監督は を 1 回使う、または 2 回使う、または

まったく使わないことができますし、あるいは を選んで 1
回使うか、またはまったく使わないこともできます。選んだス

キルに がある場合、監督はその選手に反則トークンを割

り振る義務があります。 



 

 

同様に、あるプレイヤーのスキルが複数の斜線で区切ら

れている場合、監督は斜線で区切られた部分 1 つのスキル

セットのみを使用できます。例えば、ある選手のスキルが 
/ / である場合、 か か のいずれか 1つのみ

を選べます。 

監督が使用するスキルセットを選んだ後、選ばなかった

部分のスキルは完全に無視されます。監督が選手をマッチ

に参加させるたび、その選手のどのスキルセットを選ぶかは

必ず選ぶ必要があります。そのスキルを実際に使用するか

どうかは関係がありません。 

ダウン時スキル 

この拡張セットの選手の中には、

選手のダウン時スターパワーの脇

にスキルアイコンが描かれている物があります。このアイコ

ンは、ダウン時スキルと呼ばれます。ダウン時スキルを持つ

選手がダウンするたび、そのダウンした選手の監督は、手番

の監督のターンを中断して、このスキルをただちに解決しま

す。選手のダウンジスキルをすべて解決した後、手番の監

督のターンが再開され、プレイしたカードの残ったスキルアイ

コンの解決を行います。 

別々な監督の選手が同時にダウンした場合、まず手番の

監督が 初にダウン時スキルを解決し、他の監督がその後

に実行します。 

ダウン時スキルは、スタンド時のスキルと同様に左から右

に解決します。反則は強制ですが、パス、スプリント、タック

ル、再生（後述）は任意です。監督がある選手のダウン時の

タックルのスキルを使用する場合、タックルの試みにおいて

ダウン時スターパワーを使用します。ダウンしているプレイ

ヤーは、ダウン時スキルがあっても、すべての能力は失いま

す。 

追加のスキルアイコン 

再生 

再生はこの拡張セットで登場する新たな

スキルで、この拡張セットの DSS のチーム

の執念深さを反映しています。 

再生は任意です。再生は、選手がマッチに参加した時点

では使用されません。これはダウン時スキルです。 

監督がダウンした選手の再生を使用することを選んだら、

ダイスを 2個ふり、そのうち1個の結果を適用します。適用し

たのが だった場合、監督はその選手をスタンド状態に戻

すことができます。それ以外の結果は無視します。 

監督が再生を使うことにした場合、その選手の他のダウ

ン時スキルと同様に、左から右に順番に実行する必要があ

ります。選手が再生スキルを使ってスタンド状態になった場

合、その再生スキルより後に発動するはずだったダウン時ス

キルは使用されず（その選手はもうダウン状態ではないた

め）、スタンド時のスキルは無視されます。 

血液トークン 

ブラック・ファングのチームの選手の中

には、「血の渇き」能力を持つものがあり、

それにより血液トークンを得ることがあります。選手が血液

トークンを得るたびに、監督はその選手の選手カードの上に

血液トークンを置きます。1 人の選手が複数の血液トークン

を得ることもあります。 

選手カード上の血液カウンター1 個につき、その選手のス

タンド時スターパワーとダウン時スターパワーの両方は 1 上

がります。血液トークンは、スコアボードフェイズの「ピッチの

撤収」ステップまでそのまま残り、その時点ですべての選手

カード上の血液カウンターがサプライに戻されます。 

血液トークンは、この拡張セットに入っている数が上限で

す。サプライの血液トークンが無くなってしまったら、それ以

上血液トークンを得られません。 

スコアボードフェイズ能力 

監督は、「勝者の決定」ステップの後に、マッチの勝敗に

よるファンを獲得する「スコアボードフェイズ」の能力をすべ

て解決します。 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

チーム 
ナガロス・ナイトメアズ：ダークエル

フは無慈悲なプレイヤーで、いつでも

相手の弱点を探し出してはそこにつけ

込み、素早い勝利の道を見つけ出しま

す――それにより競技がめちゃくちゃ

になろうと関係ありません。ダークエル

フのプレーヤーは、多才さと単純明快

な残忍さを武器としています。 

チャンピオンズ・オブ・デス：アンデッ

ドのプレイヤーにとっては、死ですら彼

らをピッチから引きはがすことはできま

せん！ ゾンビやスケルトンは 強の

選手というわけではないですが、彼ら

はほとんどあらゆる攻撃を受けきり、さ

らに復活してくるのです！ そして、ミイ

ラやワイトといった選手に立ち向かう

のは、相手にとっては悪夢でしかあり

ません。 

ブラック・ファングズ：ブラック・

ファングズの屈強な吸血鬼たちに、

慈悲の一語は存在しません――た

とえチームメイトに対してもです！ 
吸血鬼の選手が味方の奴隷選手に

食いついていないとすれば、彼らの

目は――そして牙も――相手に向

かっています。 



 

 

監督２人ゲーム 
監督が2人のゲームにおいては、基本ゲームのすべての

ルールに従った上で、以下の例外があります： 

「スパイク！」誌デッキの準備の際に、監督はこの拡張

セットのすべてのトーナメントカードをまとめてシャッフルしま

す。したがって、２人監督ゲームは５ラウンドで行われます。 

選択ルール 
以下のルールの採用は義務ではありません。すべての

監督が合意した場合、採用することができます。 

魔法のボール 

魔法のボールを加えることで、ボールの効果が変わり、

マッチが様々に変化します。この選択ルールを使用する場

合、準備の段階で基本ゲームのすべてのボールトークンを

箱に戻します。 

メンテナンスフェイズの「キックオフの準備」中に、開始監

督は魔法のボールトークンをすべて集めて裏向きにして混

ぜ合わせ、魔法のボールプールにします。その後、プール

からランダムに選んだボールを、各ハイライトとトーナメント

カードに1個ずつ置きます。このトークンは表向きに置かれ、

各マッチの効果が全員に分かるようにします。 

魔法のボールトークンは、（同点決着のルールに加え）ス

ターパワーかファンかスキルのいずれかの効果を持ちます。

各効果はボールキャリアに、以下の各種の恩恵を与えま

す。  

 スターパワー：スコアボードフェイズ

中にいずれかの選手がボールを保

持している場合、そのマッチの勝者

を決める段階で、そのチームの合計

スターパワーはその値だけ増えます。  

 ファン：スコアボードフェイズ中にいず

れかの選手がボールを保持している

場合、その選手の監督はボールに示

された数のファンを得ます。  

 スキル：ある選手がボールキャリアに

なるたび、その選手の監督は、手番

の監督のターンを中断してただちに

そのボールのスキルアイコンを使用

できます。スキルアイコンは通常の

ルールに従って解決されます。スキルの解決後、手

番の監督のターンが続行されます。 

注：選手が強制のスキルアイコン（反則等）を持つ魔法の

ボールトークンのボールキャリアになるたび、その選手の監

督はそのスキルを使用しなければなりません。 
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