
         

         

  

“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。 
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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
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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
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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
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“ブリンナ＆テイラー” Brynna & Taylor 

ハンター ― ここ一番の行動が大事 

場：君のクリンナップフェイズの終了時にカードを

１枚引く。このカードは破壊されるまで場に残る。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を持ち

主の手札に加える。 
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奇怪な再生体 Grotesque Revenant 

グール ― まだ生きている肉 

場：このカードは破壊されるまで場に残る。 

 
 

キッカー：君が捨てたアクションは影響

力２点になる。 

奇怪な再生体 Grotesque Revenant 

グール ― まだ生きている肉 

場：このカードは破壊されるまで場に残る。 

 
 

キッカー：君が捨てたアクションは影響

力２点になる。 

奇怪な再生体 Grotesque Revenant 

グール ― まだ生きている肉 

場：このカードは破壊されるまで場に残る。 

 
 

キッカー：君が捨てたアクションは影響

力２点になる。 

ジェローム・カルチェリ Jerome Carceri 

吸血鬼 ― サウスステーションの殺人鬼 

場：このカードは捨てられるまで場に残る。この

カードは“破壊する”効果の対象にならない。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」の体力を

２回復する。フィード：カードを１枚捨てる。 

  

  

ジェローム・カルチェリ Jerome Carceri 

吸血鬼 ― サウスステーションの殺人鬼 

場：このカードは捨てられるまで場に残る。この

カードは“破壊する”効果の対象にならない。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」の体力を

２回復する。フィード：カードを１枚捨てる。 

ジェローム・カルチェリ Jerome Carceri 

吸血鬼 ― サウスステーションの殺人鬼 

場：このカードは捨てられるまで場に残る。この

カードは“破壊する”効果の対象にならない。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」の体力を

２回復する。フィード：カードを１枚捨てる。 

ジェローム・カルチェリ Jerome Carceri 

吸血鬼 ― サウスステーションの殺人鬼 

場：このカードは捨てられるまで場に残る。この

カードは“破壊する”効果の対象にならない。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」の体力を

２回復する。フィード：カードを１枚捨てる。 

ジェローム・カルチェリ Jerome Carceri 

吸血鬼 ― サウスステーションの殺人鬼 

場：このカードは捨てられるまで場に残る。この

カードは“破壊する”効果の対象にならない。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」の体力を

２回復する。フィード：カードを１枚捨てる。 

ジェローム・カルチェリ Jerome Carceri 

吸血鬼 ― サウスステーションの殺人鬼 

場：このカードは捨てられるまで場に残る。この

カードは“破壊する”効果の対象にならない。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」の体力を

２回復する。フィード：カードを１枚捨てる。 

  

  

ジェローム・カルチェリ Jerome Carceri 

吸血鬼 ― サウスステーションの殺人鬼 

場：このカードは捨てられるまで場に残る。この

カードは“破壊する”効果の対象にならない。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」の体力を

２回復する。フィード：カードを１枚捨てる。 

ジェローム・カルチェリ Jerome Carceri 

吸血鬼 ― サウスステーションの殺人鬼 

場：このカードは捨てられるまで場にのこる｡この

カードは“破壊する”効果の対象にならない。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」の体力を

２回復する。フィード：カードを１枚捨てる。 

コイ・ジーアン Koi Jiang 

吸血鬼 ― 漢方医 

場：君の各ミニオンの戦力をさらに＋１する。 
 

キッカー：チェーンの次の指令は解決さ

れない（代わりにそれを捨て札パイルに

置く）。 

コイ・ジーアン Koi Jiang 

吸血鬼 ― 漢方医 

場：君の各ミニオンの戦力をさらに＋１する。 
 

キッカー：チェーンの次の指令は解決さ

れない（代わりにそれを捨て札パイルに

置く）。 

コイ・ジーアン Koi Jiang 

吸血鬼 ― 漢方医 

場：君の各ミニオンの戦力をさらに＋１する。 
 

キッカー：チェーンの次の指令は解決さ

れない（代わりにそれを捨て札パイルに

置く）。 

  

  

コイ・ジーアン Koi Jiang 

吸血鬼 ― 漢方医 

場：君の各ミニオンの戦力をさらに＋１する。 
 

キッカー：チェーンの次の指令は解決さ

れない（代わりにそれを捨て札パイルに

置く）。 

コイ・ジーアン Koi Jiang 

吸血鬼 ― 漢方医 

場：君の各ミニオンの戦力をさらに＋１する。 
 

キッカー：チェーンの次の指令は解決さ

れない（代わりにそれを捨て札パイルに

置く）。 

コイ・ジーアン Koi Jiang 

吸血鬼 ― 漢方医 

場：君の各ミニオンの戦力をさらに＋１する。 
 

キッカー：チェーンの次の指令は解決さ

れない（代わりにそれを捨て札パイルに

置く）。 

コイ・ジーアン Koi Jiang 

吸血鬼 ― 漢方医 

場：君の各ミニオンの戦力をさらに＋１する。 
 

キッカー：チェーンの次の指令は解決さ

れない（代わりにそれを捨て札パイルに

置く）。 

コイ・ジーアン Koi Jiang 

吸血鬼 ― 漢方医 

場：君の各ミニオンの戦力をさらに＋１する。 
 

キッカー：チェーンの次の指令は解決さ

れない（代わりにそれを捨て札パイルに

置く）。 

  

  

“リージョン・テン” “Legion Ten” 

ハンター ― 「ひたすら戦え」 

場：このカードは、それがブロックしたミニオンのす

べてのダメージを吸収する（その上で破壊される）。 
 

キッカー：全プレイヤーは自分のデッキの

一番上のカードを追放する。 

“リージョン・テン” “Legion Ten” 

ハンター ― 「ひたすら戦え」 

場：このカードは、それがブロックしたミニオンのす

べてのダメージを吸収する（その上で破壊される）。
 

キッカー：全プレイヤーは自分のデッキの

一番上のカードを追放する。 

“リージョン・テン” “Legion Ten” 

ハンター ― 「ひたすら戦え」 

場：このカードは、それがブロックしたミニオンのす

べてのダメージを吸収する（その上で破壊される）。 
 

キッカー：全プレイヤーは自分のデッキの

一番上のカードを追放する。 

“リージョン・テン” “Legion Ten” 

ハンター ― 「ひたすら戦え」 

場：このカードは、それがブロックしたミニオンのす

べてのダメージを吸収する（その上で破壊される）。
 

キッカー：全プレイヤーは自分のデッキの

一番上のカードを追放する。 

“リージョン・テン” “Legion Ten” 

ハンター ― 「ひたすら戦え」 

場：このカードは、それがブロックしたミニオンのす

べてのダメージを吸収する（その上で破壊される）。 
 

キッカー：全プレイヤーは自分のデッキの

一番上のカードを追放する。 

  

         

         

 



 
         

         

  

“リージョン・テン” “Legion Ten” 

ハンター ― 「ひたすら戦え」 

場：このカードは、それがブロックしたミニオンのす

べてのダメージを吸収する（その上で破壊される）。 
 

キッカー：全プレイヤーは自分のデッキの

一番上のカードを追放する。 

“リージョン・テン” “Legion Ten” 

ハンター ― 「ひたすら戦え」 

場：このカードは、それがブロックしたミニオンのす

べてのダメージを吸収する（その上で破壊される）。
 

キッカー：全プレイヤーは自分のデッキの

一番上のカードを追放する。 

“リージョン・テン” “Legion Ten” 

ハンター ― 「ひたすら戦え」 

場：このカードは、それがブロックしたミニオンのす

べてのダメージを吸収する（その上で破壊される）。 
 

キッカー：全プレイヤーは自分のデッキの

一番上のカードを追放する。 

“ローン・ハウンド” “Lone Hound” 

獣人 ― 狼殺しが恐れる者 

場：このミニオンが攻撃したとき、君の手札にあ

るカードを１枚追放する。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を破壊す

る。 

“ローン・ハウンド” “Lone Hound” 

獣人 ― 狼殺しが恐れる者 

場：このミニオンが攻撃したとき、君の手札にあ

るカードを１枚追放する。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を破壊す

る。 

  

  

“ローン・ハウンド” “Lone Hound” 

獣人 ― 狼殺しが恐れる者 

場：このミニオンが攻撃したとき、君の手札にあ

るカードを１枚追放する。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を破壊す

る。 

“ローン・ハウンド” “Lone Hound” 

獣人 ― 狼殺しが恐れる者 

場：このミニオンが攻撃したとき、君の手札にあ

るカードを１枚追放する。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を破壊す

る。 

“ローン・ハウンド” “Lone Hound” 

獣人 ― 狼殺しが恐れる者 

場：このミニオンが攻撃したとき、君の手札にあ

るカードを１枚追放する。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を破壊す

る。 

“ローン・ハウンド” “Lone Hound” 

獣人 ― 狼殺しが恐れる者 

場：このミニオンが攻撃したとき、君の手札にあ

るカードを１枚追放する。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を破壊す

る。 

“ローン・ハウンド” “Lone Hound” 

獣人 ― 狼殺しが恐れる者 

場：このミニオンが攻撃したとき、君の手札にあ

るカードを１枚追放する。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を破壊す

る。 

  

  

“ローン・ハウンド” “Lone Hound” 

獣人 ― 狼殺しが恐れる者 

場：このミニオンが攻撃したとき、君の手札にあ

るカードを１枚追放する。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を破壊す

る。 

“マッド・ジェイク” “Mad Jake” 

獣人 ― 爪、そして顎 

場：このミニオンが攻撃したとき、対象の「プレイ

ヤー１人」は負傷１を受ける。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を持ち

主のデッキの一番上に置く。 

“マッド・ジェイク” “Mad Jake” 

獣人 ― 爪、そして顎 

場：このミニオンが攻撃したとき、対象の「プレイ

ヤー１人」は負傷１を受ける。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を持ち

主のデッキの一番上に置く。 

“マッド・ジェイク” “Mad Jake” 

獣人 ― 爪、そして顎 

場：このミニオンが攻撃したとき、対象の「プレイ

ヤー１人」は負傷１を受ける。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を持ち

主のデッキの一番上に置く。 

“マッド・ジェイク” “Mad Jake” 

獣人 ― 爪、そして顎 

場：このミニオンが攻撃したとき、対象の「プレイ

ヤー１人」は負傷１を受ける。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を持ち

主のデッキの一番上に置く。 

  

  

“マッド・ジェイク” “Mad Jake” 

獣人 ― 爪、そして顎 

場：このミニオンが攻撃したとき、対象の「プレイ

ヤー１人」は負傷１を受ける。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を持ち

主のデッキの一番上に置く。 

“マッド・ジェイク” “Mad Jake” 

獣人 ― 爪、そして顎 

場：このミニオンが攻撃したとき、対象の「プレイ

ヤー１人」は負傷１を受ける。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を持ち

主のデッキの一番上に置く。 

“マッド・ジェイク” “Mad Jake” 

獣人 ― 爪、そして顎 

場：このミニオンが攻撃したとき、対象の「プレイ

ヤー１人」は負傷１を受ける。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を持ち

主のデッキの一番上に置く。 

“マッド・ジェイク” “Mad Jake” 

獣人 ― 爪、そして顎 

場：このミニオンが攻撃したとき、対象の「プレイ

ヤー１人」は負傷１を受ける。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を持ち

主のデッキの一番上に置く。 

マヤ・ウェスターマン Maya Westermann 

吸血鬼 ― サウスビーチの女王 

場：君が捨てた負傷は影響力３点になる。 
 

キッカー：君のデッキの一番上のカード

を捨てる。そのカードがミニオンなら、そ

れを場に出す。 

  

  

マヤ・ウェスターマン Maya Westermann 

吸血鬼 ― サウスビーチの女王 

場：君が捨てた負傷は影響力３点になる。 
 

キッカー：君のデッキの一番上のカード

を捨てる。そのカードがミニオンなら、そ

れを場に出す。 

マヤ・ウェスターマン Maya Westermann 

吸血鬼 ― サウスビーチの女王 

場：君が捨てた負傷は影響力３点になる。 
 

キッカー：君のデッキの一番上のカード

を捨てる。そのカードがミニオンなら、そ

れを場に出す。 

マヤ・ウェスターマン Maya Westermann 

吸血鬼 ― サウスビーチの女王 

場：君が捨てた負傷は影響力３点になる。 
 

キッカー：君のデッキの一番上のカード

を捨てる。そのカードがミニオンなら、そ

れを場に出す。 

マヤ・ウェスターマン Maya Westermann 

吸血鬼 ― サウスビーチの女王 

場：君が捨てた負傷は影響力３点になる。 
 

キッカー：君のデッキの一番上のカード

を捨てる。そのカードがミニオンなら、そ

れを場に出す。 

マヤ・ウェスターマン Maya Westermann 

吸血鬼 ― サウスビーチの女王 

場：君が捨てた負傷は影響力３点になる。 
 

キッカー：君のデッキの一番上のカード

を捨てる。そのカードがミニオンなら、そ

れを場に出す。 

  

  

マヤ・ウェスターマン Maya Westermann 

吸血鬼 ― サウスビーチの女王 

場：君が捨てた負傷は影響力３点になる。 
 

キッカー：君のデッキの一番上のカード

を捨てる。そのカードがミニオンなら、そ

れを場に出す。 

マヤ・ウェスターマン Maya Westermann 

吸血鬼 ― サウスビーチの女王 

場：君が捨てた負傷は影響力３点になる。 
 

キッカー：君のデッキの一番上のカード

を捨てる。そのカードがミニオンなら、そ

れを場に出す。 

ニアン・ジーアン Nian Jiang 

吸血鬼 ― 読心術者 

場：君の戦闘フェイズの終了時にカードを１枚捨て、

このミニオンが捨てられるのを防いでもよい。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を、それか

このミニオンが場を離れるまで支配する。 

ニアン・ジーアン Nian Jiang 

吸血鬼 ― 読心術者 

場：君の戦闘フェイズの終了時にカードを１枚捨て、

このミニオンが捨てられるのを防いでもよい。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を、それか

このミニオンが場を離れるまで支配する。

ニアン・ジーアン Nian Jiang 

吸血鬼 ― 読心術者 

場：君の戦闘フェイズの終了時にカードを１枚捨て、

このミニオンが捨てられるのを防いでもよい。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を、それか

このミニオンが場を離れるまで支配する。 

  

  

ニアン・ジーアン Nian Jiang 

吸血鬼 ― 読心術者 

場：君の戦闘フェイズの終了時にカードを１枚捨て、

このミニオンが捨てられるのを防いでもよい。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を、それか

このミニオンが場を離れるまで支配する。 

ニアン・ジーアン Nian Jiang 

吸血鬼 ― 読心術者 

場：君の戦闘フェイズの終了時にカードを１枚捨て、

このミニオンが捨てられるのを防いでもよい。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を、それか

このミニオンが場を離れるまで支配する。

ニアン・ジーアン Nian Jiang 

吸血鬼 ― 読心術者 

場：君の戦闘フェイズの終了時にカードを１枚捨て、

このミニオンが捨てられるのを防いでもよい。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を、それか

このミニオンが場を離れるまで支配する。 

ニアン・ジーアン Nian Jiang 

吸血鬼 ― 読心術者 

場：君の戦闘フェイズの終了時にカードを１枚捨て、

このミニオンが捨てられるのを防いでもよい。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を、それか

このミニオンが場を離れるまで支配する。

ニアン・ジーアン Nian Jiang 

吸血鬼 ― 読心術者 

場：君の戦闘フェイズの終了時にカードを１枚捨て、

このミニオンが捨てられるのを防いでもよい。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を、それか

このミニオンが場を離れるまで支配する。 

  

         

         

 



 
         

         

  

“クイーンズ・ビショップ” “Queen’s Bishop” 

ハンター ― 「詰めの局面まで」 

場：このミニオンが攻撃したとき、対象の「ミニオ

ン１体」に２ダメージを与える。 
 

キッカー：各プレイヤーはカードを１枚捨

てる。 

“クイーンズ・ビショップ” “Queen’s Bishop”

ハンター ― 「詰めの局面まで」 

場：このミニオンが攻撃したとき、対象の「ミニオ

ン１体」に２ダメージを与える。 
 

キッカー：各プレイヤーはカードを１枚捨

てる。 

“クイーンズ・ビショップ” “Queen’s Bishop”

ハンター ― 「詰めの局面まで」 

場：このミニオンが攻撃したとき、対象の「ミニオ

ン１体」に２ダメージを与える。 
 

キッカー：各プレイヤーはカードを１枚捨

てる。 

“クイーンズ・ビショップ” “Queen’s Bishop”

ハンター ― 「詰めの局面まで」 

場：このミニオンが攻撃したとき、対象の「ミニオ

ン１体」に２ダメージを与える。 
 

キッカー：各プレイヤーはカードを１枚捨

てる。 

“クイーンズ・ビショップ” “Queen’s Bishop” 

ハンター ― 「詰めの局面まで」 

場：このミニオンが攻撃したとき、対象の「ミニオ

ン１体」に２ダメージを与える。 
 

キッカー：各プレイヤーはカードを１枚捨

てる。 

  

  

“クイーンズ・ビショップ” “Queen’s Bishop” 

ハンター ― 「詰めの局面まで」 

場：このミニオンが攻撃したとき、対象の「ミニオ

ン１体」に２ダメージを与える。 
 

キッカー：各プレイヤーはカードを１枚捨

てる。 

“クイーンズ・ビショップ” “Queen’s Bishop”

ハンター ― 「詰めの局面まで」 

場：このミニオンが攻撃したとき、対象の「ミニオ

ン１体」に２ダメージを与える。 
 

キッカー：各プレイヤーはカードを１枚捨

てる。 

“クイーンズ・ビショップ” “Queen’s Bishop”

ハンター ― 「詰めの局面まで」 

場：このミニオンが攻撃したとき、対象の「ミニオ

ン１体」に２ダメージを与える。 
 

キッカー：各プレイヤーはカードを１枚捨

てる。 

ローランド・ルフォンテーヌ Roland LeFontaine

吸血鬼 ― 脅せば肉は柔らかくなる 

場：このミニオンが攻撃したとき、カードを２枚引

く。 
 

キッカー：カードを２枚引く。 

ローランド・ルフォンテーヌ Roland LeFontaine 

吸血鬼 ― 脅せば肉は柔らかくなる 
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キッカー：カードを２枚引く。 
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場：このミニオンが攻撃したとき、カードを２枚引
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キッカー：カードを２枚引く。 

全面突撃 All-Out Lunge 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」に１ダメージ

を与える。フィード：カードを２枚捨てる。 
 

キッカー：対象の「チェーン内の指令１枚」
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全面突撃 All-Out Lunge 
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チェーン：対象の「チェーンにある指令１枚」のチェーン

のテキストは解決しない。フィード：カードを２枚捨てる。 
 

キッカー：各個人アーカイブから１枚ずつカード

を集めてシャッフルし、新たな共有物のアーカ

イブとする。 
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チェーン：対象の「チェーンにある指令１枚」のチェーン
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キッカー：各個人アーカイブから１枚ずつカード

を集めてシャッフルし、新たな共有物のアーカ

イブとする。 

暗澹たる復活 Bleak Resurrection 

チェーン：対象の「君の捨て札にあるミニオン

１枚」を場に出す。フィード：カードを１枚捨てる。 
 

キッカー：このチェーンのこれまでの指令で

破壊されたすべてのミニオンを追放する。 

暗澹たる復活 Bleak Resurrection 

チェーン：対象の「君の捨て札にあるミニオン
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破壊されたすべてのミニオンを追放する。 
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チェーン：対象の「君の捨て札にあるミニオン

１枚」を場に出す。フィード：カードを１枚捨てる。 
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チェーン：対象の「君の捨て札にあるミニオン

１枚」を場に出す。フィード：カードを１枚捨てる。 
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惨めな希望 Forlorn Hope 

チェーン：対象の「君の捨て札パイルの指令１枚」

を追放する。対象の「プレイヤー１人」に、それの

コストに等しいダメージを与える。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」に、その指

令のコストに等しいダメージを与える。 

惨めな希望 Forlorn Hope 

チェーン：対象の「君の捨て札パイルの指令１枚」
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チェーン：対象の「君の捨て札パイルの指令１枚」
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ヘッドショット Headshot 

チェーン：対象の「ミニオン１体」を追放する。君

は負傷１を受ける。このカードを追放する。 
 

キッカー：君のデッキの一番上から３枚の

カードを見て、それを好きな順番で戻す。

ヘッドショット Headshot 

チェーン：対象の「ミニオン１体」を追放する。君

は負傷１を受ける。このカードを追放する。 
 

キッカー：君のデッキの一番上から３枚の

カードを見て、それを好きな順番で戻す。 
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は負傷１を受ける。このカードを追放する。 
 

キッカー：君のデッキの一番上から３枚の

カードを見て、それを好きな順番で戻す。 

ヒステリー Hysteria 

チェーン：対象の「ミニオン１体」は、自身の戦力に等し

い点数のダメージを、自身と自身の支配者に与える。
 

キッカー：対象の「プレイヤー１人」に２ダ

メージを与える。 

ヒステリー Hysteria 

チェーン：対象の「ミニオン１体」は、自身の戦力に等し

い点数のダメージを、自身と自身の支配者に与える。 
 

キッカー：対象の「プレイヤー１人」に２ダ

メージを与える。 
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抗いがたい呼び声 Irresistible Call 

チェーン：君のチェーン：影響力を 3 点得る。

フィード：カードを２枚捨てる。 
 

キッカー：このカードを対象の「アーカイブ

１つ」の上に置く。 
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抗いがたい呼び声 Irresistible Call 

チェーン：君のチェーン：影響力を 3 点得る。

フィード：カードを２枚捨てる。 
 

キッカー：このカードを対象の「アーカイブ

１つ」の上に置く。 

抗いがたい呼び声 Irresistible Call 

チェーン：君のチェーン：影響力を 3 点得る。

フィード：カードを２枚捨てる。 
 

キッカー：このカードを対象の「アーカイブ

１つ」の上に置く。 

無慈悲な粉砕 Relentless Grinder 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」は手札が５枚になる

までカードを捨て、捨てた１枚につき負傷１を受ける。 
 

キッカー：チェーンの次の指令から与えられ

るすべてのダメージを２倍にする。 

無慈悲な粉砕 Relentless Grinder 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」は手札が５枚になる

までカードを捨て、捨てた１枚につき負傷１を受ける。
 

キッカー：チェーンの次の指令から与えられ

るすべてのダメージを２倍にする。 

無慈悲な粉砕 Relentless Grinder 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」は手札が５枚になる

までカードを捨て、捨てた１枚につき負傷１を受ける。 
 

キッカー：チェーンの次の指令から与えられ

るすべてのダメージを２倍にする。 
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チェーン：対象の「プレイヤー１人」は手札が５枚になる

までカードを捨て、捨てた１枚につき負傷１を受ける。
 

キッカー：チェーンの次の指令から与えられ

るすべてのダメージを２倍にする。 

無慈悲な粉砕 Relentless Grinder 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」は手札が５枚になる

までカードを捨て、捨てた１枚につき負傷１を受ける。 
 

キッカー：チェーンの次の指令から与えられ

るすべてのダメージを２倍にする。 

無慈悲な粉砕 Relentless Grinder 

チェーン：対象の「プレイヤー１人」は手札が５枚になる

までカードを捨て、捨てた１枚につき負傷１を受ける。
 

キッカー：チェーンの次の指令から与えられ

るすべてのダメージを２倍にする。 
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までカードを捨て、捨てた１枚につき負傷１を受ける。 
 

キッカー：チェーンの次の指令から与えられ

るすべてのダメージを２倍にする。 

  

  

光る十字架 Shining Cross 

チェーン：各プレイヤーに、そのプレイヤーが場に出し

ている吸血鬼の数に等しい点数のダメージを与える。 

 
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。 

光る十字架 Shining Cross 

チェーン：各プレイヤーに、そのプレイヤーが場に出し

ている吸血鬼の数に等しい点数のダメージを与える。

 
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。 

光る十字架 Shining Cross 

チェーン：各プレイヤーに、そのプレイヤーが場に出し

ている吸血鬼の数に等しい点数のダメージを与える。 

 
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。 

光る十字架 Shining Cross 

チェーン：各プレイヤーに、そのプレイヤーが場に出し

ている吸血鬼の数に等しい点数のダメージを与える。

 
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。 

光る十字架 Shining Cross 

チェーン：各プレイヤーに、そのプレイヤーが場に出し

ている吸血鬼の数に等しい点数のダメージを与える。 

 
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。 

  

  

光る十字架 Shining Cross 

チェーン：各プレイヤーに、そのプレイヤーが場に出し

ている吸血鬼の数に等しい点数のダメージを与える。 

 
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。 

光る十字架 Shining Cross 

チェーン：各プレイヤーに、そのプレイヤーが場に出し

ている吸血鬼の数に等しい点数のダメージを与える。

 
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。 

光る十字架 Shining Cross 

チェーン：各プレイヤーに、そのプレイヤーが場に出し

ている吸血鬼の数に等しい点数のダメージを与える。 

 
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。 

銀の杭 Silver Stake 

チェーン：対象の「吸血鬼１体」を破壊する。対象

の「獣人１体」を破壊する。 
 

キッカー：このカードを君の手札に加え

る。 

銀の杭 Silver Stake 

チェーン：対象の「吸血鬼１体」を破壊する。対象

の「獣人１体」を破壊する。 
 

キッカー：このカードを君の手札に加え

る。 

  

  

銀の杭 Silver Stake 

チェーン：対象の「吸血鬼１体」を破壊する。対象

の「獣人１体」を破壊する。 
 

キッカー：このカードを君の手札に加え

る。 

銀の杭 Silver Stake 

チェーン：対象の「吸血鬼１体」を破壊する。対象

の「獣人１体」を破壊する。 
 

キッカー：このカードを君の手札に加え

る。 

銀の杭 Silver Stake 

チェーン：対象の「吸血鬼１体」を破壊する。対象

の「獣人１体」を破壊する。 
 

キッカー：このカードを君の手札に加え

る。 

銀の杭 Silver Stake 

チェーン：対象の「吸血鬼１体」を破壊する。対象

の「獣人１体」を破壊する。 
 

キッカー：このカードを君の手札に加え

る。 

銀の杭 Silver Stake 

チェーン：対象の「吸血鬼１体」を破壊する。対象

の「獣人１体」を破壊する。 
 

キッカー：このカードを君の手札に加え

る。 

  

  

銀の杭 Silver Stake 

チェーン：対象の「吸血鬼１体」を破壊する。対象

の「獣人１体」を破壊する。 
 

キッカー：このカードを君の手札に加え

る。 

掃討作戦 Sweep and Clear 

チェーン：カードを１枚引く。フィード：カードを

２枚捨てる。 
 

キッカー：各プレイヤーは、自分のミニオ

ンを１体破壊する。 

掃討作戦 Sweep and Clear 

チェーン：カードを１枚引く。フィード：カードを

２枚捨てる。 
 

キッカー：各プレイヤーは、自分のミニオ

ンを１体破壊する。 

掃討作戦 Sweep and Clear 

チェーン：カードを１枚引く。フィード：カードを

２枚捨てる。 
 

キッカー：各プレイヤーは、自分のミニオ

ンを１体破壊する。 

掃討作戦 Sweep and Clear 

チェーン：カードを１枚引く。フィード：カードを

２枚捨てる。 
 

キッカー：各プレイヤーは、自分のミニオ

ンを１体破壊する。 

  

  

掃討作戦 Sweep and Clear 

チェーン：カードを１枚引く。フィード：カードを

２枚捨てる。 
 

キッカー：各プレイヤーは、自分のミニオ

ンを１体破壊する。 

掃討作戦 Sweep and Clear 

チェーン：カードを１枚引く。フィード：カードを

２枚捨てる。 
 

キッカー：各プレイヤーは、自分のミニオ

ンを１体破壊する。 

掃討作戦 Sweep and Clear 

チェーン：カードを１枚引く。フィード：カードを

２枚捨てる。 
 

キッカー：各プレイヤーは、自分のミニオ

ンを１体破壊する。 

掃討作戦 Sweep and Clear 

チェーン：カードを１枚引く。フィード：カードを

２枚捨てる。 
 

キッカー：各プレイヤーは、自分のミニオ

ンを１体破壊する。 

戦術的準備 Tactical Prep 

チェーン：君のデッキの一番上から３枚のカードを見

て、それを好きな順番で戻す。カードを１枚引く。 
 

キッカー：君が引いたそのカードの

チェーンのテキストを解決する。 

  

         

         

 



        

        

  

ドラフトカード 
Draft Cards 

負傷 

Wound 
初期デッキ 
Starting Deck 

初期デッキ 
Starting Deck 

  

  

初期デッキ 
Starting Deck 

初期デッキ 
Starting Deck 

初期デッキ 
Starting Deck 

 

  

  

“ブリンナ＆テイラー” 
“Brynna & Taylor” 

チャン・ジーアン 
Chan Jiang 

奇怪な再生体 
Grotesque Revenant 

ジェローム・カルチェリ 
Jerome Carceri 

  

  

コイ・ジーアン 
Koi Jiang 

“リージョン・テン” 
“Legion Ten” 

“ローン・ハウンド” 
“Lone Hound” 

“マッド・ジェイク” 
“Mad Jake” 

  

  

マヤ・ウェスターマン 
Maya Westermann 

ニアン・ジーアン 
Nian Jiang 

“クイーンズ・ビショップ”
“Queen’s Bishop” 

ローランド・ルフォンテーヌ
Roland LeFontaine 

  

  

アハマド・ハッサン 
Ahmad Hassan （プロモ） 

“ペイル・フューリー” 
“Pale Fury” （プロモ） 

 捨て身の手段 
Desperate Measures （プロモ） 

  

  

全面突撃 
All-Out Lunge 

おとり仕事 
Bait and Switch 

暗澹たる復活 
Bleak Resurrection 

惨めな希望 
Forlorn Hope 

  

  

ヘッドショット 
Headshot 

ヒステリー 
Hysteria 

抗いがたい呼び声 
Irresistible Call 

無慈悲な粉砕 
Relentless Grinder 

  

  

光る十字架 
Shining Cross 

銀の杭 
Silver Stake 

掃討作戦 
Sweep and Clear 

戦術的準備 
Tactical Prep 

  

        

        

        

        

  

戦術的準備 Tactical Prep 

チェーン：君のデッキの一番上から３枚のカードを見

て、それを好きな順番で戻す。カードを１枚引く。 
 

キッカー：君が引いたそのカードの

チェーンのテキストを解決する。 

戦術的準備 Tactical Prep 

チェーン：君のデッキの一番上から３枚のカードを見

て、それを好きな順番で戻す。カードを１枚引く。 
 

キッカー：君が引いたそのカードの

チェーンのテキストを解決する。 

戦術的準備 Tactical Prep 

チェーン：君のデッキの一番上から３枚のカードを見

て、それを好きな順番で戻す。カードを１枚引く。 
 

キッカー：君が引いたそのカードの

チェーンのテキストを解決する。 

戦術的準備 Tactical Prep 

チェーン：君のデッキの一番上から３枚のカードを見

て、それを好きな順番で戻す。カードを１枚引く。 
 

キッカー：君が引いたそのカードの

チェーンのテキストを解決する。 

  

  

戦術的準備 Tactical Prep 

チェーン：君のデッキの一番上から３枚のカードを見

て、それを好きな順番で戻す。カードを１枚引く。 
 

キッカー：君が引いたそのカードの

チェーンのテキストを解決する。 

戦術的準備 Tactical Prep 

チェーン：君のデッキの一番上から３枚のカードを見

て、それを好きな順番で戻す。カードを１枚引く。 
 

キッカー：君が引いたそのカードの

チェーンのテキストを解決する。 

戦術的準備 Tactical Prep 

チェーン：君のデッキの一番上から３枚のカードを見

て、それを好きな順番で戻す。カードを１枚引く。 
 

キッカー：君が引いたそのカードの

チェーンのテキストを解決する。 

 
  

        

        

 

 

 



        

        

  

負傷：噛み傷 
Bite 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：噛み傷 
Bite 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：噛み傷 
Bite 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：噛み傷 
Bite 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

  

  

負傷：噛み傷 
Bite 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：噛み傷 
Bite 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：噛み傷 
Bite 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：噛み傷 
Bite 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

  

  

負傷：噛み傷 
Bite 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：噛み傷 
Bite 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：噛み傷 
Bite 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：噛み傷 
Bite 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

  

  

負傷：噛み傷 
Bite 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：噛み傷 
Bite 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：噛み傷 
Bite 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

 
  

  

負傷：火傷 Burn 
君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：火傷 Burn 
君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：火傷 Burn 
君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：火傷 Burn 
君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

  

  

負傷：火傷 Burn 
君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：火傷 Burn 
君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：火傷 Burn 
君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：火傷 Burn 
君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

  

  

負傷：火傷 Burn 
君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：火傷 Burn 
君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：火傷 Burn 
君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：火傷 Burn 
君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

  

  

負傷：火傷 Burn 
君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：火傷 Burn 
君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：火傷 Burn 
君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

 
  

  

負傷：出血 
Bleed 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：出血 
Bleed 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：出血 
Bleed 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：出血 
Bleed 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

  

  

負傷：出血 
Bleed 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：出血 
Bleed 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：出血 
Bleed 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：出血 
Bleed 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

  

  

負傷：出血 
Bleed 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：出血 
Bleed 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：出血 
Bleed 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：出血 
Bleed 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

  

  

負傷：出血 
Bleed 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：出血 
Bleed 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

負傷：出血 
Bleed 

君のクリンナップ：君は手札の負傷をすべて

捨て、その１枚につきカードを２枚引く。負傷

効果は１ターンに１つまで。 

 
  

        

        

 
       

       

  

負傷：噛み傷 
Bite 

君の戦闘：このカードを捨てる。対象の「ミニオン

１体」の戦力を１上げる。フィード：負傷を１枚捨て

る。負傷効果は１ターンに１つまで。 

負傷：噛み傷 
Bite 

君の戦闘：このカードを捨てる。対象の「ミニオン

１体」の戦力を１上げる。フィード：負傷を１枚捨て

る。負傷効果は１ターンに１つまで。 

負傷：噛み傷 
Bite 

君の戦闘：このカードを捨てる。対象の「ミニオン

１体」の戦力を１上げる。フィード：負傷を１枚捨て

る。負傷効果は１ターンに１つまで。 

  

  

負傷：噛み傷 
Bite 

君の戦闘：このカードを捨てる。対象の「ミニオン

１体」の戦力を１上げる。フィード：負傷を１枚捨て

る。負傷効果は１ターンに１つまで。 

負傷：噛み傷 
Bite 

君の戦闘：このカードを捨てる。対象の「ミニオン

１体」の戦力を１上げる。フィード：負傷を１枚捨て

る。負傷効果は１ターンに１つまで。 

負傷：火傷 Burn 
君の戦闘：このカードを捨てる。対象の「ミニオン

１体」の戦力を１上げる。フィード：負傷を１枚捨て

る。負傷効果は１ターンに１つまで。 

  

  

負傷：火傷 Burn 
君の戦闘：このカードを捨てる。対象の「ミニオン

１体」の戦力を１上げる。フィード：負傷を１枚捨て

る。負傷効果は１ターンに１つまで。 

負傷：火傷 Burn 
君の戦闘：このカードを捨てる。対象の「ミニオン

１体」の戦力を１上げる。フィード：負傷を１枚捨て

る。負傷効果は１ターンに１つまで。 

負傷：火傷 Burn 
君の戦闘：このカードを捨てる。対象の「ミニオン

１体」の戦力を１上げる。フィード：負傷を１枚捨て

る。負傷効果は１ターンに１つまで。 

  

  

負傷：火傷 Burn 
君の戦闘：このカードを捨てる。対象の「ミニオン

１体」の戦力を１上げる。フィード：負傷を１枚捨て

る。負傷効果は１ターンに１つまで。 

負傷：出血 
Bleed 

君の戦闘：このカードを捨てる。対象の「ミニオン

１体」の戦力を１上げる。フィード：負傷を１枚捨て

る。負傷効果は１ターンに１つまで。 

負傷：出血 
Bleed 

君の戦闘：このカードを捨てる。対象の「ミニオン

１体」の戦力を１上げる。フィード：負傷を１枚捨て

る。負傷効果は１ターンに１つまで。 

  

  

負傷：出血 
Bleed 

君の戦闘：このカードを捨てる。対象の「ミニオン

１体」の戦力を１上げる。フィード：負傷を１枚捨て

る。負傷効果は１ターンに１つまで。 

負傷：出血 
Bleed 

君の戦闘：このカードを捨てる。対象の「ミニオン

１体」の戦力を１上げる。フィード：負傷を１枚捨て

る。負傷効果は１ターンに１つまで。 

負傷：出血 
Bleed 

君の戦闘：このカードを捨てる。対象の「ミニオン

１体」の戦力を１上げる。フィード：負傷を１枚捨て

る。負傷効果は１ターンに１つまで。 
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