
         

         

  

“バッド・スモーク” “Bad Smoke” 
獣人 ― この程度の銀では 

場：このカードは君に与えられるダメージをブ

ロックする。 

場：このカードは破壊されるまで場に残る。

破壊された場合、追放する。 

“バッド・スモーク” “Bad Smoke” 
獣人 ― この程度の銀では 
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シャーロット・レイエズ Charlotte Reyes 

吸血鬼 ― 力の渇望 

チェーン：カードを２枚引く。 

場：破壊されるか捨てられるかした場合、追

放する。 
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怒り狂うワイト Enraged Wight 

グール ― 死は強し…… 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に１ダメー

ジを与える。 

場：破壊されるか捨てられるかした場合、追

放する。 

怒り狂うワイト Enraged Wight 

グール ― 死は強し…… 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に１ダメー

ジを与える。 

場：破壊されるか捨てられるかした場合、追

放する。 

怒り狂うワイト Enraged Wight 

グール ― 死は強し…… 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に１ダメー

ジを与える。 

場：破壊されるか捨てられるかした場合、追

放する。 

怒り狂うワイト Enraged Wight 
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チェーン：対象の「プレイヤー１人」に１ダメー
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場：破壊されるか捨てられるかした場合、追
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放する。 
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“ジェネシス・ワン” “Genesis One” 

ハンター ― 塵は塵に 

チェーン：対象の「君の捨て札パイルのカー

ド１枚」を追放する。 

場：破壊されるか捨てられるかした場合、追

放する。 

“ジェネシス・ワン” “Genesis One” 

ハンター ― 塵は塵に 

チェーン：対象の「君の捨て札パイルのカー

ド１枚」を追放する。 

場：破壊されるか捨てられるかした場合、追

放する。 

“ジェネシス・ワン” “Genesis One” 

ハンター ― 塵は塵に 

チェーン：対象の「君の捨て札パイルのカー

ド１枚」を追放する。 

場：破壊されるか捨てられるかした場合、追
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チェーン：対象の「君の捨て札パイルのカー

ド１枚」を追放する。 

場：破壊されるか捨てられるかした場合、追

放する。 
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ハンター ― 塵は塵に 

チェーン：対象の「君の捨て札パイルのカー

ド１枚」を追放する。 

場：破壊されるか捨てられるかした場合、追

放する。 
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Ｊ・Ｊ・マクティーグ J.J. McTeague 

吸血鬼 ― ボストンの冷たい風 

チェーン：対象の「ミニオン１体」に２ダメージ

を与える。 

場：破壊されるか捨てられるかした場合、追

放する。 

Ｊ・Ｊ・マクティーグ J.J. McTeague 

吸血鬼 ― ボストンの冷たい風 

チェーン：対象の「ミニオン１体」に２ダメージ

を与える。 

場：破壊されるか捨てられるかした場合、追
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ユーリ・コロフィエフ Yuri Koroviev 

吸血鬼 ― クラスナヤのマフィア 

君のチェーン：影響力を２点得る。 

場：破壊されるか捨てられるかした場合、追

放する。 

ユーリ・コロフィエフ Yuri Koroviev 

吸血鬼 ― クラスナヤのマフィア 

君のチェーン：影響力を２点得る。 
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アルトン・ヒックマン Alton Hickman 

吸血鬼 ― “ミスター・ミスター” 

場：このカードはブロックされない。 

 
 

キッカー：対象の「君の捨て札パイルの

カード１枚」を君のデッキの一番上に置く。 

アルトン・ヒックマン Alton Hickman 

吸血鬼 ― “ミスター・ミスター” 

場：このカードはブロックされない。 

 
 

キッカー：対象の「君の捨て札パイルの

カード１枚」を君のデッキの一番上に置く。
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キッカー：対象の「君の捨て札パイルの

カード１枚」を君のデッキの一番上に置く。

アルトン・ヒックマン Alton Hickman 

吸血鬼 ― “ミスター・ミスター” 
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場：このカードはブロックされない。 

 
 

キッカー：対象の「君の捨て札パイルの

カード１枚」を君のデッキの一番上に置く。 
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“ビッグ・ゴースト” “Big Ghost” 

獣人 ― 誰もが恐れる頭目 

 

 
 

キッカー：各プレイヤーにそれぞれ１ダ

メージを与える。 

“ビッグ・ゴースト” “Big Ghost” 

獣人 ― 誰もが恐れる頭目 

 

 
 

キッカー：各プレイヤーにそれぞれ１ダ

メージを与える。 
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“ビッグ・ゴースト” “Big Ghost” 

獣人 ― 誰もが恐れる頭目 

 

 
 

キッカー：各プレイヤーにそれぞれ１ダ

メージを与える。 

ブレイン・コーデル Blaine Cordell 

吸血鬼 ― 医学部、検視課 

チェーン：対象の「君の捨て札パイルの負傷１枚」

を追放する。このカードは体力２で場に出る。 
 

キッカー：このカードは体力４で場に出

る。 

ブレイン・コーデル Blaine Cordell 

吸血鬼 ― 医学部、検視課 

チェーン：対象の「君の捨て札パイルの負傷１枚」

を追放する。このカードは体力２で場に出る。 
 

キッカー：このカードは体力４で場に出

る。 
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キッカー：このカードは体力４で場に出

る。 

フランツ・オルロック Franz Orlok 

吸血鬼 ― オルベンの殺人者 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に２ダメージ

を与える。 
 

キッカー：そのプレイヤーは手札にある

指令カードを１枚追放する。 

  

  

フランツ・オルロック Franz Orlok 

吸血鬼 ― オルベンの殺人者 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に２ダメージ

を与える。 
 

キッカー：そのプレイヤーは手札にある

指令カードを１枚追放する。 

フランツ・オルロック Franz Orlok 

吸血鬼 ― オルベンの殺人者 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に２ダメージ

を与える。 
 

キッカー：そのプレイヤーは手札にある

指令カードを１枚追放する。 

フランツ・オルロック Franz Orlok 

吸血鬼 ― オルベンの殺人者 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に２ダメージ

を与える。 
 

キッカー：そのプレイヤーは手札にある

指令カードを１枚追放する。 

フランツ・オルロック Franz Orlok 

吸血鬼 ― オルベンの殺人者 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に２ダメージ

を与える。 
 

キッカー：そのプレイヤーは手札にある

指令カードを１枚追放する。 

フランツ・オルロック Franz Orlok 

吸血鬼 ― オルベンの殺人者 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に２ダメージ

を与える。 
 

キッカー：そのプレイヤーは手札にある

指令カードを１枚追放する。 

  

  

フランツ・オルロック Franz Orlok 

吸血鬼 ― オルベンの殺人者 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に２ダメージ

を与える。 
 

キッカー：そのプレイヤーは手札にある

指令カードを１枚追放する。 

フランツ・オルロック Franz Orlok 

吸血鬼 ― オルベンの殺人者 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に２ダメージ

を与える。 
 

キッカー：そのプレイヤーは手札にある

指令カードを１枚追放する。 

“インディゴ・シックス” “Indigo Six” 

ハンター ― 勝利の鍵は知性 

君のチェーン：君は対象の「敵アーカイブ１つ」か

らも指令を 1 枚獲得できる。 
 

キッカー：君の影響力は２倍に数える。 

“インディゴ・シックス” “Indigo Six” 

ハンター ― 勝利の鍵は知性 

君のチェーン：君は対象の「敵アーカイブ１つ」か

らも指令を 1 枚獲得できる。 
 

キッカー：君の影響力は２倍に数える。 

“インディゴ・シックス” “Indigo Six” 

ハンター ― 勝利の鍵は知性 

君のチェーン：君は対象の「敵アーカイブ１つ」か

らも指令を 1 枚獲得できる。 
 

キッカー：君の影響力は２倍に数える。 

  

  

“インディゴ・シックス” “Indigo Six” 

ハンター ― 勝利の鍵は知性 

君のチェーン：君は対象の「敵アーカイブ１つ」か

らも指令を 1 枚獲得できる。 
 

キッカー：君の影響力は２倍に数える。 

“インディゴ・シックス” “Indigo Six” 

ハンター ― 勝利の鍵は知性 

君のチェーン：君は対象の「敵アーカイブ１つ」か

らも指令を 1 枚獲得できる。 
 

キッカー：君の影響力は２倍に数える。 

“インディゴ・シックス” “Indigo Six” 

ハンター ― 勝利の鍵は知性 

君のチェーン：君は対象の「敵アーカイブ１つ」か

らも指令を 1 枚獲得できる。 
 

キッカー：君の影響力は２倍に数える。 

“インディゴ・シックス” “Indigo Six” 

ハンター ― 勝利の鍵は知性 

君のチェーン：君は対象の「敵アーカイブ１つ」か

らも指令を 1 枚獲得できる。 
 

キッカー：君の影響力は２倍に数える。 

“インディゴ・シックス” “Indigo Six” 

ハンター ― 勝利の鍵は知性 

君のチェーン：君は対象の「敵アーカイブ１つ」か

らも指令を 1 枚獲得できる。 
 

キッカー：君の影響力は２倍に数える。 

  

  

イワン・ラディンスキー Ivan Radinsky 

吸血鬼 ― サウスサイドの恐怖 

チェーン：対象の「ミニオン１体」を持ち主のデッ

キの一番上に置く。 
 

キッカー：君の手札にあるカードを１枚追

放する。 

イワン・ラディンスキー Ivan Radinsky 

吸血鬼 ― サウスサイドの恐怖 

チェーン：対象の「ミニオン１体」を持ち主のデッ

キの一番上に置く。 
 

キッカー：君の手札にあるカードを１枚追

放する。 

イワン・ラディンスキー Ivan Radinsky 

吸血鬼 ― サウスサイドの恐怖 

チェーン：対象の「ミニオン１体」を持ち主のデッ

キの一番上に置く。 
 

キッカー：君の手札にあるカードを１枚追

放する。 

イワン・ラディンスキー Ivan Radinsky 

吸血鬼 ― サウスサイドの恐怖 

チェーン：対象の「ミニオン１体」を持ち主のデッ

キの一番上に置く。 
 

キッカー：君の手札にあるカードを１枚追

放する。 

イワン・ラディンスキー Ivan Radinsky 

吸血鬼 ― サウスサイドの恐怖 

チェーン：対象の「ミニオン１体」を持ち主のデッ

キの一番上に置く。 
 

キッカー：君の手札にあるカードを１枚追

放する。 

  

         

         

 



 
         

         

  

イワン・ラディンスキー Ivan Radinsky 

吸血鬼 ― サウスサイドの恐怖 

チェーン：対象の「ミニオン１体」を持ち主のデッ

キの一番上に置く。 
 

キッカー：君の手札にあるカードを１枚追

放する。 

イワン・ラディンスキー Ivan Radinsky 

吸血鬼 ― サウスサイドの恐怖 

チェーン：対象の「ミニオン１体」を持ち主のデッ

キの一番上に置く。 
 

キッカー：君の手札にあるカードを１枚追

放する。 

イワン・ラディンスキー Ivan Radinsky 

吸血鬼 ― サウスサイドの恐怖 

チェーン：対象の「ミニオン１体」を持ち主のデッ

キの一番上に置く。 
 

キッカー：君の手札にあるカードを１枚追

放する。 

リリス・ローレンス Lilith Lawrence 

吸血鬼 ― アップタウンの収集家 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に１ダメージ

を与える。 
 

キッカー：各プレイヤーはカードを１枚引

く。 

リリス・ローレンス Lilith Lawrence 

吸血鬼 ― アップタウンの収集家 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に１ダメージ

を与える。 
 

キッカー：各プレイヤーはカードを１枚引

く。 

  

  

リリス・ローレンス Lilith Lawrence 

吸血鬼 ― アップタウンの収集家 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に１ダメージ

を与える。 
 

キッカー：各プレイヤーはカードを１枚引

く。 

リリス・ローレンス Lilith Lawrence 

吸血鬼 ― アップタウンの収集家 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に１ダメージ

を与える。 
 

キッカー：各プレイヤーはカードを１枚引

く。 

リリス・ローレンス Lilith Lawrence 

吸血鬼 ― アップタウンの収集家 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に１ダメージ

を与える。 
 

キッカー：各プレイヤーはカードを１枚引

く。 

リリス・ローレンス Lilith Lawrence 

吸血鬼 ― アップタウンの収集家 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に１ダメージ

を与える。 
 

キッカー：各プレイヤーはカードを１枚引

く。 

リリス・ローレンス Lilith Lawrence 

吸血鬼 ― アップタウンの収集家 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に１ダメージ

を与える。 
 

キッカー：各プレイヤーはカードを１枚引

く。 

  

  

リリス・ローレンス Lilith Lawrence 

吸血鬼 ― アップタウンの収集家 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に１ダメージ

を与える。 
 

キッカー：各プレイヤーはカードを１枚引

く。 

マーカス・トート Marcus Toth 

吸血鬼 ― ボルチモアの幻 

場：このカードが破壊されたとき、それを君の手

札に加える。 
 

キッカー：対象の「君の捨て札にあるミニ

オン１枚」を君の手札に加える。 

マーカス・トート Marcus Toth 

吸血鬼 ― ボルチモアの幻 

場：このカードが破壊されたとき、それを君の手

札に加える。 
 

キッカー：対象の「君の捨て札にあるミニ

オン１枚」を君の手札に加える。 

マーカス・トート Marcus Toth 

吸血鬼 ― ボルチモアの幻 

場：このカードが破壊されたとき、それを君の手

札に加える。 
 

キッカー：対象の「君の捨て札にあるミニ

オン１枚」を君の手札に加える。 

マーカス・トート Marcus Toth 

吸血鬼 ― ボルチモアの幻 

場：このカードが破壊されたとき、それを君の手

札に加える。 
 

キッカー：対象の「君の捨て札にあるミニ

オン１枚」を君の手札に加える。 

  

  

マーカス・トート Marcus Toth 

吸血鬼 ― ボルチモアの幻 

場：このカードが破壊されたとき、それを君の手

札に加える。 
 

キッカー：対象の「君の捨て札にあるミニ

オン１枚」を君の手札に加える。 

マーカス・トート Marcus Toth 

吸血鬼 ― ボルチモアの幻 

場：このカードが破壊されたとき、それを君の手

札に加える。 
 

キッカー：対象の「君の捨て札にあるミニ

オン１枚」を君の手札に加える。 

マーカス・トート Marcus Toth 

吸血鬼 ― ボルチモアの幻 

場：このカードが破壊されたとき、それを君の手

札に加える。 
 

キッカー：対象の「君の捨て札にあるミニ

オン１枚」を君の手札に加える。 

マーカス・トート Marcus Toth 

吸血鬼 ― ボルチモアの幻 

場：このカードが破壊されたとき、それを君の手

札に加える。 
 

キッカー：対象の「君の捨て札にあるミニ

オン１枚」を君の手札に加える。 

“オーバーウォッチ・ツー” “Overwatch Two” 

ハンター ― 「エディー確保。 銀に着火」 

チェーン：カードを１枚引く。 
 

キッカー：対象の「プレイヤー１人」のミニ

オンは、カードのテキストによるダメージ

をブロックできない。 

  

  

“オーバーウォッチ・ツー” “Overwatch Two” 

ハンター ― 「エディー確保。 銀に着火」 

チェーン：カードを１枚引く。 
 

キッカー：対象の「プレイヤー１人」のミニ

オンは、カードのテキストによるダメージ

をブロックできない。 

“オーバーウォッチ・ツー” “Overwatch Two”

ハンター ― 「エディー確保。 銀に着火」 

チェーン：カードを１枚引く。 
 

キッカー：対象の「プレイヤー１人」のミニ

オンは、カードのテキストによるダメージ

をブロックできない。 

“オーバーウォッチ・ツー” “Overwatch Two”

ハンター ― 「エディー確保。 銀に着火」 

チェーン：カードを１枚引く。 
 

キッカー：対象の「プレイヤー１人」のミニ

オンは、カードのテキストによるダメージ

をブロックできない。 

“オーバーウォッチ・ツー” “Overwatch Two”

ハンター ― 「エディー確保。 銀に着火」 

チェーン：カードを１枚引く。 
 

キッカー：対象の「プレイヤー１人」のミニ

オンは、カードのテキストによるダメージ

をブロックできない。 

“オーバーウォッチ・ツー” “Overwatch Two” 

ハンター ― 「エディー確保。 銀に着火」 

チェーン：カードを１枚引く。 
 

キッカー：対象の「プレイヤー１人」のミニ

オンは、カードのテキストによるダメージ

をブロックできない。 

  

  

“オーバーウォッチ・ツー” “Overwatch Two” 

ハンター ― 「エディー確保。 銀に着火」 

チェーン：カードを１枚引く。 
 

キッカー：対象の「プレイヤー１人」のミニ

オンは、カードのテキストによるダメージ

をブロックできない。 

“オーバーウォッチ・ツー” “Overwatch Two”

ハンター ― 「エディー確保。 銀に着火」 

チェーン：カードを１枚引く。 
 

キッカー：対象の「プレイヤー１人」のミニ

オンは、カードのテキストによるダメージ

をブロックできない。 

ジョン・トラヴェイル卿 Sir John Travail 

吸血鬼 ―ゴールドコーストの皇子 

場：君が獲得する指令の影響力コストは１下が

る（最低１）。 
 

キッカー：チェーンの次のテキストは２回解

決する。 

ジョン・トラヴェイル卿 Sir John Travail 

吸血鬼 ―ゴールドコーストの皇子 

場：君が獲得する指令の影響力コストは１下が

る（最低１）。 
 

キッカー：チェーンの次のテキストは２回解

決する。 

ジョン・トラヴェイル卿 Sir John Travail 

吸血鬼 ―ゴールドコーストの皇子 

場：君が獲得する指令の影響力コストは１下が

る（最低１）。 
 

キッカー：チェーンの次のテキストは２回解

決する。 

  

  

ジョン・トラヴェイル卿 Sir John Travail 

吸血鬼 ―ゴールドコーストの皇子 

場：君が獲得する指令の影響力コストは１下が

る（最低１）。 
 

キッカー：チェーンの次のテキストは２回解

決する。 

ジョン・トラヴェイル卿 Sir John Travail 

吸血鬼 ―ゴールドコーストの皇子 

場：君が獲得する指令の影響力コストは１下が

る（最低１）。 
 

キッカー：チェーンの次のテキストは２回解

決する。 

ジョン・トラヴェイル卿 Sir John Travail 

吸血鬼 ―ゴールドコーストの皇子 

場：君が獲得する指令の影響力コストは１下が

る（最低１）。 
 

キッカー：チェーンの次のテキストは２回解

決する。 

ジョン・トラヴェイル卿 Sir John Travail 

吸血鬼 ―ゴールドコーストの皇子 

場：君が獲得する指令の影響力コストは１下が

る（最低１）。 
 

キッカー：チェーンの次のテキストは２回解

決する。 

ジョン・トラヴェイル卿 Sir John Travail 

吸血鬼 ―ゴールドコーストの皇子 

場：君が獲得する指令の影響力コストは１下が

る（最低１）。 
 

キッカー：チェーンの次のテキストは２回解

決する。 

  

         

         

 



 
         

         

  

ヴァルコ Vulko 

吸血鬼 ―「首を落とせ？ どこが首だよ？」 

場：このカードは君に与えられるダメージをブ

ロックする。 
 

キッカー：場の各ミニオンにそれぞれ１ダ

メージを与える。 

ヴァルコ Vulko 

吸血鬼 ―「首を落とせ？ どこが首だよ？」 

場：このカードは君に与えられるダメージをブ

ロックする。 
 

キッカー：場の各ミニオンにそれぞれ１ダ

メージを与える。 

ヴァルコ Vulko 

吸血鬼 ―「首を落とせ？ どこが首だよ？」 

場：このカードは君に与えられるダメージをブ

ロックする。 
 

キッカー：場の各ミニオンにそれぞれ１ダ

メージを与える。 

ヴァルコ Vulko 

吸血鬼 ―「首を落とせ？ どこが首だよ？」 

場：このカードは君に与えられるダメージをブ

ロックする。 
 

キッカー：場の各ミニオンにそれぞれ１ダ

メージを与える。 

ヴァルコ Vulko 

吸血鬼 ―「首を落とせ？ どこが首だよ？」 

場：このカードは君に与えられるダメージをブ

ロックする。 
 

キッカー：場の各ミニオンにそれぞれ１ダ

メージを与える。 

  

  

ヴァルコ Vulko 

吸血鬼 ―「首を落とせ？ どこが首だよ？」 

場：このカードは君に与えられるダメージをブ

ロックする。 
 

キッカー：場の各ミニオンにそれぞれ１ダ

メージを与える。 

ヴァルコ Vulko 

吸血鬼 ―「首を落とせ？ どこが首だよ？」 

場：このカードは君に与えられるダメージをブ

ロックする。 
 

キッカー：場の各ミニオンにそれぞれ１ダ

メージを与える。 

ヴァルコ Vulko 

吸血鬼 ―「首を落とせ？ どこが首だよ？」 

場：このカードは君に与えられるダメージをブ

ロックする。 
 

キッカー：場の各ミニオンにそれぞれ１ダ

メージを与える。 

ザカリアス・サンズ Zacharias Sands 

吸血鬼 ― ケジー通りの殺し屋 

チェーン：対象の「ミニオン１体」に２ダメージを

与える。 
 

キッカー：そのミニオンを破壊する。 

ザカリアス・サンズ Zacharias Sands 

吸血鬼 ― ケジー通りの殺し屋 

チェーン：対象の「ミニオン１体」に２ダメージを

与える。 
 

キッカー：そのミニオンを破壊する。 

  

  

ザカリアス・サンズ Zacharias Sands 

吸血鬼 ― ケジー通りの殺し屋 

チェーン：対象の「ミニオン１体」に２ダメージを

与える。 
 

キッカー：そのミニオンを破壊する。 

ザカリアス・サンズ Zacharias Sands 

吸血鬼 ― ケジー通りの殺し屋 

チェーン：対象の「ミニオン１体」に２ダメージを

与える。 
 

キッカー：そのミニオンを破壊する。 

ザカリアス・サンズ Zacharias Sands 

吸血鬼 ― ケジー通りの殺し屋 

チェーン：対象の「ミニオン１体」に２ダメージを

与える。 
 

キッカー：そのミニオンを破壊する。 

ザカリアス・サンズ Zacharias Sands 

吸血鬼 ― ケジー通りの殺し屋 

チェーン：対象の「ミニオン１体」に２ダメージを

与える。 
 

キッカー：そのミニオンを破壊する。 

ザカリアス・サンズ Zacharias Sands 

吸血鬼 ― ケジー通りの殺し屋 

チェーン：対象の「ミニオン１体」に２ダメージを

与える。 
 

キッカー：そのミニオンを破壊する。 

  

  

ザカリアス・サンズ Zacharias Sands 

吸血鬼 ― ケジー通りの殺し屋 

チェーン：対象の「ミニオン１体」に２ダメージを

与える。 
 

キッカー：そのミニオンを破壊する。 

血の逆上 Blood Rage
 

チェーン：各対戦相手にそれぞれ１ダメージを

与える。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」に２ダ

メージを与える。 

血の逆上 Blood Rage
 

チェーン：各対戦相手にそれぞれ１ダメージを

与える。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」に２ダ

メージを与える。 

血の逆上 Blood Rage
 

チェーン：各対戦相手にそれぞれ１ダメージを

与える。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」に２ダ

メージを与える。 

血の逆上 Blood Rage
 

チェーン：各対戦相手にそれぞれ１ダメージを

与える。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」に２ダ

メージを与える。 

  

  

血の逆上 Blood Rage
 

チェーン：各対戦相手にそれぞれ１ダメージを

与える。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」に２ダ

メージを与える。 

血の逆上 Blood Rage
 

チェーン：各対戦相手にそれぞれ１ダメージを

与える。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」に２ダ

メージを与える。 
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決されない（代わりにそれを捨て札に置く）。 
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激しい肉弾戦 Furious Melee 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」の各ミニオン

にそれぞれ２ダメージを与える。 
 

キッカー：対象の「アーカイブ１つ」から指

令を２枚追放する。 
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グールの召喚 Ghoul Summoning 

チェーン：対象の「君の捨て札にある指令１枚」

を君の手札に加える。 
 

キッカー：その指令のチェーンのテキスト

を解決する。 
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不気味な包囲 Grim Siege 

チェーン：カードを２枚引く。 

 
 

キッカー：対象の「プレイヤー１人」は影

響力を２点失う。 
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邪魔するな！ Leave Me! 

チェーン：対象の「指令１つ」のテキストの対象

は君が選ぶ。 
 

キッカー：その指令のテキストは２回解

決する。 
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魅力的存在 Mesmeric Presence 

君のチェーン：影響力を２点得る。 
 

キッカー：これが君のチェーンなら、負傷

を２枚まで捨てる。その１枚につき影響

力を２点得る。 
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八つ裂き Rend and Tear 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に２ダメージ

を与える。 
 

キッカー：そのダメージをブロックした各ミ

ニオンを破壊する。 
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衝撃と畏怖 Shock and Awe 

チェーン：対象の「ミニオン１体」に３ダメージを

与える。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」に３ダ

メージを与える。 

衝撃と畏怖 Shock and Awe 

チェーン：対象の「ミニオン１体」に３ダメージを

与える。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」に３ダ

メージを与える。 

衝撃と畏怖 Shock and Awe 

チェーン：対象の「ミニオン１体」に３ダメージを

与える。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」に３ダ

メージを与える。 

衝撃と畏怖 Shock and Awe 

チェーン：対象の「ミニオン１体」に３ダメージを

与える。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」に３ダ

メージを与える。 

  

  

衝撃と畏怖 Shock and Awe 

チェーン：対象の「ミニオン１体」に３ダメージを

与える。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」に３ダ

メージを与える。 

衝撃と畏怖 Shock and Awe 

チェーン：対象の「ミニオン１体」に３ダメージを

与える。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」に３ダ

メージを与える。 

衝撃と畏怖 Shock and Awe 

チェーン：対象の「ミニオン１体」に３ダメージを

与える。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」に３ダ

メージを与える。 

衝撃と畏怖 Shock and Awe 

チェーン：対象の「ミニオン１体」に３ダメージを

与える。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」に３ダ

メージを与える。 

二人組の展開 Tag Team Takedown 
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キッカー：各対戦相手はそれぞれ負傷
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アルトン・ヒックマン 
Alton Hickman 

“ビッグ・ゴースト” 
“Big Ghost” 

ブレイン・コーデル 
Blaine Cordell 

フランツ・オルロック 
Franz Orlok 

  

  

“インディゴ・シックス” 
“Indigo Six” 

イワン・ラディンスキー 
Ivan Radinsky 

リリス・ローレンス 
Lilith Lawrence 

マーカス・トート 
Marcus Toth 

  

  

“オーバーウォッチ・ツー” 
“Overwatch Two” 

ジョン・トラヴェイル卿 
Sir John Travail 

ヴァルコ 
Vulko 

ザカリアス・サンズ 
Zacharias Sands 

  

  

リザヴェータ・フローレスク 

Lisaveta Florescu （プロモ） 
“シャドー・セブン” 

“Shadow Seven” （プロモ） 
ゾンビの群れ 

Zombie Horde （プロモ） 
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Blood Rage 

闇の目覚め 
Dark Awakening 

死の掌握 
Death Grip 

側面攻撃 
Flank Attack 

  

  

激しい肉弾戦 
Furious Melee 

グールの召喚 
Ghoul Summoning 

不気味な包囲 
Grim Siege 

邪魔するな！ 

Leave Me! 
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Rend and Tear 
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