構築パワー
君のデッキにはデッキケースを 2 つとアクセ
サリーを 3 つ入れてよい。
流通市場からアクセサリーを買う時、3 ドル
少なく支払う（最低 1 ドル支払う）。

構築パワー
合成エリアからランダムなブロンズプロモ 1 枚
とシルバープロモ 1 枚を受け取ってゲームを開
始する。
カード合成のコストはカード 1 枚少なくなる。
カルディネ・コレクタ/Cardine Kolleckta

デクー・アプレンティ/Deques Applenti

トーナメントパワー
各トーナメントに 1 回、アクションとして、君
のアクセサリーを 1 つ表向きにしてよい。
トーナメントの終了時、デッキケースは 2 つ
とも得点する。

トーナメントパワー

トーナメントパワー

アクションとして、1 ドルを支払うことで、君の場の
カード 1 枚の上に トークンを 1 個置いてよい。
得点：他のすべてのプレイヤーの最も高い よ
り高い の君のカード 1 枚につき、10 を得る。
フルトン・スーツケース/Fulton Suitcase

カルディネ・コレクタ/Cardine Kolleckta

構築パワー

構築パワー

各メタデッキの一番上から 2 枚のカードをいつでも見てよ
い。
1 ラウンドに 1 回、2 つ目のメタが公開される前に、いずれ
か 1 つのメタデッキの一番上のカードをそのデッキの一
番下に置いて新たな一番上のカードを公開してよい。

君のデッキに追加でシングルを 2 枚入れてよい。
各構築フェイズに 1 回、流通市場のカードを
1 枚、支払いをせずに得てよい。君が売ったカー
ドは得られない。
シュア・ウェン・ナー/Shur Wen Na

パワー・クリープ/Power Creep

モーリー・カールドマン/Morrey Caardman

アクションとして、1 ターンに 1 回、ショップの一番
上のカードか流通市場のカード 1 枚を支払いを
せずに手札に加えてよい。そうした場合、君の手
札からカードを 1 枚公開し、その に等しい
を得て、それをショップの一番上に戻す。

フルトン・スーツケース/Fulton Suitcase

トーナメントパワー

アクション：このカードを君の場のカード 1 枚につける。この
カードがつけられている間、そのカードは相手の効果によっ
て裏返されない。このカードは場から捨てられない。
得点：このカードがつけられているカードの得点効果を 1 つ
発動する（最大 30 ）。

デクー・アプレンティ/Deques Applenti

構築パワー
流通市場にカードを売った時、追加で 2 ド
ル得る。
流通市場からカードを買う時、2 ドル少なく
支払う（最低 1 ドル支払う）。

構築パワー
構築フェイズの開始時に、追加で 15 ドル
得る。
1 ドル支払うことで、ショップエリアの裏向き
のカードを 1 枚見てよい。

トーナメントパワー
いずれかのメタのシンボルと一致するカー
ドを 1 枚プレイするたび、4 を得る。
得点：得点に成功したメタ 1 つにつき、追加
で 10 を得る。

トーナメントパワー
君がクラッシュのためにカードを公開した後、2 ドルを
支払うことで、それを捨てて次を公開してよい。これ
はクラッシュ 1 回につき 2 回まで行える。
君の場は右端に追加のシングルの枠を 1 つ持つ。
シュア・ウェン・ナー/Shur Wen Na

パワー・クリープ/Power Creep

モーリー・カールドマン/Morrey Caardman

メタゲームカード
すべてのプレイヤーは以下を実行する。
得点：君の場に表向きの 水のカードがあ
るなら、15 を得る。

メタゲームカード
すべてのプレイヤーは以下を実行する。
得点：君の場に表向きの 火のカードがあ
るなら、15 を得る。

メタゲームカード
すべてのプレイヤーは以下を実行する。
得点：君の場に表向きの 土のカードがあ
るなら、15 を得る。

水の強化/Water Boost

火の強化/Fire Boost

土の強化/Earth Boost

メタゲームカード
すべてのプレイヤーは以下を実行する。
得点：君の場に表向きの 風のカードがあ
るなら、15 を得る。

メタゲームカード
すべてのプレイヤーは以下を実行する。
得点：君の場に表向きの 光のカードがあ
るなら、15 を得る。

メタゲームカード
すべてのプレイヤーは以下を実行する。
得点：君の場に表向きの 闇のカードがあ
るなら、15 を得る。

風の強化/Air Boost

光の強化/Light Boost

闇の強化/Dark Boost

メタゲームカード
すべてのプレイヤーは以下を実行する。
得点：君の場に表向きの 兵士のカード
があるなら、15 を得る。

メタゲームカード
すべてのプレイヤーは以下を実行する。
得点：君の場に表向きの 魔道士のカー
ドがあるなら、15 を得る。

兵士の強化/Soldier Boost

メタゲームカード
すべてのプレイヤーは以下を実行する。
得点：君の場に表向きの 動物のカード
があるなら、15 を得る。

メタゲームカード
すべてのプレイヤーは以下を実行する。
得点：君の場に表向きの 民衆のカード
があるなら、15 を得る。

魔道士の強化/Mage Boost

メタゲームカード
すべてのプレイヤーは以下を実行する。
得点：君の場に表向きの 機械のカード
があるなら、15 を得る。

動物の強化/Animal Boost

民衆の強化/Citizen Boost

メタゲームカード
すべてのプレイヤーは以下を実行する。
得点：君の場に表向きの 神話のカード
があるなら、15 を得る。

機械の強化/Construct Boost

神話の強化/Myth Boost

友情

友情

友情

「おい、あんた最高だぜ！」

「おい、あんた最高だぜ！」

「おい、あんた最高だぜ！」

＋1

＋1
デクー・アプレンティ/Deques Applenti

＋1
デクー・アプレンティ/Deques Applenti

デクー・アプレンティ/Deques Applenti

友情

友情

友情

「ほら、バンドの次のステージのバックステージパスやるよ！」

「ほら、バンドの次のステージのバックステージパスやるよ！」

「親友は一緒にいなくちゃだめだよな？」

＋2

＋2
デクー・アプレンティ/Deques Applenti

＋3
デクー・アプレンティ/Deques Applenti

デクー・アプレンティ/Deques Applenti

友情

友情

友情

「このカードは友情の印にとっておいて」

「このカードは友情の印にとっておいて」

「このカードは友情の印にとっておいて」

＋1

＋1
カルディネ・コレクタ/Cardine Kolleckta

＋1
カルディネ・コレクタ/Cardine Kolleckta

カルディネ・コレクタ/Cardine Kolleckta

友情

友情

友情

「あなたの戦略は素晴らしいわ！」

「あなたの戦略は素晴らしいわ！」

「このカードはあなただけのために作ったのよ」

＋2

＋2
カルディネ・コレクタ/Cardine Kolleckta

＋3
カルディネ・コレクタ/Cardine Kolleckta

カルディネ・コレクタ/Cardine Kolleckta

友情

友情

友情

「邪悪なるヘルベインを持っていきたまえ。
百枚近くあるからね」

「邪悪なるヘルベインを持っていきたまえ。
百枚近くあるからね」

「邪悪なるヘルベインを持っていきたまえ。
百枚近くあるからね」

＋1

＋1
フルトン・スーツケース/Fulton Suitcase

＋1
フルトン・スーツケース/Fulton Suitcase

フルトン・スーツケース/Fulton Suitcase

友情

友情

友情

「このエグザルティウスを受け取るといい。君の物だ」

「このエグザルティウスを受け取るといい。君の物だ」

「私にとって君は千……いや、一万ミレニアムドル以上の
価値があるな！」

＋2

＋2
フルトン・スーツケース/Fulton Suitcase

フルトン・スーツケース/Fulton Suitcase

＋3
フルトン・スーツケース/Fulton Suitcase

友情

友情

友情

「お前に一つ借りができたって事だろうな」

「お前に一つ借りができたって事だろうな」

「お前に一つ借りができたって事だろうな」

＋1

＋1

モーリー・カールドマン/Morrey Caardman

＋1

モーリー・カールドマン/Morrey Caardman

モーリー・カールドマン/Morrey Caardman

友情

友情

友情

「そのまま頑張れ。
スポンサーになってやれるかもしらんぞ、小僧」

「そのまま頑張れ。
スポンサーになってやれるかもしらんぞ、小僧」

「俺がオープンしたばかりのショップを
お前が運営するってのはどうだ？」

＋2

＋2

モーリー・カールドマン/Morrey Caardman

＋3

モーリー・カールドマン/Morrey Caardman

モーリー・カールドマン/Morrey Caardman

友情

友情

友情

「コレハ計算不可能……ナゼ私ヲ助ケルノデショウカ？」

「コレハ計算不可能……ナゼ私ヲ助ケルノデショウカ？」

「コレハ計算不可能……ナゼ私ヲ助ケルノデショウカ？」

＋1

＋1
パワー・クリープ/Power Creep

＋1
パワー・クリープ/Power Creep

パワー・クリープ/Power Creep

友情

友情

友情

「私ノ感情ちっぷハ、コノ事象ニ対応スルヨウ
設計サレテイマセン」

「私ノ感情ちっぷハ、コノ事象ニ対応スルヨウ
設計サレテイマセン」

「コノ『友情』ノ値ハ計算デキマセン」

＋2

＋2
パワー・クリープ/Power Creep

＋3
パワー・クリープ/Power Creep

パワー・クリープ/Power Creep

友情

友情

友情

「君、イケるじゃない。でも手加減するとか思わないでよね！」

「君、イケるじゃない。でも手加減するとか思わないでよね！」

「君、イケるじゃない。でも手加減するとか思わないでよね！」

＋1

＋1
シュア・ウェン・ナー/Shur Wen Na

＋1
シュア・ウェン・ナー/Shur Wen Na

シュア・ウェン・ナー/Shur Wen Na

友情

友情

友情

「これは最高のデッキだわ！ 私のほどじゃないけどね！」

「これは最高のデッキだわ！ 私のほどじゃないけどね！」

「タッグチームのパートナーにならない？」

＋2

＋2
シュア・ウェン・ナー/Shur Wen Na

＋3
シュア・ウェン・ナー/Shur Wen Na

シュア・ウェン・ナー/Shur Wen Na

