
 
    

    

  

ゾンビの群れ Zombie Horde

グール ― みんな仲間になれ…… 

場：このカードの戦力は、君が場に出しているミ

ニオンの総数に等しい。 
 

キッカー：君の手札にあるミニオン１枚

を場に出す。 

ゾンビの群れ Zombie Horde

グール ― みんな仲間になれ…… 

場：このカードの戦力は、君が場に出しているミ

ニオンの総数に等しい。 
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を場に出す。 

ゾンビの群れ Zombie Horde 

グール ― みんな仲間になれ…… 
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ゾンビの群れ Zombie Horde
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場：このカードの戦力は、君が場に出しているミ

ニオンの総数に等しい。 
 

キッカー：君の手札にあるミニオン１枚

を場に出す。 
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場：このカードの戦力は、君が場に出しているミ

ニオンの総数に等しい。 
 

キッカー：君の手札にあるミニオン１枚

を場に出す。 

ゾンビの群れ Zombie Horde

グール ― みんな仲間になれ…… 

場：このカードの戦力は、君が場に出しているミ

ニオンの総数に等しい。 
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ゾンビの群れ Zombie Horde

グール ― みんな仲間になれ…… 

場：このカードの戦力は、君が場に出しているミ

ニオンの総数に等しい。 
 

キッカー：君の手札にあるミニオン１枚

を場に出す。 
  

リザヴェータ・フローレスク Lisaveta Florescu 

吸血鬼 ― ナッソーの女伯爵 

場：各プレイヤーのクリンナップフェイズ中、君の

各ミニオンの体力を１回復する。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を追放

する。 

リザヴェータ・フローレスク Lisaveta Florescu

吸血鬼 ― ナッソーの女伯爵 

場：各プレイヤーのクリンナップフェイズ中、君の

各ミニオンの体力を１回復する。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を追放

する。 

リザヴェータ・フローレスク Lisaveta Florescu

吸血鬼 ― ナッソーの女伯爵 

場：各プレイヤーのクリンナップフェイズ中、君の

各ミニオンの体力を１回復する。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を追放

する。 

リザヴェータ・フローレスク Lisaveta Florescu

吸血鬼 ― ナッソーの女伯爵 

場：各プレイヤーのクリンナップフェイズ中、君の

各ミニオンの体力を１回復する。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を追放

する。 

リザヴェータ・フローレスク Lisaveta Florescu 

吸血鬼 ― ナッソーの女伯爵 

場：各プレイヤーのクリンナップフェイズ中、君の

各ミニオンの体力を１回復する。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を追放

する。 
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吸血鬼 ― ナッソーの女伯爵 

場：各プレイヤーのクリンナップフェイズ中、君の

各ミニオンの体力を１回復する。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を追放
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リザヴェータ・フローレスク Lisaveta Florescu

吸血鬼 ― ナッソーの女伯爵 
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場：各プレイヤーのクリンナップフェイズ中、君の

各ミニオンの体力を１回復する。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１体」を追放

する。 

“シャドー・セブン” ”Shadow Seven”

ハンター ― 「肋材の下、階段を援護」 

場：君はカードのテキストの対象にならない。 
 

キッカー：対象の「プレイヤー１人」は、

対象の「君の捨て札パイルにある負傷

１枚」を受ける。 

“シャドー・セブン” ”Shadow Seven”

ハンター ― 「肋材の下、階段を援護」 

場：君はカードのテキストの対象にならない。 
 

キッカー：対象の「プレイヤー１人」は、

対象の「君の捨て札パイルにある負傷

１枚」を受ける。 
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１枚」を受ける。 
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対象の「君の捨て札パイルにある負傷

１枚」を受ける。 
    

    

 
    

    

ゾンビの群れ 
Zombie Horde （プロモ） 

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） 

 



 
    

    

  

アハマド・ハッサン Ahmad Hassan

吸血鬼 ― お前に噛みつくため 

場：味方のミニオンが 1 体破壊されたとき、対象

の「プレイヤー1 人」に 1 ダメージを与える。 
 

キッカー：チェーンの君のすべてのカー

ドは、そのキッカーを解決する。 

アハマド・ハッサン Ahmad Hassan

吸血鬼 ― お前に噛みつくため 

場：味方のミニオンが 1 体破壊されたとき、対象

の「プレイヤー1 人」に 1 ダメージを与える。 
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ドは、そのキッカーを解決する。 
  

“ペイル・フューリー” “Pale Fury”

獣人 ― 食うために殺す 

場：君のターンの開始時に、対象の「君が支配

するミニオン１体」を破壊する。 
 

キッカー：君のデッキの一番上のカード

を見る。それを捨ててよい。 

“ペイル・フューリー” “Pale Fury”

獣人 ― 食うために殺す 

場：君のターンの開始時に、対象の「君が支配

するミニオン１体」を破壊する。 
 

キッカー：君のデッキの一番上のカード

を見る。それを捨ててよい。 
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場：君のターンの開始時に、対象の「君が支配

するミニオン１体」を破壊する。 
 

キッカー：君のデッキの一番上のカード

を見る。それを捨ててよい。 

苦肉の策 Desperate Measures

チェーン：カードを２枚引く。 

フィード：負傷１を受ける。 
 

キッカー：君のミニオンはチェーンの

テキストの対象にならない。 

苦肉の策 Desperate Measures

チェーン：カードを２枚引く。 

フィード：負傷１を受ける。 
 

キッカー：君のミニオンはチェーンの

テキストの対象にならない。 

苦肉の策 Desperate Measures 

チェーン：カードを２枚引く。 

フィード：負傷１を受ける。 
 

キッカー：君のミニオンはチェーンの
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チェーン：カードを２枚引く。 
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フィード：負傷１を受ける。 
 

キッカー：君のミニオンはチェーンの

テキストの対象にならない。 
    

    

 
    

    

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） 

苦肉の策 
Desperate Measures （プロモ） 

 



    

    

  

皮剥がれのグール Flayed Ghoul

グール ― 歯は休まない 

場：このカードにブロックされたミニオンの戦力を－２する。 
 

キッカー：対象の「プレイヤー１人」は負傷

１を受ける。このカードをそのプレイヤーの

捨て札パイルに置く。 

皮剥がれのグール Flayed Ghoul

グール ― 歯は休まない 

場：このカードにブロックされたミニオンの戦力を－２する。
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捨て札パイルに置く。 

皮剥がれのグール Flayed Ghoul

グール ― 歯は休まない 

場：このカードにブロックされたミニオンの戦力を－２する。
 

キッカー：対象の「プレイヤー１人」は負傷

１を受ける。このカードをそのプレイヤーの

捨て札パイルに置く。 

  

皮剥がれのグール Flayed Ghoul

グール ― 歯は休まない 

場：このカードにブロックされたミニオンの戦力を－２する。 
 

キッカー：対象の「プレイヤー１人」は負傷

１を受ける。このカードをそのプレイヤーの

捨て札パイルに置く。 

皮剥がれのグール Flayed Ghoul
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キッカー：対象の「プレイヤー１人」は負傷

１を受ける。このカードをそのプレイヤーの
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グール ― 歯は休まない 

場：このカードにブロックされたミニオンの戦力を－２する。
 

キッカー：対象の「プレイヤー１人」は負傷

１を受ける。このカードをそのプレイヤーの

捨て札パイルに置く。 

  

デスティニー・コリンズ Destiny Collins

吸血鬼 ―テキサスの血の薔薇 

場：いずれかのフェイズの開始時に、君はこの

カードを追放してカードを３枚引いてよい。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１枚」を君の手

札に加える。このカードを追放する。 

デスティニー・コリンズ Destiny Collins

吸血鬼 ―テキサスの血の薔薇 

場：いずれかのフェイズの開始時に、君はこの

カードを追放してカードを３枚引いてよい。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１枚」を君の手

札に加える。このカードを追放する。 

デスティニー・コリンズ Destiny Collins 

吸血鬼 ―テキサスの血の薔薇 

場：いずれかのフェイズの開始時に、君はこの

カードを追放してカードを３枚引いてよい。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１枚」を君の手

札に加える。このカードを追放する。 

デスティニー・コリンズ Destiny Collins

吸血鬼 ―テキサスの血の薔薇 

場：いずれかのフェイズの開始時に、君はこの

カードを追放してカードを３枚引いてよい。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１枚」を君の手

札に加える。このカードを追放する。 

デスティニー・コリンズ Destiny Collins

吸血鬼 ―テキサスの血の薔薇 

場：いずれかのフェイズの開始時に、君はこの

カードを追放してカードを３枚引いてよい。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１枚」を君の手

札に加える。このカードを追放する。 

デスティニー・コリンズ Destiny Collins

吸血鬼 ―テキサスの血の薔薇 

場：いずれかのフェイズの開始時に、君はこの

カードを追放してカードを３枚引いてよい。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１枚」を君の手

札に加える。このカードを追放する。 

デスティニー・コリンズ Destiny Collins 

吸血鬼 ―テキサスの血の薔薇 

場：いずれかのフェイズの開始時に、君はこの

カードを追放してカードを３枚引いてよい。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１枚」を君の手

札に加える。このカードを追放する。 

デスティニー・コリンズ Destiny Collins

吸血鬼 ―テキサスの血の薔薇 

場：いずれかのフェイズの開始時に、君はこの

カードを追放してカードを３枚引いてよい。 
 

キッカー：対象の「ミニオン１枚」を君の手

札に加える。このカードを追放する。 

サイラス・ブラッグ Silas Bragg

吸血鬼 ―「一人で飲ませろ」 

場：君のクリンナップフェイズの開始時に、この

カードを破壊して負傷効果を 1 つ追加で解決し 

     てよい。 
 

キッカー：対象の「吸血鬼１体」を破壊する。 

サイラス・ブラッグ Silas Bragg

吸血鬼 ―「一人で飲ませろ」 

場：君のクリンナップフェイズの開始時に、この

カードを破壊して負傷効果を 1 つ追加で解決し 

     てよい。 
 

キッカー：対象の「吸血鬼１体」を破壊する。

サイラス・ブラッグ Silas Bragg 

吸血鬼 ―「一人で飲ませろ」 

場：君のクリンナップフェイズの開始時に、この

カードを破壊して負傷効果を 1 つ追加で解決し 

     てよい。 
 

キッカー：対象の「吸血鬼１体」を破壊する。 

サイラス・ブラッグ Silas Bragg

吸血鬼 ―「一人で飲ませろ」 

場：君のクリンナップフェイズの開始時に、この

カードを破壊して負傷効果を 1 つ追加で解決し 

     てよい。 
 

キッカー：対象の「吸血鬼１体」を破壊する。

サイラス・ブラッグ Silas Bragg

吸血鬼 ―「一人で飲ませろ」 

場：君のクリンナップフェイズの開始時に、この

カードを破壊して負傷効果を 1 つ追加で解決し 

     てよい。 
 

キッカー：対象の「吸血鬼１体」を破壊する。 

サイラス・ブラッグ Silas Bragg

吸血鬼 ―「一人で飲ませろ」 

場：君のクリンナップフェイズの開始時に、この

カードを破壊して負傷効果を 1 つ追加で解決し 

     てよい。 
 

キッカー：対象の「吸血鬼１体」を破壊する。
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皮剥がれのグール 
Flayed Ghoul （プロモ） 

デスティニー・コリンズ 
Destiny Collins （プロモ） 

サイラス・ブラッグ 
Silas Bragg （プロモ） 

 

 

 


