レベルアップ：
各対戦相手は、カードを 2 枚選んで捨て
る。
アネレラク：かくれひそむリッチ/ANERERAK

レベルアップ：

レベルアップ：

レベルアップ：
部屋デッキか捨て札パイルからつよいモンスター部屋

レベルアップ：

対象の対戦相手 1 人は自分の手札を公開する。 捨て札パイルのカードを 2 枚選んで自分の カードを 1 枚探す。あなたはただちにその部屋を（宝物タ 各対戦相手は、自分のダンジョンの部屋を
カードを 1 枚奪ってあなたの手札に加える。
手札に加える。
1 つ選んで破壊する。
イプの一致する部屋の上に）建設してよい。
ドラキュロード：さいみんきゅうけつき/DRACULORD

ザイザックス：かいそのリッチ/XYZAX

キングゲコゲコ：げすいのおう/KING CROAK

ロボボ：いかりのゴーレム/ROBOBO

レベルアップ：
レベルアップ：
おろかものは魂が最も少ないプレイヤーの
レベルアップ：
レベルアップ：
部屋デッキか捨て札パイルからつよいトラップ部屋カード
呪文カードを 3 枚引いてよい。その場合、 町かヒーローデッキからヒーローを 1 人探し、それ を 1 枚探す。あなたはただちにその部屋を（宝物タイプの 町のヒーローを 1 人選ぶ。ただちにそのヒーローを ダンジョンに引き寄せられる。（同点の場
を自分のダンジョンの入口に置いてよい。
破壊し、裏向きにあなたの得点エリアに置く。
呪文カードを 1 枚捨てる。
合、彼は町に残る。）
一致する部屋の上に）建設してよい。
セルベラス：ちちなるずのう/CEREBELLUS

[トラップべや]

セドゥーシア：いろけのまじょ/SEDUCIA

[トラップべや]

クレオパトラ：ミイラのはは/CLEOPATRA

この部屋を破壊する：捨て札パイルのカー この部屋を破壊する：捨て札パイルのカー この部屋を破壊する：捨て札パイルのカー
ドを 1 枚選んで自分の手札に加える。
ドを 1 枚選んで自分の手札に加える。
ドを 1 枚選んで自分の手札に加える。
やみのしんでん/Dark Altar

[モンスターべや]

やみのしんでん/Dark Altar

[モンスターべや]

ゴルゴーナ：メドゥーシアの女王/GORGONA

[トラップべや]

[トラップべや]

1 ターンに 1 回、ヒーローがこの部屋で死亡した場合、捨 1 ターンに 1 回、ヒーローがこの部屋で死亡した場合、捨
て札パイルの部屋カードを 1 枚選んであなたの手札に加 て札パイルの部屋カードを 1 枚選んであなたの手札に加
える。
える。

やみのしんでん/Dark Altar

[モンスターべや]

おろかもの/The Fool

[トラップべや]

ひらいたはか/Open Grave

[モンスターべや]

ひらいたはか/Open Grave

[モンスターべや]

1 ターンに 1 回、ヒーローがこの部屋で死亡した場合、対 1 ターンに 1 回、ヒーローがこの部屋で死亡した場合、対

この部屋の建設時、対戦相手を 1 人選ぶ。その対戦 この部屋の建設時、対戦相手を 1 人選ぶ。その対戦 この部屋の建設時、対戦相手を 1 人選ぶ。その対戦
戦相手を 1 人選ぶ。その対戦相手の手札から、部屋か 戦相手を 1 人選ぶ。その対戦相手の手札から、部屋か
相手は呪文カードを 1 枚無作為に選んで捨てる。
相手は呪文カードを 1 枚無作為に選んで捨てる。
相手は呪文カードを 1 枚無作為に選んで捨てる。
呪文のカードを 1 枚無作為に選んで奪う。
呪文のカードを 1 枚無作為に選んで奪う。
しりょうのせいいき/Specter's Sanctum

[モンスターべや]

しりょうのせいいき/Specter's Sanctum

[モンスターべや]

しりょうのせいいき/Specter's Sanctum

[モンスターべや]

サキュバスおんせん/Succubus Spa

[つよいモンスターべや]

サキュバスおんせん/Succubus Spa

[つよいモンスターべや]

1 ターンに 1 回、ヒーローがこの部屋で死亡した場合、対
1 ターンに 1 回、ヒーローがこの部屋で死亡した場合、負 1 ターンに 1 回、ヒーローがこの部屋で死亡した場合、負
1 ターンに 1 回、部屋カードを 2 枚捨てて、捨て札パイル 1 ターンに 1 回、部屋カードを 2 枚捨てて、捨て札パイル
戦相手を 1 人選ぶ。その対戦相手の手札から、部屋か
傷を 1 枚回復してよい（あなたの負傷を 1 枚裏返し、魂 傷を 1 枚回復してよい（あなたの負傷を 1 枚裏返し、魂
の部屋カードを 1 枚選んであなたの手札に加えてよい。 の部屋カードを 1 枚選んであなたの手札に加えてよい。
呪文のカードを 1 枚無作為に選んで奪う。
の合計に加える。）。
の合計に加える。）。
サキュバスおんせん/Succubus Spa

[モンスターべや]

この部屋の隣のモンスター部屋は

ドラコリッチのねぐら/ Dracolich Lair

[モンスターべや]

この部屋の隣のモンスター部屋は

ゴブリンのぶき/ Goblin Armory

[モンスターべや]

ドラコリッチのねぐら/ Dracolich Lair

[モンスターべや]

この部屋の隣のモンスター部屋は

ゴブリンのぶき/ Goblin Armory

[モンスターべや]

きゅうけつきじょろうべや/Vampire Bordello

[モンスターべや]

1 ターンに 1 回、ヒーローがこの部屋で死 1 ターンに 1 回、ヒーローがこの部屋で死
亡した場合、部屋カードを 1 枚引く。
亡した場合、部屋カードを 1 枚引く。

ゴブリンのぶき/ Goblin Armory

[モンスターべや]

ゴーレムこうじょう/ Golem Factory

[モンスターべや]

1 ターンに 1 回、ヒーローがこの部屋で死 ヒーローがこの部屋に最初に入ったとき、 ヒーローがこの部屋に最初に入ったとき、 けっきょじんのどうくつの上にはつよい部
亡した場合、部屋カードを 1 枚引く。
そのヒーローを 1 部屋戻す。
そのヒーローを 1 部屋戻す。
屋は建設できない。
ゴーレムこうじょう/ Golem Factory

[モンスターべや]

けっきょじんのどうくつの上にはつよい部
屋は建設できない。
けっきょじんのどうくつ/ Neanderthal Cave

[モンスターべや]

ミノタウロスのめいろ/ Minotaur's Maze

[つよいモンスターべや]

きゅうけつきじょろうべや/Vampire Bordello

[モンスターべや]

ミノタウロスのめいろ/ Minotaur's Maze

[つよいモンスターべや]

けっきょじんのどうくつ/ Neanderthal Cave

[つよいモンスターべや]

ゴーレムこうじょう/ Golem Factory

[モンスターべや]

けっきょじんのどうくつの上にはつよい部
屋は建設できない。
けっきょじんのどうくつ/ Neanderthal Cave

[つよいモンスターべや]

1 ターンに 1 回、あなたが他のモンスター部屋を 1 ターンに 1 回、あなたが他のモンスター部屋を この部屋のダメージは、あなたのダンジョン この部屋のダメージは、あなたのダンジョン
建設したとき、部屋カードを 1 枚引く。
建設したとき、部屋カードを 1 枚引く。
のモンスター部屋の数に等しい。
のモンスター部屋の数に等しい。
もうじゅうどうぶつえん / Beast Menagerie

[モンスターべや]

もうじゅうどうぶつえん / Beast Menagerie

[モンスターべや]

モンスターのダンスホール/ Monster's Ballroom

[トラップべや]

モンスターのダンスホール/ Monster's Ballroom

[トラップべや]

1 ターンに 1 回、ヒーローがこの部屋で死亡した 1 ターンに 1 回、ヒーローがこの部屋で死亡した 1 ターンに 1 回、ヒーローがこの部屋で死亡した この部屋の建設時、呪文カードを 2 枚引いてよ この部屋の建設時、呪文カードを 2 枚引いてよ
場合、呪文カードを 1 枚引いてよい。
場合、呪文カードを 1 枚引いてよい。
場合、呪文カードを 1 枚引いてよい。
い。その場合、呪文カードを 1 枚捨てる。
い。その場合、呪文カードを 1 枚捨てる。
のうみそすいのむれ/ Brainsucker Hive

[トラップべや]

のうみそすいのむれ/ Brainsucker Hive

[トラップべや]

のうみそすいのむれ/ Brainsucker Hive

[トラップべや]

やみのけんきゅうじょ/ Dark Laboratory

[モンスターべや]

やみのけんきゅうじょ/ Dark Laboratory

[モンスターべや]

この部屋の建設時、呪文カードを 2 枚引いてよ あなたのターンの開始時、部屋デッキからカード あなたのターンの開始時、部屋デッキからカード 1 ターンに 1 回、部屋カードを 1 枚捨てて 1 ターンに 1 回、部屋カードを 1 枚捨てて
い。その場合、呪文カードを 1 枚捨てる。
を引く代わりに呪文デッキから引いてよい。
を引く代わりに呪文デッキから引いてよい。
呪文カードを 1 枚引いてよい。
呪文カードを 1 枚引いてよい。
やみのけんきゅうじょ/ Dark Laboratory

[モンスターべや]

1 ターンに 1 回、部屋カードを 1 枚捨てて
呪文カードを 1 枚引いてよい。
まじょのだいどころ/ Witch's Kitchen

[トラップべや]

のろわれたしょこ/ Haunted Library

[つよいトラップべや]

のろわれたしょこ/ Haunted Library

[つよいトラップべや]

1 ターンに 1 回、対戦相手が呪文カードをプレイした時、 1 ターンに 1 回、対戦相手が呪文カードをプレイした時、
呪文カードを 1 枚捨ててその効果をキャンセルしてよい。 呪文カードを 1 枚捨ててその効果をキャンセルしてよい。
ぜんちのめ/ All-Seeing Eye

[トラップべや]

ぜんちのめ/ All-Seeing Eye

[トラップべや]

まじょのだいどころ/ Witch's Kitchen

[つよいモンスターべや]

まじょのだいどころ/ Witch's Kitchen

[つよいモンスターべや]

1 ターンに 1 回、あなたが呪文カードをプレ 1 ターンに 1 回、あなたが呪文カードをプレ
イしたとき、呪文カードを 1 枚引く。
イしたとき、呪文カードを 1 枚引く。
ライガーのすあな/ Liger's Den

[トラップべや]

ライガーのすあな/ Liger's Den

[トラップべや]

この部屋を破壊する：この部屋のヒーロー この部屋を破壊する：この部屋のヒーロー この部屋を破壊する：この部屋のヒーロー あなたのダンジョンの他の部屋を 1 つ破壊する： あなたのダンジョンの他の部屋を 1 つ破壊する：
この部屋のヒーローに与えるダメージを+5。
この部屋のヒーローに与えるダメージを+5。
を死亡させる。
を死亡させる。
を死亡させる。
そこなしあな/ Bottomless Pit

[トラップべや]

そこなしあな/ Bottomless Pit

[トラップべや]

そこなしあな/ Bottomless Pit

[トラップべや]

きょせきのさか/ Boulder Ramp

[トラップべや]

きょせきのさか/ Boulder Ramp

[トラップべや]

あなたのダンジョンの次の部屋がトラップ部屋で あなたのダンジョンの次の部屋がトラップ部屋で あなたのダンジョンの次の部屋がトラップ部屋で この部屋を破壊する：ターン終了時まで、あなた この部屋を破壊する：ターン終了時まで、あなた
ある場合、それを
ある場合、それを
ある場合、それを
のダンジョンの部屋の宝物の値を 2 倍にする。 のダンジョンの部屋の宝物の値を 2 倍にする。
めまいガスのつうろ/ Dizzygas Hallway

めまいガスのつうろ/ Dizzygas Hallway

めまいガスのつうろ/ Dizzygas Hallway

おおあたりのそうこ/ Jackpot Stash

おおあたりのそうこ/ Jackpot Stash

[つよいトラップべや]

[トラップべや]

[つよいトラップべや]

[つよいトラップべや]

[つよいトラップべや]

あなたのダンジョンの他の部屋を 1 つ破壊する：ターン終 あなたのダンジョンの他の部屋を 1 つ破壊する：ターン終
了時まで、あなたのすべての部屋を

この部屋を破壊する：ターン終了時まで、あなた あなたのダンジョンの他の部屋が破壊され あなたのダンジョンの他の部屋が破壊され
了時まで、あなたのすべての部屋を
のダンジョンの部屋の宝物の値を 2 倍にする。 たとき、部屋カードを 2 枚引いてよい。
たとき、部屋カードを 2 枚引いてよい。
おおあたりのそうこ/ Jackpot Stash

[モンスターべや]

リサイクルセンター/ Recycling Center

リサイクルセンター/ Recycling Center

[トラップべや]

この部屋の建設時、あなたはいずれか 1 つのダ この部屋の建設時、あなたはいずれか 1 つのダ この部屋の建設時、ただちに追加で部屋
ンジョンの 2 つの部屋の配置を入れ替えてよい。 ンジョンの 2 つの部屋の配置を入れ替えてよい。 を 1 つ建設してよい。
ムカデのトンネル/ Centipede Tunnel

[モンスターべや]

ぶちこわしマシン/ The Crushinator

[トラップべや]

[モンスターべや]

ムカデのトンネル/ Centipede Tunnel

この部屋の建設時、ただちに追加で部屋 （この部屋は 4 つすべての宝物タイプを持
を 1 つ建設してよい。
つ。）

こうじげんば/ Construction Zone

[モンスターべや]

ぶちこわしマシン/ The Crushinator

[モンスターべや]

こうじげんば/ Construction Zone

[トラップべや]

ドラゴンふかじょう/ Dragon Hatchery

[トラップべや]

[トラップべや]

（この部屋は 4 つすべての宝物タイプを持 （この部屋は 4 つすべての宝物タイプを持 この部屋の建設時、町のふつうのヒーローを 1 人選び、 この部屋の建設時、町のふつうのヒーローを 1 人選び、 この部屋の建設時、捨て札パイルのモンスター
そのヒーローをあなたの部屋のダンジョンの入口に置く。 そのヒーローをあなたの部屋のダンジョンの入口に置く。 部屋を 1 つ選び、それをあなたの手札に加える。
つ。）
つ。）
ドラゴンふかじょう/ Dragon Hatchery

[トラップべや]

ミミックきんこ/ Mimic vault

ドラゴンふかじょう/ Dragon Hatchery

[トラップべや]

ミミックきんこ/ Mimic vault

[モンスターべや]

[トラップべや]

かいぶつのぞう/ Monstrous Monument

[モンスターべや]

この部屋を破壊する：いずれかの対戦相手の得点エリア この部屋を破壊する：いずれかの対戦相手の得点エリア
の死亡しているヒーローを 1 人選ぶ。それをそのプレイ
ヤーのダンジョンの入口に戻す。

この部屋の建設時、捨て札パイルのモンスター この部屋を破壊する：対戦相手を 1 人選ぶ。その対 この部屋を破壊する：対戦相手を 1 人選ぶ。その対
の死亡しているヒーローを 1 人選ぶ。それをそのプレイ
部屋を 1 つ選び、それをあなたの手札に加える。 戦相手は部屋カードを 1 枚無作為に選んで捨てる。 戦相手は部屋カードを 1 枚無作為に選んで捨てる。 ヤーのダンジョンの入口に戻す。
ごうもんべや/ Torture Chamber

かいぶつのぞう/ Monstrous Monument

ターン終了時まで、トラップ部屋
1 つを
めっさつへいき/ Annihildtor

あなたのダンジョンの部屋を 1 つ
破壊する。その部屋のヒーローを
破壊する。
らくばん/ Cave-In

ターン終了時まで、トラップ部屋
1 つを
めっさつへいき/ Annihildtor

宣言されたばかりの呪文カードを 1 つ選ぶ。
その呪文カードの効果をキャンセルする。
（キャンセルされた呪文カードは捨て札パイ
ルに送る。）
うちけしじゅもん/ Counterspell

ごうもんべや/ Torture Chamber

いずれかの対戦相手のダンジョンのヒー
ローを 1 人選ぶ。ターン終了時まで、その
ヒーローを
あんさつしゃ/ Assassin

いずれかの対戦相手のダンジョンのヒー
ローを 1 人選ぶ。ターン終了時まで、その
ヒーローを
あんさつしゃ/ Assassin

宣言されたばかりの呪文カードを 1 つ選ぶ。
あなたのダンジョンのヒーロー1 人にＸ
その呪文カードの効果をキャンセルする。
ダメージを与える。Ｘはあなたのダン
（キャンセルされた呪文カードは捨て札パイ
ジョンの部屋の数に等しい。
ルに送る。）
うちけしじゅもん/ Counterspell

ひろうこんぱい/ Exhaustion

ゾンビのろうごく/ Zombie Prison

あなたのダンジョンの部屋を 1 つ
破壊する。その部屋のヒーローを
破壊する。
らくばん/ Cave-In

いずれかのダンジョンのヒーロー
を 1 人選び、そのヒーローを町に
戻す。
きょうふ/ Fear

いずれかのダンジョンのヒーロー いずれかのダンジョンの部屋を 1 つ選 いずれかのダンジョンの部屋を 1 つ選 いずれかのダンジョンの部屋を 1 つ選 いずれかのダンジョンの部屋を 1 つ選
を 1 人選び、そのヒーローを町に び、それを不能状態にする。（それを び、それを不能状態にする。（それを び、それを不能状態にする。（それを び、それを不能状態にする。（それを
ターン終了時まで横向きにする。）
ターン終了時まで横向きにする。）
ターン終了時まで横向きにする。）
ターン終了時まで横向きにする。）
戻す。
きょうふ/ Fear

どうさていし/ Freeze

どうさていし/ Freeze

どうさていし/ Freeze

どうさていし/ Freeze

ターン終了時まで、モンスター部 ターン終了時まで、モンスター部 すべてのプレイヤーは手札を捨 すべてのプレイヤーは手札を捨 このターン、部屋は建設できな
て、その後呪文カード 1 枚と部屋 て、その後呪文カード 1 枚と部屋 い。裏向きの部屋はすべて持ち
屋 1 つを
屋 1 つを
カード 2 枚を引く。
カード 2 枚を引く。
主の手札に戻る。
ちょうおおがた/ Giant Size

ちょうおおがた/ Giant Size

きけんのせとぎわ/ Jeopardy

きけんのせとぎわ/ Jeopardy

コボルドのストライキ/ Koboid Strike

あなたの部屋の数よりも部屋が多い あなたの部屋の数よりも部屋が多い 町のヒーローを 1 人選ぶ。その 町のヒーローを 1 人選ぶ。その あなたの得点エリアの裏向きのヒー
対戦相手がいる場合、このターン追加 対戦相手がいる場合、このターン追加 ヒーローをあなたのダンジョンの ヒーローをあなたのダンジョンの ローを 1 人選び、それをゲームから取
で部屋を 1 つ建設してよい。
で部屋を 1 つ建設してよい。
り除く。呪文カードを 2 枚引く。
入口に置く。
入口に置く。
やるき/ Motivation

あなたのダンジョンのヒーロー1 人を、あなた
のダンジョンの最初の部屋に戻す。（この
ターン、それはあなたのダンジョンの移動を
続ける。）
しゅんかんいどう/ Teleportation

やるき/ Motivation

あなたのダンジョンのヒーロー1 人を、あなた
のダンジョンの最初の部屋に戻す。（この
ターン、それはあなたのダンジョンの移動を
続ける。）
しゅんかんいどう/ Teleportation

プリンセスききいっぱつ/ Princess In Peril

プリンセスききいっぱつ/ Princess In Peril

たましいのしゅうかく/ Soul Harvest

あなたの魂の数よりも魂が 2 つ以上多いプレイ いずれかの対戦相手の得点エリアの死亡してい いずれかの対戦相手の得点エリアの死亡してい
ヤーを 1 人選ぶ。このターン、そのプレイヤーのダ るヒーローを 1 人選ぶ。そのヒーローをそのプレイ るヒーローを 1 人選ぶ。そのヒーローをそのプレイ
ヤーのダンジョンの入口に戻す。ターン終了時ま ヤーのダンジョンの入口に戻す。ターン終了時ま
ンジョンにはヒーローは侵入しない。（そのプレイ
ヤーのダンジョンの入口のヒーローは、そこにとどまる。） で、それを
で、それを
びびり/ Trepidation

ゾンビのしゅうげき/ Zombie Attack

ゾンビのしゅうげき/ Zombie Attack

ゾンビのろうごく/ Zombie Prison

※ Kickstarter 限定カード
レベルアップ：
ゲームの残りの間、このボスはさらに
を持つ。
キラックス：もんのばんにん/KIRAX

レベルアップ：
いずれかの対戦相手の得点エリアにあるふつうのヒー
ローを 1 枚選び、それをあなたの得点エリアに裏向きに置
いてよい。
コーニー：はかをあらすもの/KAW'NEE

レベルアップ：
レベルアップ：
ダンジョンを 1 つ選ぶ。そのダンジョンの部 呪文デッキの中から呪文カードを 1 枚探し
屋の配置を並べ直してよい。
てあなたの手札に加えてよい。
ヘルカウ：ぎゅうじるおやぶん/HELLCOW

レベルアップ：

ちえものきょうだい：そうとうのかいぶつ/THE BROTHERS WISE

レベルアップ：

ゲームの残りの間、あなたのダンジョンの
最後の部屋は
サイズ：きゅうきょくへいき/SCYTHE

ゲームの残りの間、あなたは
を得る。
ジャリン：たましいをもとめるもの/JARIN

[モンスターべや]
レベルアップ：
ターン終了時まで、あなたのダンジョンのす この部屋はすごいヒーローに 2 倍のダメー
べての部屋の宝物の値を 2 倍にしてよい。 ジを与える。

ヒーローがこの部屋に入る前に自身の体力の半分以上のダ
メージを受けている場合、この部屋はそのヒーローに＋2 ダ
メージを与える。

グールじょう/Ghoulyard

サメのすいそう/Shark Tank

エリコン：ありたいほうのドラゴトロルのおう/ELICON

[トラップべや]

あしんは最も負傷の少ないボスモンスター
ヒーローがこの部屋を生き残った場合、ターン終 のダンジョンに引き寄せられる。（同点の場
[トラップべや]

この部屋の建設時、いずれかのダンジョンの部屋を 1 つ
不能状態にする。（それをターン終了時まで横向きにす
了時までこの部屋はダメージを与えない。
る。）
ほねのクランク/Bone Crank

ドット・リンカーンが町に現れた時、各プレイヤーは呪文を
3 枚まで引いてよい。引き寄せフェイズ中、ドット・リンカー
ンは手札のカードが最も多いプレイヤーのダンジョンに引
き寄せられる。
ドット・リンカーン/Pixel Lincoln

町にいるヒーローを 1 人選ぶ。そ
れをいずれかの対戦相手のダン
ジョンの入り口に置く。
じゃあくのてさき/Agent of Evil

このカードをあなたの得点エリアに置く。あな
たが裏向きの僧侶と戦士と魔法使いと盗賊
を持っているかぎり、これは
の価値を持つ。
ぜんめつ/T.P.K.

[モンスターべや]

なまゴミあっしゅくき/Trash Compactor

合、差が付くまで町で待つ。）
あしん/Demigod

このヒーローは、魔法使いと盗賊の宝物の合計数が最も高い
このヒーローは、戦士と僧侶の宝物の合計数が最も高いダン
ダンジョンに引き寄せられる。
ジョンに引き寄せられる。

このヒーローはすべての部屋の能力テキストを無視する。
モンスター部屋がこのヒーローに与えるダメージを－1。
ダンジョンにいる間、部屋の起動能力は使用できない。
わなし/Trap Master

モンスターかりうど/Monster Hunter

