
 

 

                
  サリア・ガイドマン 

ライトハウス湾のフェニックスボーン 
    Saria Guideman 

  粛正 
展開呪文・呪盤 

粛正 
展開呪文・呪盤 

粛正 
展開呪文・呪盤 

  Purge 

  豊穣 
展開呪文・呪盤 

豊穣 
展開呪文・呪盤 

豊穣 
展開呪文・呪盤 

  Abundance 

  三つ目梟の召喚 
展開呪文・呪盤 

三つ目梟の召喚 
展開呪文・呪盤 

三つ目梟の召喚 
展開呪文・呪盤 

  Summon Three-Eyed Owl 

  海辺の鴉の召喚 
展開呪文・呪盤 

海辺の鴉の召喚 
展開呪文・呪盤 

海辺の鴉の召喚 
展開呪文・呪盤 

  Summon Seaside Raven 

  秘めた力 
行動呪文・捨札 

秘めた力 
行動呪文・捨札 

秘めた力 
行動呪文・捨札 

  Hidden Power 

  封印 
行動呪文・捨札 

封印 
行動呪文・捨札 

封印 
行動呪文・捨札 

  Seal 

  奇妙な複製 
行動呪文・戦場 

奇妙な複製 
行動呪文・戦場 

奇妙な複製 
行動呪文・戦場 

  Strange Copy 

  苦痛の共感 
対応呪文・捨札 

苦痛の共感 
対応呪文・捨札 

苦痛の共感 
対応呪文・捨札 

  Sympathy Pain 

  薔薇の火の踊り子 
味方・戦場 

薔薇の火の踊り子 
味方・戦場 

薔薇の火の踊り子 
味方・戦場 

  Rose Fire Dancer 

  魅惑のヴァイオリニスト 
味方・戦場 

魅惑のヴァイオリニスト 
味方・戦場 

魅惑のヴァイオリニスト 
味方・戦場 

  Enchanted Violinist 

  三つ目梟 
魔物・戦場 

三つ目梟 
魔物・戦場 

三つ目梟 
魔物・戦場 

  Three-Eyed Owl 

  三つ目梟 
魔物・戦場 

三つ目梟 
魔物・戦場 

   Three-Eyed Owl 

  海辺の鴉 
魔物・戦場 

海辺の鴉 
魔物・戦場 

   Seaside Raven 

                
 

            

  

心の魅了： ・ ・1 ：カードを 1 枚引いてよ
い。そうした場合、プレイヤー1 人を対象に選
び、そのプレイヤーの山札の一番上のカードを
捨ててよい。 

「あなた、酷い姿になりますよ」 

  
Saria Guideman 

16 

 

           
 

              
  魅了魔法 

早見表カード 
幻影魔法 
早見表カード 

   

  

・1 ：この能力を唱えるために使用し
たダイスを対象の君が支配するユニット

1 体に置く。そのユニットにこのダイスが
置かれている間、そのユニットの攻撃力

と生命力に＋1。そのラウンドの終了時
に、これにより置かれたすべてのダイス

を君の消耗プールに置く。 

・1 ：いずれかの相手の活性ダ
イスプールのダイスを 1 個、その相
手の消耗ダイスプールに移動す
る。 

  
Charm/Illusion Dice 
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Enchanted Violinist コストエラッタ 

 
  



 

 

 

                

  

・ ・1 ：プレイヤー1 人を対象に選び、その
プレイヤーの山札の一番上のカードを捨てる。 

集中 1：1 を支払うことで、その対象のプレイ
ヤーに追加で 1 枚カードを捨てさせてよ
い。 

「かわいそうな子、また自分のことばかり考えていたのね」 

・ ・1 ：プレイヤー1 人を対象に選び、その
プレイヤーの山札の一番上のカードを捨てる。 

集中 1：1 を支払うことで、その対象のプレイ
ヤーに追加で 1 枚カードを捨てさせてよ
い。 

「かわいそうな子、また自分のことばかり考えていたのね」 

・ ・1 ：プレイヤー1 人を対象に選び、その
プレイヤーの山札の一番上のカードを捨てる。 

集中 1：1 を支払うことで、その対象のプレイ
ヤーに追加で 1 枚カードを捨てさせてよ
い。 

「かわいそうな子、また自分のことばかり考えていたのね」 

  
Purge 

20 

  

・ ：すべてのプレイヤーはカードを 2 枚ま
で引いてよい。プレイヤーが引かなかったカー
ド 1 枚につき、そのプレイヤーのフェニックス
ボーンに 1 ダメージを与える。 

集中 1：この呪文により君のフェニックスボーン
が受けるダメージを 1 軽減する。 

集中 2：この呪文により君のフェニックスボーン
が受けるダメージを追加で 1 軽減する。 

・ ：すべてのプレイヤーはカードを 2 枚ま
で引いてよい。プレイヤーが引かなかったカー
ド 1 枚につき、そのプレイヤーのフェニックス
ボーンに 1 ダメージを与える。 

集中 1：この呪文により君のフェニックスボーン
が受けるダメージを 1 軽減する。 

集中 2：この呪文により君のフェニックスボーン
が受けるダメージを追加で 1 軽減する。 

・ ：すべてのプレイヤーはカードを 2 枚ま
で引いてよい。プレイヤーが引かなかったカー
ド 1 枚につき、そのプレイヤーのフェニックス
ボーンに 1 ダメージを与える。 

集中 1：この呪文により君のフェニックスボーン
が受けるダメージを 1 軽減する。 

集中 2：この呪文により君のフェニックスボーン
が受けるダメージを追加で 1 軽減する。 

  
Abundance 

30 

  
・ ・1 ：君の戦場に三つ目梟の魔物を

1 体置く。 
「梟って、小さくて可愛いはらわた食いじゃありませんか？」 

・ ・1 ：君の戦場に三つ目梟の魔物を
1 体置く。 
「梟って、小さくて可愛いはらわた食いじゃありませんか？」 

・ ・1 ：君の戦場に三つ目梟の魔物を
1 体置く。 
「梟って、小さくて可愛いはらわた食いじゃありませんか？」 

  
Summon Three-Eyed Owl 

13 

  
・ ・3 ：君の戦場に海辺の鴉の魔物を

1 体置く。 
「素早く、美しく、食らうのは肉」 

・ ・3 ：君の戦場に海辺の鴉の魔物を
1 体置く。 

「素早く、美しく、食らうのは肉」 

・ ・3 ：君の戦場に海辺の鴉の魔物を
1 体置く。 

「素早く、美しく、食らうのは肉」 

  
Summon Seaside Raven 

13 

  

君の消耗プールのダイスを 2 個選び、それらを
任意の 1 種類の目に変更して君の活性プール
に置く。 

「私の出来を恥ずかしく思うことだってあります」 

君の消耗プールのダイスを 2 個選び、それらを
任意の 1 種類の目に変更して君の活性プール
に置く。 

「私の出来を恥ずかしく思うことだってあります」 

君の消耗プールのダイスを 2 個選び、それらを
任意の 1 種類の目に変更して君の活性プール
に置く。 

「私の出来を恥ずかしく思うことだってあります」 

  
Hidden Power 

16 

  

対象のプレイヤー1 人の呪盤の展開呪文 1 つ
を選ぶ。選んだ呪文と、そのプレイヤーの呪盤
の選んだ呪文と同名の他の各カードの上に消
耗トークンを 1 個置く。 

「言葉遣いに気をつけていただきたいですわ」 

対象のプレイヤー1 人の呪盤の展開呪文 1 つ
を選ぶ。選んだ呪文と、そのプレイヤーの呪盤
の選んだ呪文と同名の他の各カードの上に消
耗トークンを 1 個置く。 

「言葉遣いに気をつけていただきたいですわ」 

対象のプレイヤー1 人の呪盤の展開呪文 1 つ
を選ぶ。選んだ呪文と、そのプレイヤーの呪盤
の選んだ呪文と同名の他の各カードの上に消
耗トークンを 1 個置く。 

「言葉遣いに気をつけていただきたいですわ」 

  
Seal 

18 

  

この呪文を戦場に置いた時、相手が場に出し
ているユニットを1つ選ぶ。この呪文に、選ばれ
たユニットの攻撃力に等しい数の状況トークン
を置く。この呪文は、攻撃力と生命力がその上
の状況トークンの数で回復力が0の味方とみな
す。この呪文には変成は置けない。 

泡沫：このラウンドの終了時に、このカードを捨
てる。 

この呪文を戦場に置いた時、相手が場に出し
ているユニットを1つ選ぶ。この呪文に、選ばれ
たユニットの攻撃力に等しい数の状況トークン
を置く。この呪文は、攻撃力と生命力がその上
の状況トークンの数で回復力が0の味方とみな
す。この呪文には変成は置けない。 

泡沫：このラウンドの終了時に、このカードを捨
てる。 

この呪文を戦場に置いた時、相手が場に出し
ているユニットを1つ選ぶ。この呪文に、選ばれ
たユニットの攻撃力に等しい数の状況トークン
を置く。この呪文は、攻撃力と生命力がその上
の状況トークンの数で回復力が0の味方とみな
す。この呪文には変成は置けない。 

泡沫：このラウンドの終了時に、このカードを捨
てる。 

  
Strange Copy 

34 

  

君のフェニックスボーンがダメージを受けた後にこ
の呪文をプレイする。対象のユニット 1 体かフェ
ニックスボーン 1 人に 3 ダメージを与える。 
「だめですよ。そのようなやりかたではいけません。こうです！」 

君のフェニックスボーンがダメージを受けた後にこ
の呪文をプレイする。対象のユニット 1 体かフェ
ニックスボーン 1 人に 3 ダメージを与える。 
「だめですよ。そのようなやりかたではいけません。こうです！」 

君のフェニックスボーンがダメージを受けた後にこ
の呪文をプレイする。対象のユニット 1 体かフェ
ニックスボーン 1 人に 3 ダメージを与える。 
「だめですよ。そのようなやりかたではいけません。こうです！」 

  
Sympathy Pain 

16 

  
散漫： ・ ：対象のユニット 1 体に消耗トー
クンを 1 個置く。 

「舞踏と殺人の感動的姿よ」 

散漫： ・ ：対象のユニット 1 体に消耗トー
クンを 1 個置く。 

「舞踏と殺人の感動的姿よ」 

散漫： ・ ：対象のユニット 1 体に消耗トー
クンを 1 個置く。 

「舞踏と殺人の感動的姿よ」 

  
Rose Fire Dancer 

13 

  

悲しみの歌：いずれかの相手が 1 枚以上の
カードを自分の山札から捨てた後、君は 1 を
支払うことで、対象のユニット 1 体に負傷トーク
ンを 1 個置いてよい。 

「芸術は万人向けではありませんが、その人には死ぬほど
の感動を与えましょう」 

悲しみの歌：いずれかの相手が 1 枚以上の
カードを自分の山札から捨てた後、君は 1 を
支払うことで、対象のユニット 1 体に負傷トーク
ンを 1 個置いてよい。 

「芸術は万人向けではありませんが、その人には死ぬほど
の感動を与えましょう」 

悲しみの歌：いずれかの相手が 1 枚以上の
カードを自分の山札から捨てた後、君は 1 を
支払うことで、対象のユニット 1 体に負傷トーク
ンを 1 個置いてよい。 

「芸術は万人向けではありませんが、その人には死ぬほど
の感動を与えましょう」 

  
Enchanted Violinist 

19 (with errata) 

  

記憶吸い 1： ・ ：対象のプレイヤーを 1 人
選び、そのプレイヤーは自身の手札のカードを
1 枚選んで捨てる。 

「私の梟は謹んで再考を求めますわ」 

記憶吸い 1： ・ ：対象のプレイヤーを 1 人
選び、そのプレイヤーは自身の手札のカードを
1 枚選んで捨てる。 

「私の梟は謹んで再考を求めますわ」 

記憶吸い 1： ・ ：対象のプレイヤーを 1 人
選び、そのプレイヤーは自身の手札のカードを
1 枚選んで捨てる。 

「私の梟は謹んで再考を求めますわ」 

  
Three-Eyed Owl 

16 

  

記憶吸い 1： ・ ：対象のプレイヤーを 1 人
選び、そのプレイヤーは自身の手札のカードを
1 枚選んで捨てる。 

「私の梟は謹んで再考を求めますわ」 

記憶吸い 1： ・ ：対象のプレイヤーを 1 人
選び、そのプレイヤーは自身の手札のカードを
1 枚選んで捨てる。 

「私の梟は謹んで再考を求めますわ」 

   
Three-Eyed Owl 

16 

  

戦いの優位：このユニットが戦闘状態の時、
それは戦いの優位を持たない他のユニットが
ダメージを与えるよりも前にダメージを与える。 

魔法守護：このユニットは相手の呪文に影響
されない。 

戦いの優位：このユニットが戦闘状態の時、
それは戦いの優位を持たない他のユニットが
ダメージを与えるよりも前にダメージを与える。 

魔法守護：このユニットは相手の呪文に影響
されない。 

   
Seaside Raven 

21 

 

               
 


