プレイ：このカードの がすぐ左のカードよ
りも低い場合、このカードよりも左のカード
1 枚につき、5 を得る。

プレイ：このカードの がすぐ左のカードよ
りも低い場合、このカードよりも左のカード
1 枚につき、5 を得る。

プレイ：このカードの がすぐ左のカードよ
りも低い場合、このカードよりも左のカード
1 枚につき、5 を得る。

彼は世界を下っていく。

彼は世界を下っていく。

彼は世界を下っていく。

船乗りカロン/Charon the Boatman

船乗りカロン/Charon the Boatman

船乗りカロン/Charon the Boatman

プレイ：このカードの がすぐ左のカードよ
りも低い場合、君の場のすべてのカードを
裏返し、30 を得る。

プレイ：このカードの がすぐ左のカードよ
りも低い場合、各プレイヤーは自分の一番
左のカードを裏返し、君は 18 を得る。

プレイ：このカードの がすぐ左のカードよ
りも低い場合、他の各プレイヤーは自分の
が一番高いカードを 1 枚裏返し、君は
18 を得る。

ヘルゲートの守護者、ケルベロス/Hellgate Guardian Cerberus

「真面目に考えすぎなんじゃないか、おっさん」
デビル/The Devil

「聖なる物など何もない――わしを除いてはな！」
教皇バトル十三世/Pope Battle XIII

プレイ：このカードの がすぐ左のカードよ
りも低い場合、君の場のすべてのカードを
裏返し、30 を得る。

プレイ：このカードの がすぐ左のカードよ
りも低い場合、各プレイヤーは自分の一番
左のカードを裏返し、君は 18 を得る。
ヘルゲートの守護者、ケルベロス/Hellgate Guardian Cerberus

「真面目に考えすぎなんじゃないか、おっさん」
デビル/The Devil

プレイ：このカードの がすぐ左のカードよ
りも低い場合、他の各プレイヤーは自分の
が一番高いカードを 1 枚裏返し、君は
18 を得る。
「聖なる物など何もない――わしを除いてはな！」
教皇バトル十三世/Pope Battle XIII

プレイ：10 を得る。このカードの がす
ぐ左のカードよりも低い場合、さらに 25
を得る。
＊

元ネタは叙事詩。
ダンテ＊/Dante＊

デッキケース
得点：君の場のカードの、 の最大と最小
の差の 4 倍に等しい を得る（最大
45 ）。

デッキケース
得点：君の場のカードの、 の最大と最小
の差の 4 倍に等しい を得る（最大
45 ）。

罪は償われねばならんのだよ、レーム・ダック。

罪は償われねばならんのだよ、レーム・ダック。

カード懺悔室/Card Confessional

カード懺悔室/Card Confessional

プレイ：ショップの一番上のカードを公開す
る。それにタイプがあるなら、各プレイヤー
はそのタイプのすべてのカードを裏返す。
これにより裏返したカード 1 枚につき、君は
4 を得る（最大 40 ）。

プレイ：ショップの一番上のカードを公開す
る。それにタイプがあるなら、各プレイヤー
はそのタイプのすべてのカードを裏返す。
これにより裏返したカード 1 枚につき、君は
4 を得る（最大 40 ）。

プレイ：ショップの一番上のカードを公開す
る。それにタイプがあるなら、各プレイヤー
はそのタイプのすべてのカードを裏返す。
これにより裏返したカード 1 枚につき、君は
4 を得る（最大 40 ）。

傍迷惑なメテオ/Vex Meteor

傍迷惑なメテオ/Vex Meteor

傍迷惑なメテオ/Vex Meteor

持続：このカードはすべての属性に数える
（得点中を除く）。
得点：君の場の属性 1 種類につき、3 を
得る。

トップ：君は流通市場のシングルを手札に
あるかのようにプレイしてよい。きみはこれ
によりプレイされたカードを所有する。流通
市場にシングルがあるかぎり、君は手札の
カードをプレイできない。

プレイ：ショップの一番上のカードを公開す
る。それに属性があるなら、各プレイヤー
はその属性のすべてのカードを裏返す。こ
れにより裏返したカード 1 枚につき、君は
4 を得る（最大 40 ）。

憎悪の欠片/Shards of Hate

ウルウナズ/Uruunaz

プレイ：ショップの一番上のカードを公開す
る。それに属性があるなら、各プレイヤー
はその属性のすべてのカードを裏返す。こ
れにより裏返したカード 1 枚につき、君は
4 を得る（最大 40 ）。

大いなる側室、ウズメ/Uzume, Grand Concubunny

持続：このカードはすべての属性に数える
（得点中を除く）。
得点：君の場の属性 1 種類につき、3 を
得る。
憎悪の欠片/Shards of Hate

ウルウナズ/Uruunaz

トップ：いずれかのプレイヤーがクラッシュ
かカードの効果の対象を選ぶ場合、代わり
に君がその対象を選ぶ（その対象も適正
であること）。
コーリー姫/Princess Cory

トップ：君は流通市場のシングルを手札に
あるかのようにプレイしてよい。きみはこれ
によりプレイされたカードを所有する。流通
市場にシングルがあるかぎり、君は手札の
カードをプレイできない。
大いなる側室、ウズメ/Uzume, Grand Concubunny

デッキケース

デッキケース

持続：君のターンの開始時、君はショップの一番
上を見てよい。それをショップの一番下に置くか、
一番上に戻すか、君の手札に加える。それを手
札に加えた場合、18
を得て、このカードを裏
返す。

持続：君のターンの開始時、君はショップの一番
上を見てよい。それをショップの一番下に置くか、
一番上に戻すか、君の手札に加える。それを手
札に加えた場合、18
を得て、このカードを裏
返す。

地獄の灼熱箱/Ardent Box of the Underworld

地獄の灼熱箱/Ardent Box of the Underworld

プレイ：君の場の表向きのカードの の合
計が 20 以上なら、君の表向きの各カード
に トークンを 2 個置く。

プレイ：君の場の表向きのカードの の合
計が 20 以上なら、君の表向きの各カード
に トークンを 2 個置く。

プレイ：君の場の表向きのカードの の合
計が 20 以上なら、君の表向きの各カード
に トークンを 2 個置く。

「君のデュエリストパワーでミレニアム・マスターが呼び出せる
なんて、本当に信じてるのかい？」

「君のデュエリストパワーでミレニアム・マスターが呼び出せる
なんて、本当に信じてるのかい？」

「君のデュエリストパワーでミレニアム・マスターが呼び出せる
なんて、本当に信じてるのかい？」

もたらす者、ディールア/DeeLuhr The Provider

プレイ：君の場の表向きのカードの
計が 25 以上なら、30 を得る。

の合

「ありえん……奴のデュエリストレベルは……えーと……25 以
上だと！」
脅威のレイディカウル/Raydicowl, the Awesome

もたらす者、ディールア/DeeLuhr The Provider

プレイ：君の場の表向きのカードの の合計
が 30 以上なら、各相手は自分の が一番
高いカードを 1 枚裏返す。これにより裏返され
たカードの の合計に等しい を得る。
「今年はセットのローテーションを早めるようだね……」
弱体化する者、ナーフバット/Nurf'bat, the Neutralizer

もたらす者、ディールア/DeeLuhr The Provider

得点：君の場の表向きのカードの
計が 35 以上なら、40 を得る。

の合

「我が力は星を超えている！」
猛き者、トウプティアー/Taupteer, the Mighty

プレイ：君の場の表向きのカードの
計が 25 以上なら、30 を得る。

の合

「ありえん……奴のデュエリストレベルは……えーと……25 以
上だと！」
脅威のレイディカウル/Raydicowl, the Awesome

プレイ：君の場の表向きのカードの の合計
が 30 以上なら、各相手は自分の が一番
高いカードを 1 枚裏返す。これにより裏返され
たカードの の合計に等しい を得る。

得点：君の場の表向きのカードの
計が 35 以上なら、40 を得る。

の合

「我が力は星を超えている！」
猛き者、トウプティアー/Taupteer, the Mighty

「今年はセットのローテーションを早めるようだね……」
弱体化する者、ナーフバット/Nurf'bat, the Neutralizer

プレイ：君の場の表向きのカードの の合計が
40 以上なら、公開されているメタゲームカードをす
べて捨て、30 を得る（このトーナメント中は、どの
プレイヤーもメタゲームによる得点を得られない）。
「新しいメタゲームはどうだ？ 我が絶対的力が常に勝つのだ
がな。ムハハハハハハ!!!」
制圧する者、ブローキン/Bro'kin, the Overpowered

デッキケース

デッキケース

得点：君の場の表向きのカードの の合計
10 につき（端数切り捨て）、12 を得る（最大
72 ）。

得点：君の場の表向きのカードの の合計
10 につき（端数切り捨て）、12 を得る（最大
72 ）。

「カードゲームの黎明に封印されたミレニアム・マスター達は、
世界最強のデュエリストの呼び出しにのみ従う」

「カードゲームの黎明に封印されたミレニアム・マスター達は、
世界最強のデュエリストの呼び出しにのみ従う」

純金製コレクターズボックス/Solid Gold Collector's Tin

プレイ：このカードと隣のカードの位置を入れ
替える。
得点：このカードの両隣のカードの の合計
の 2 倍に等しい を得る。

プレイ：35
裏返し：45

を得る。
を失う。

純金製コレクターズボックス/Solid Gold Collector's Tin

トップ：プレイ効果は発動しない。プレイ効
果がこの効果によって防がれるたび、
15 を得る。

「我はエラーだ」
エラー・フィン/Error Finn

「戦う船をくれ！」
大提督、デュアーステン/Grand Admiral Duersten

「誰でも“ポー”フェクトになれるわけじゃないけど、目指すのは
かまわないだろう」
Mr. RJ・“ポー”フェクト/Mr. RJ POfect

次：君が次のカードをプレイした後、各プレ
イヤーはその の 5 倍に等しい を失
う。
「みんなまだハッピーなのか？」
Dr.スマイル/Dr. Smile

持続：君が 土カードをプレイするたび、この
カードに トークンを 1 個置く。
得点：このカードの トークン 1 個につき、
10 を得る（最大 35 ）。

持続：君の他のカードは相手の効果によっ
て裏返されない。君が君の場のカードを裏
がえすたび、10 を得る。
「失せろ！ ここじゃ俺が主役なんだ！」
プロタ・ゴ＝ニズト/Prota Go'Niztt

水晶は当初はおまけに過ぎなかったが、今では彼を主として
いる。
水晶の石術師、クリス/Chrys, Crystomancer of the Crystal

持続：君の場に他の表向きのカードがある
間、このカードは裏返されない。
得点：30 を得る。
「馬鹿なデュエリストが、貴様のカードなどでは傷一つつかん
わ……俺が誰だか分かっているのか？」

アクション：このカードを君のバインダーに
戻し、その後ショップの上から 3 枚を公開
し、そのうち 1 枚をただちにプレイする。残
りを流通市場に捨てる。

「私は君が思うよりも数字にはうるさいのだよ？」
数秘術士、R.C./R.C. the Numerologist

「この組み合わせはどのような効果を生み出すか……」

アンストッパブル・フォース/The Unstoppable Force

プレイ：20 を得る。
持続：君のカードが他のプレイヤーの効果に
よって裏返される場合、それが裏返される代
わりにそのカードの に等しい を支払って
よい。

得点：君の場の表向きのカードが偶数な
ら、30 を失う。君の場の表向きのカード
が奇数なら、30 を得る。

ジャッカル博士とフェズ氏/Dr. Jackal and Mr. Fez

持続：君の他のカードは相手の効果によっ
て裏返されない。君のターンの開始時、こ
のカードを裏返し、28 を得る。
で、俺はホットドッグ売り場に行ってこう言ったんだ。「全部入り
を一つくれ！」ってね。
ペテン師のモンク、ニックス/Nix the Trickster Monk

「痛くも痒くもないわね……私にはね」

プレイ：このカードを除いた、君の 兵士カードと
火カードをすべて裏返す。これにより裏返したカード
1 枚につき、4 を得る。
得点：これが君の場の唯一の表向きのカードなら、
20 を得る。
「敵陣深くまで踏み込んだんだ……だから全員ぶっ殺した。そしたら、そこ
は自陣だったのさ……」
ブルー・アナコンダ/Blue Anaconda

トリアージの看護婦、イリヤ/Triage Nurse Iriya

次：君がプレイする次のカードが 動物なら、
それに トークンを 4 個置く。
得点：君の場の、隣の各 動物カードの の
合計の 2 倍に等しい を得る（最大 40 ）。

持続：隣のカードは相手の効果によって裏返
されない。
得点： がより低い隣の各カードの得点効
果を発動する（この効果はコピーされない）。

トップ：君の手札のカードをプレイする代わ
りに、流通市場のカードを 1 枚選んでそれ
を君の手札にあるかのようにプレイしてよ
い。そのカードは君の所有になる。

「アルテミス、君に決めた！」

「世界王者への道は長く、カード絡みの危険ばかりよ」

「お前に俺の下で働く価値があるって？ ハッハッハッ、笑わせてく
れるな」

成り上がりのトレーナー、リディンズ/Upstart Trainer Riddins

独り狼/Lone Wolf

ワース指令官/Commander Worth

プレイ：流通市場のカードをすべて捨て、そ
れらの の合計に等しい を得る（最大
45 ）。
「この流通市場は堕落している！」
大君主、ドゥームスター/Overlord Doomstar

プレイ：このターン中、カードを追加で 2 枚
までプレイする（君の場の上限まで）。この
ターンの終了時、君の場に 4 枚以上のカー
ドがあるなら、25 を得る。

プレイ：いずれか 1 つのプロモの山札の一番上の
カードを公開する。そうした場合、このカードをゲーム
から取り除き、その後その公開したカードをプレイす
る。そのカードは君の所有になり、トーナメントフェイ
ズの終了後に君のバインダーに加えられる。

「ザッとこんなもんだ！」

このバッカーを見ませんでしたか？
ザップ/The ZAP

このカードは（通常のものに加えて）流通市場の
カードのすべての属性とタイプを持つ。
得点：このカードの属性 1 種類につき、4
を得
る。このカードのタイプ 1 種類につき、4
を得
る。

プレイ：すべての場の
械カード 1 枚につき 7
49 ）。

兵士カードか
を得る（最大

機

「名前を覚えるのが苦手でね。自分のは特にそうだ」

行方不明/Missing in Action

プレイ：相手 1 人とクラッシュする。君がそ
のクラッシュに勝ったなら、そのプレイヤー
のいずれかの友情カードを 1 枚取る。
「誰もが倒れても、私は生き延びる」

キャプテン/The Captain

ダグリオス・“ザ・マン”・ジバウロティブス/Dagurios "The Man" Ziboulotibs

プレイ：すべての場の裏向きのカード 1 枚
につき 3 を得る。各プレイヤーは、自分
の場の裏向きのカード 1 枚につき 3 を失
う。

得点：各属性につき、君の場のその属性の
最も高い に等しい を得る（最大
60 ）。

「実に気になる食べ物だね……」
クレメンタイン/Clementine

リアクション：他のプレイヤーの効果により君の
カードが裏返された時、そのプレイヤーから
25
を奪い、そのプレイヤーの場のカードを
1 枚選んで裏返す。
を得る。
得点：15
「これぐらい食らってもらえるわよね……」
狡猾なサリール/Sarelle the Crafty

「腹が減った……ふむ……タコス……うむ、これだな……タコスだ」
食らう者、ソル/Sol the Devourer

彼は属性の理念を守っている……そう、例えば、教室に貼っ
てある周期表とかそういう物を。
属性の勇者、マダヴィ/Elemental Champion Madavi

