
  砦の護衛 砦の護衛 砦の護衛 ザフバーの技師   

  カラク・アズールの槌士 カラク・アズールの槌士 カラク・アズールの槌士 トロール殺し   

  トロール殺し トロール殺し ルーン鍛冶 ルーン鍛冶   

  ルーン鍛冶  勇猛なるダーグナー  カザダー王 ドワーフ大砲班   

  ドワーフの石工 ドワーフのレンジャー ドワーフのレンジャー 山岳旅団   

  山岳旅団 アンコールの鉄壊し     

 

 

 

戦士 

バトルフィールド限定。 

我が血と引き換えに砦を守る、これこそ妥当な

取引だ。 

戦士 

バトルフィールド限定。 

我が血と引き換えに砦を守る、これこそ妥当な

取引だ。 

戦士 

バトルフィールド限定。 

我が血と引き換えに砦を守る、これこそ妥当な

取引だ。 

技師 

強制：このユニットが場を離れた後、各

対戦相手はここと対応する領域のユ

ニット１つを生贄にしなければいけな

い。 
 

 

 

 

戦士、精鋭 

タフネス １（このユニットにダメージが割り

振られるたび、そのダメージのうち１点をキャン

セルする。） 

「槌の一撃は、敵の凶運の音を打ち鳴らす。」 

――古い槌士の言い回し 

戦士、精鋭 

タフネス １（このユニットにダメージが割り

振られるたび、そのダメージのうち１点をキャン

セルする。） 

「槌の一撃は、敵の凶運の音を打ち鳴らす。」

――古い槌士の言い回し 

戦士、精鋭 

タフネス １（このユニットにダメージが割り

振られるたび、そのダメージのうち１点をキャン

セルする。） 

「槌の一撃は、敵の凶運の音を打ち鳴らす。」

――古い槌士の言い回し 

殺害者 

バトルフィールド このユニットは、こ

の領域に２つ以上のデベロップがある

間  を得る。  

 

 

 

殺害者 

バトルフィールド このユニットは、こ

の領域に２つ以上のデベロップがある

間  を得る。 

殺害者 

バトルフィールド このユニットは、こ

の領域に２つ以上のデベロップがある

間  を得る。 

僧侶 

クエスト アクション：リソース２点を

支払うことで、ターン終了時まで、対象

のユニット１つは  を得る。 

僧侶 

クエスト アクション：リソース２点を

支払うことで、ターン終了時まで、対象

のユニット１つは  を得る。  

 

 

 

僧侶 

クエスト アクション：リソース２点を

支払うことで、ターン終了時まで、対象

のユニット１つは  を得る。 

英雄、戦士 

１領域に英雄は１つまで。 

このユニットは、あなたの首都のいずれ

かのセクションが炎上している間  

を得る。 

英雄、戦士 

１領域に英雄は１つまで。 

タフネス ２ 

対戦相手は、効果１つにつきリソース３

点を追加で支払わないかぎり、カードの

効果でこのユニットを対象にできない。

技師 

強制：このユニットが場に出た後、あな

たのデッキの一番上から５枚のカード

から、コストが２以下のサポートカード

を１枚探し、可能ならそれをこの領域に

出す。その後、あなたのデッキをシャッ

フルする。 

 

 

 

 

技師 

強制：このユニットが場に出た後、あな

たのデッキの一番上のカードを、デベ

ロップとしてこの領域に裏向きにおく。 

石を崇めておくんだな、小僧。 

レンジャー 

偵察 

クエスト 強制：他のあなたの  ユニッ

ト１つが場を離れた後、対象のユニッ

ト１つか首都１つに１点のダメージを

与える。 

レンジャー 

偵察 

クエスト 強制：他のあなたの  ユニッ

ト１つが場を離れた後、対象のユニッ

ト１つか首都１つに１点のダメージを

与える。 

戦士 

彼ら頑強なドワーフたちは、防衛の最前線に

立つ。 

 

 

 

 

戦士 

彼ら頑強なドワーフたちは、防衛の最前線に

立つ。 

戦士、精鋭 

タフネス Ｘ（このユニットにダメージが割り

振られるたび、そのダメージのうちＸ点をキャン

セルする。） 

Ｘはこの領域のデベロップの数に等し

い。 

  

 

 

 

  不屈のルーン 要石の鋳造所 要石の鋳造所 
  要石の鋳造所 オルガン砲 狼狽の高位ルーン 
  遺恨投げ機 遺恨投げ機  
 

 

 

ルーン 

この領域を攻撃する各ユニットは、それのコントローラー

がユニット１つにつきリソース１点を支払わないかぎり、

 を失う。 

建物 

キングダム 強制：あなたのターンの開始後、あなたの首都

のダメージを１点回復する。 

建物 

キングダム 強制：あなたのターンの開始後、あなたの首都

のダメージを１点回復する。 

 

 

建物 

キングダム 強制：あなたのターンの開始後、あなたの首都

のダメージを１点回復する。 

アタッチメント、武器 

対象のあなたのユニット１つにつける。 

つけているユニットは、防御の間  を得る。 

ドワーフの道具――威力と信頼は永久保証。 

ルーン 

キングダム 対戦相手のユニットをプレイするコストは、リ

ソースが追加で１点増える。 

ドワーフの敵は用心せよ。お前の恐怖はおまえ自身に百倍にもなっ

て戻るであろう！ 

 

 

攻城 

バトルフィールド アクション：リソース１点を支払い、こ

の領域のあなたのユニットを１つ生贄にすることで、ター

ン終了時まで、各攻撃ユニットか各防御ユニットはそれぞ

れ  を得る。 

攻城 

バトルフィールド アクション：リソース１点を支払い、こ

の領域のあなたのユニットを１つ生贄にすることで、ター

ン終了時まで、各攻撃ユニットか各防御ユニットはそれぞ

れ  を得る。 

 

 



 

  名誉の死 名誉の死   

 

 

 

クエスト アクション：このクエストの上のユニットを生贄にして、対

象の攻撃ユニットを最大２つ破壊する。この能力は「名誉の死」にリ

ソーストークンが３個以上置かれている場合にのみ使用する。 

[クエスト]強制：あなたのターンの開始時に、このクエストを行って

いるユニットがいるなら、このカードにリソーストークンを１個置く。 

[クエスト]アクション：このクエストの上のユニットを生贄にして、

対象の攻撃ユニットを最大２つ破壊する。この能力は「名誉の死」に

リソーストークンが３個以上置かれている場合にのみ使用する。 

[クエスト]強制：あなたのターンの開始時に、このクエストを行って

いるユニットがいるなら、このカードにリソーストークンを１個置く。

 

 

 

 

  遺恨の埋葬 断固とした抵抗 遺恨の揺り起こし   

  遺恨の揺り起こし 遺恨投げ機の攻撃 粉砕せよ！   

  山の目覚め ヴァレイヤの高位ルーン    

 

 

 

アクション：このターン、いずれかの捨て札置場に

置かれたユニット１つにつき、リソース１点を得る。

遺恨は過ちを犯した者と共に埋めてしまうのが一番良い。 

アクション：対象のユニット１つのダメージすべて

を、対象のいずれかのプレイヤーの対応する領域に

ある他のユニット１つに移動する。 

アクション：対象の攻撃ユニットか防御ユニット１

つは、ターン終了時まで  を得る。 

名誉は取り戻され、誓いは満たされた。 
 

 

 

 

アクション：対象の攻撃ユニットか防御ユニット１

つは、ターン終了時まで  を得る。 

名誉は取り戻され、誓いは満たされた。 

戦闘中、ダメージが割り振られた後に使用する。

アクション：対象の攻撃ユニット１つを破壊する。

アクション：対象のサポートカード１つかデベロッ

プ１つを破壊する。 

ドカーン！ 
 

 

 

 

アクション：あなたのデッキの一番上から３枚の

カードを、ベロップとしてあなたのバトルフィール

ドかキングダムに裏向きにおく。（３つのデベロップは

すべて同じ領域に置かなければいけない。） 

呪文、ルーン 

アクション：このターン、戦場フェイズ中に割り振

られたすべてのダメージをキャンセルする。 

ヴァレイヤは、必要な時には我等を守るのだ！ 

 

 

 

 



 

  農民兵 レイクス守護隊の騎士 レイクス守護隊の騎士 レイクス守護隊の騎士   

  聡明な魔法使いの弟子 ナルンの修繕士 大剣隊 大剣隊   

  シグマーの祝福者  タイラス・ゴーマン 猟師隊 猟師隊   

  猟師隊 戦士僧 戦士僧 戦士僧   

  傭兵隊 傭兵隊 短銃隊 短銃隊   

  短銃隊  ヨハネス・ブロヘイム     

 

 

 

戦士 

召集だ！ 召集だ！ 

騎士 

逆襲 ２（このユニットは、防御の直後に２点

の戦闘ダメージを与える。） 

カール・フランツのために！ 

騎士 

逆襲 ２（このユニットは、防御の直後に２点

の戦闘ダメージを与える。） 

カール・フランツのために！ 

騎士 

逆襲 ２（このユニットは、防御の直後に２点

の戦闘ダメージを与える。） 

カール・フランツのために！  

 

 

 

魔道士 

クエスト アクション：リソース２点を

支払うことで、対象の他のユニットカー

ドやサポートカードが直前にトリガー

したアクションの効果１つをキャンセ

ルする（１ターンに１回のみ）。 

技師 

キングダム 各ターン、あなたが最初に

プレイするサポートカードのコスト

は１下がる。 

「火薬があと半つまみ……」 

戦士、精鋭 

強制：ユニットが１つ戦場に出た後、大

剣隊はターン終了時まで  を得る。

戦士、精鋭 

強制：ユニットが１つ戦場に出た後、大

剣隊はターン終了時まで  を得る。 

 

 

 

 

僧侶 

強制：このユニットが場を離れた後、対

象のいずれかのプレイヤーの対応する

領域のユニット１つを持ち主の手札に

戻す。 

英雄、魔道士 

１領域に英雄は１つまで。 

強制：あなたのターンの終了後、このユ

ニットは１点のダメージを受ける。 

レンジャー 

クエスト領域限定。 

狩りを仕事とする粗末な服の男たちは、経験

豊富な木こりであり、恐るべき射手である。 

レンジャー 

クエスト領域限定。 

狩りを仕事とする粗末な服の男たちは、経験

豊富な木こりであり、恐るべき射手である。  

 

 

 

レンジャー 

クエスト領域限定。 

狩りを仕事とする粗末な服の男たちは、経験

豊富な木こりであり、恐るべき射手である。 

戦士、僧侶 

強制：各ターン、このユニットに与えら

れる最初の１点のダメージは、対象のい

ずれかのバトルフィールドにいるユ

ニット１つに向けなおされる。（適正な対

象が無い場合、そのダメージは僧侶兵に割り振ら

れる。） 

戦士、僧侶 

強制：各ターン、このユニットに与えら

れる最初の１点のダメージは、対象のい

ずれかのバトルフィールドにいるユ

ニット１つに向けなおされる。（適正な対

象が無い場合、そのダメージは僧侶兵に割り振ら

れる。） 

戦士、僧侶 

強制：各ターン、このユニットに与えら

れる最初の１点のダメージは、対象のい

ずれかのバトルフィールドにいるユ

ニット１つに向けなおされる。（適正な対

象が無い場合、そのダメージは僧侶兵に割り振ら

れる。） 

 

 

 

 

戦士 

偵察（このユニットが戦闘で生き残った場合、

いずれかの対戦相手の無作為に選んだ手札１枚

を捨てさせる。） 

戦士 

偵察（このユニットが戦闘で生き残った場合、

いずれかの対戦相手の無作為に選んだ手札１枚

を捨てさせる。） 

レンジャー 

アクション：リソース１点を支払うこと

で、このユニットを現在の領域からあな

たの他の領域に移動する。 

レンジャー 

アクション：リソース１点を支払うこと

で、このユニットを現在の領域からあな

たの他の領域に移動する。  

 

 

 

レンジャー 

アクション：リソース１点を支払うこと

で、このユニットを現在の領域からあな

たの他の領域に移動する。 

英雄、騎兵 

１領域に英雄は１つまで。 

逆襲 ２ 

各フェイズの終了時、あなたはこのユ

ニットを現在の領域からあなたの他の

領域に移動してもよい。 

  

 

 

 

 

  騎士の訓練 シグマー教会 シグマー教会 
  都市城門 タールの神殿 シャリア寺院 
 

 

 

アタッチメント、スキル 

対象のあなたのバトルフィールドにいるユニット１つにつける。 

つけているユニットは  を得る。 

騎士の訓練に終わりは無い。さらに腕を上げろ……さもなくば死だ。 

建物 

キングダム 対戦相手は、効果１つにつきリソース１点を追

加で支払わないかぎり、カードの効果であなたのユニット

を対象にできない。 

建物 

キングダム 対戦相手は、効果１つにつきリソース１点を追

加で支払わないかぎり、カードの効果であなたのユニット

を対象にできない。 

 

 

建物 

強制：あなたのターンの開始後、あなたの山札の一番上の

カードを、デベロップとしてこの領域に裏向きにおく。 

建物 

強制：あなたのターンの開始後、対象のこの領域にいるユ

ニット１つを選ぶ。ターン終了時まで、そのユニットはこ

の領域にあるデベロップ１つにつき  を得る。 

建物 

キングダム あなたのキングダムフェイズの開始時に、あな

たはあなたのユニット１つを、現在の領域からあなたの他

の領域に移動してもよい。  

 



 

  国境の護衛 国境の護衛   

 

 

 

クエスト 国境の護衛にリソーストークンが３個以上置かれている間、

あなたの首都に与えられる最初の１点のダメージを、対象のユニッ

ト１体か首都１つに向けなおす。 

クエスト 強制：あなたのターンの開始時に、このクエストを行ってい

るユニットがいるなら、このカードにリソーストークンを１個置く。 

クエスト 国境の護衛にリソーストークンが３個以上置かれている間、

あなたの首都に与えられる最初の１点のダメージを、対象のユニッ

ト１体か首都１つに向けなおす。 

クエスト 強制：あなたのターンの開始時に、このクエストを行ってい

るユニットがいるなら、このカードにリソーストークンを１個置く。

 

 

 

  エレクターの意志 双尾の彗星 士気喪失   

  士気喪失 士気喪失 フランツの勅命   

  強行軍 強行軍 ヴェレナの審判   

  シグマーの介入     

 

 

 

アクション：対象のいずれか１つの領域の最大２つ

のデベロップを、同じプレイヤーの他の領域に移動

する。 

アクション：対象の直前にプレイされたタクティク

ス１つを選ぶ。そのタクティクスの効果を、そのコ

ストを支払わずにコピーする。（コピーされたタクティク

スのすべての対象はあなたが選ぶ。） 

アクション：対象のユニット１つは、ターン終了時

まで  を失う。 

いつだって、さらに悪い事態になり得る。 
 

 

 

 

アクション：対象のユニット１つは、ターン終了時

まで  を失う。 

いつだって、さらに悪い事態になり得る。 

アクション：対象のユニット１つは、ターン終了時

まで  を失う。 

いつだって、さらに悪い事態になり得る。 

アクション：対象のユニット１つは、ターン終了時

まで攻撃や防御ができない。 

「シグマーのため、我らは敗れはせぬ！」 
 

 

 

 

あなたのターンに使用する。 

アクション：対象のユニット１つを、同じプレイヤー

の他の領域に移動する。 

あなたのターンに使用する。 

アクション：対象のユニット１つを、同じプレイヤー

の他の領域に移動する。 

あなたのターンに使用する。 

アクション：デベロップの置かれていない各領域の

すべてのユニットカードとサポートカードを破壊す

る。  

 

 

 

いずれかの対戦相手があなたの首都を攻撃したと

き、防御が宣言される前に使用する。 

アクション：その攻撃を、あなたの他の領域１つに

向けなおす。（攻撃は炎上している領域には向けなおせな

い。） 

  

 

 

 



 

  曲がりっ歯のゴブリン 曲がりっ歯のゴブリン 曲がりっ歯のゴブリン スクィッグ使い   

  スクィッグ使い スクィッグ使い 鉄爪の大群 モルクの信奉者   

  モルクの信奉者 黒オーク隊 黒オーク隊 黒オーク隊   

  猪団 猪団  ウルガック  鉄皮のグリンゴー   

  夜のゴブリン 悲運の爆撃兵 放り投げ班 放り投げ班   

  放り投げ班 でっけぇの     

 

 

 

ゴブリン、戦士 

バトルフィールド限定。 

光ってんなぁ俺んだ！ 

ゴブリン、戦士 

バトルフィールド限定。 

光ってんなぁ俺んだ！ 

ゴブリン、戦士 

バトルフィールド限定。 

光ってんなぁ俺んだ！ 

ゴブリン、戦士 

スクィッグ使いは、あなたがダメージを

受けているユニットを１つ以上コント

ロールしている間  を得る。 

スクィッグは、歯っこと足っこさついてるマフィン

さ。 

 

 

 

 

ゴブリン、戦士 

スクィッグ使いは、あなたがダメージを

受けているユニットを１つ以上コント

ロールしている間  を得る。 

スクィッグは、歯っこと足っこさついてるマフィン

さ。 

ゴブリン、戦士 

スクィッグ使いは、あなたがダメージを

受けているユニットを１つ以上コント

ロールしている間  を得る。 

スクィッグは、歯っこと足っこさついてるマフィン

さ。 

戦士 

バトルフィールド限定。 

昔ぁいっぺえ喧嘩っこしたもんだ。 

シャーマン 

強制：このユニットが場に出た後、各プ

レイヤーは２点の間接ダメージを受け

る。（プレイヤーは自分への間接ダメージを自分

で振り分ける。） 
 

 

 

 

シャーマン 

強制：このユニットが場に出た後、各プ

レイヤーは２点の間接ダメージを受け

る。（プレイヤーは自分への間接ダメージを自分

で振り分ける。） 

戦士、精鋭 

でっけぇのが、でっけぇ斧持ちだ。 

戦士、精鋭 

でっけぇのが、でっけぇ斧持ちだ。 

戦士、精鋭 

でっけぇのが、でっけぇ斧持ちだ。 

 

 

 

 

騎兵 

このユニットは、あなたがダメージを受

けているユニットを１つ以上コント

ロールしている間  を得る。 

猪っことその上の奴等と、どっちが臭ぇのかな

んかわかんねぇよ。 

騎兵 

このユニットは、あなたがダメージを受

けているユニットを１つ以上コント

ロールしている間  を得る。 

猪っことその上の奴等と、どっちが臭ぇのかな

んかわかんねぇよ。 

英雄、戦士 

１領域に英雄は１つまで。 

あなたの首都フェイズ中、あなたはこの

ユニットの上のダメージをリソースで

あるかのように支払ってもよい。 

英雄、戦士 

１領域に英雄は１つまで。 

強制：このユニットが場に出た後、各プ

レイヤーの対応する領域のすべてのサ

ポートカードとデベロップを破壊する。 

 

 

 

 

ゴブリン、シャーマン 

強制：このユニットが場に出た後、対応

する領域にある対象のアタッチメント

カード１つを、可能なら破壊する。 

ゴブリン 

バトルフィールド 強制：あなたのター

ンの開始後、各プレイヤーはデベロップ

を１つ生贄にするか、自分の首都の各セ

クションに１点ずつのダメージを与え

る。 

ゴブリン 

キングダム アクション：このユニット

を生贄にすることで、対戦相手１人に可

能ならユニット１つを生贄にさせる。

ゴブリン 

キングダム アクション：このユニット

を生贄にすることで、対戦相手１人に可

能ならユニット１つを生贄にさせる。  

 

 

 

ゴブリン 

キングダム アクション：このユニット

を生贄にすることで、対戦相手１人に可

能ならユニット１つを生贄にさせる。 

騎兵 

バトルフィールド ダメージを受けてい

るあなたのユニットは「タフネス １」

を得る。 

「赤い眼の暴れ者の中でも、大型の者たちは

自然と奴等の指揮官になっているようだ。」 

――ガヴィアス・クラッグ

  

 

 

 

  岩投げ機 ぶった切り ぶった切り 
  ゴークのトーテム像 赤ぇ太陽の旗っこ グリンゴーの野営 
 

 

 

攻城 

バトルフィールド アクション：リソース２点を支払い、こ

の領域のあなたのユニットを１つ生贄にすることで、いず

れかの首都の１つのセクションに２点のダメージを与える

（１ターンに１回まで）。 

アタッチメント、武器 

対象のあなたのバトルフィールドのユニット１つにつけ

る。 

つけているユニットは  を得る。 

アタッチメント、武器 

対象のあなたのバトルフィールドのユニット１つにつけ

る。 

つけているユニットは  を得る。 

 

 

攻城 

この領域のユニットは、攻撃中や防御中に  を得る。 

「それは奴等の堕落した神々の一人への汚らわしい捧げ物だ。」 

――ガヴィアス・クラッグ 

旗印 

バトルフィールド 自身のキングダムフェイズに７点以上

のリソースを集めた各対戦相手は、そのリソースのうち１

つを、対象のあなたが選んだユニット１つにダメージとし

て割り振らなければいけない。 

建物 

キングダム 各ターン、あなたが最初にプレイする  のユ

ニットのコストは１下がる。 

 



 

  みんなぶっつぶせ！ みんなぶっつぶせ！   

 

 

 

クエスト アクション：このクエストの上のユニットを生贄にすることで、

敵のすべてのサポートカードを破壊する。この能力は「みんなぶっつぶ

せ！」にリソーストークンが３個以上置かれている場合にのみ使用する。 

クエスト。強制：あなたのターンの開始時に、このクエストを行っている

ユニットがいるなら、このカードにリソーストークンを１個置く。 

クエスト アクション：このクエストの上のユニットを生贄にすることで、

敵のすべてのサポートカードを破壊する。この能力は「みんなぶっつぶ

せ！」にリソーストークンが３個以上置かれている場合にのみ使用する。

クエスト。強制：あなたのターンの開始時に、このクエストを行っている

ユニットがいるなら、このカードにリソーストークンを１個置く。 

 

 

 

  殴って、突っ込んで、ぶっ飛ばせ！ 奴らの首っこちぎっちめぇ！ 俺らはでっけぇ！   

  俺らはでっけぇ！ モルクの恩恵 モルクの恩恵   

  モルクの恩恵 略奪 ウワーーー！   

  トロールのゲロ     

 

 

 

あなたのターン中に使用する。 

アクション：対象の１つの領域にあるデベロップＸ

個を破壊する。 

なんでもぶっ壊せるんだから、オークで良かったなぁ！ 

アクション：対象のデベロップ１つを表にする。そ

れがユニットである場合、それをそのまま場に残し、

ターン終了時にそれを生贄にする。そうでない場合、

それをただちに生贄にする。 

そうすりゃ奴らはお前よりちっちゃくなんぞ。 

アクション：このターン、次にあなたがプレイする

ユニットのコストは１下がる。そのユニットは、ダ

メージを１つ置いた状態で場に出る。 

 

 

 

 

アクション：このターン、次にあなたがプレイする

ユニットのコストは１下がる。そのユニットは、ダ

メージを１つ置いた状態で場に出る。 

呪文 

アクション：ターン終了時まで、対象のユニット１

つは  を失い、対象の他のユニット１つは  を

得る。 

呪文 

アクション：ターン終了時まで、対象のユニット１

つは  を失い、対象の他のユニット１つは  を

得る。  

 

 

 

呪文 

アクション：ターン終了時まで、対象のユニット１

つは  を失い、対象の他のユニット１つは  を

得る。 

アクション：対象のサポートカード１つを破壊する。アクション：ターン終了時まで、各攻撃ユニットは

 を得る。 

ワーー！ ワーー！ ウワーーーー！ 
 

 

 

 

あなたのターン中に使用する。 

アクション：場のすべてのユニットを破壊する。 

ゲップ……。 

  

 

 

 



 

  コルンの従僕 コルンの従僕 コルンの従僕 野蛮な襲撃者   

  野蛮な襲撃者 野蛮な襲撃者 膿んだナーグリング 膿んだナーグリング   

  膿んだナーグリング ナーグルの妖術士 混沌の騎士 混沌の騎士   

  スラーネシュの崇拝者  血塗れのヴァルキア  変える者メレク 生まれたての混沌の落し子   

  野蛮なゴー 野蛮なゴー 野蛮なゴー 闇の盲信者   

  闇の盲信者 血に飢えし者     

 

 

 

戦士 

バトルフィールド限定。 

戦士 

バトルフィールド限定。 

戦士 

バトルフィールド限定。 

戦士 

今こそ、エンパイアの家畜どもに、殺戮の何た

るかを知らしめる時だ。 

 

 

 

 

戦士 

今こそ、エンパイアの家畜どもに、殺戮の何た

るかを知らしめる時だ。 

戦士 

今こそ、エンパイアの家畜どもに、殺戮の何た

るかを知らしめる時だ。 

悪魔 

強制：このユニットが場に出た後、対象

のいずれかのプレイヤーの対応する領

域にいるユニット１つを堕落させる。

悪魔 

強制：このユニットが場に出た後、対象

のいずれかのプレイヤーの対応する領

域にいるユニット１つを堕落させる。  

 

 

 

悪魔 

強制：このユニットが場に出た後、対象

のいずれかのプレイヤーの対応する領

域にいるユニット１つを堕落させる。 

妖術士 

クエスト アクション：リソースを３点

支払うことで、対象のユニット１つに１

点のダメージを与える。その対象が堕落

している場合、追加の１点のダメージを

与える。 

騎士・騎兵 

「分厚い鎧をその変成した身体に融合させた

様は、時間が経つにつれより大きくなっているよ

うに見える。」 

――サリエル・リアンラッハ

騎士・騎兵 

「分厚い鎧をその変成した身体に融合させた

様は、時間が経つにつれより大きくなっているよ

うに見える。」 

――サリエル・リアンラッハ 
 

 

 

 

盲信者 

クエスト アクション：リソースを４点

支払うことで、対象のデベロップ１つを

破壊する。 

死の瞬間こそ、お前が最も生を感じる瞬間だ。 

英雄、悪魔 

１領域に英雄は１つまで。 

クエスト アクション：リソースを２点

支払うことで、このユニットの上の望む

数のダメージを、対象の堕落しているユ

ニット１つに移動する。 

英雄、魔道士 

１領域に英雄は１つまで。 

このユニットは、いずれかの対戦相手が

コントロールする堕落しているユニッ

ト１つにつき  を得る。 

悪魔 

バトルフィールド 強制：このユニット

が破壊された後、対象のいずれかのプレ

イヤーのバトルフィールドにいるユ

ニット１つに１点のダメージを与える。 
 

 

 

 

戦士 

バトルフィールド このユニットは、攻

撃していてあなたのバトルフィールド

に２つ以上のデベロップがある間、追加

で２点のダメージを与える。 

戦士 

バトルフィールド このユニットは、攻

撃していてあなたのバトルフィールド

に２つ以上のデベロップがある間、追加

で２点のダメージを与える。 

戦士 

バトルフィールド このユニットは、攻

撃していてあなたのバトルフィールド

に２つ以上のデベロップがある間、追加

で２点のダメージを与える。 

盲信者 

教えて進ぜよう……苦痛を！ 

 

 

 

 

盲信者 

教えて進ぜよう……苦痛を！ 

悪魔 

ダメージはキャンセルできない。 

強制：あなたのターンの開始後、各プレ

イヤーは対応する領域にいるユニッ

ト１つを生贄にしなければいけない。

  

 

 

 

  蝿の雲 むごたらしい変成 加虐的な変成 
  ワープストーンの隕石 ナーグルの神殿 ナーグルの神殿 
  ナーグルの神殿   
 

 

 

アタッチメント、呪文 

対象のあなたのユニット１つにつける。 

あなたのターンの開始時に、あなたはこのユニットと対象のユ

ニット１つに、それぞれ１点のキャンセルできないダメージを与

えてもよい。 

アタッチメント、変成 

対象のあなたのユニット１つにつける。 

つけているユニットが攻撃している間、防御ユニットの

ヒットポイントは－１される。 

アタッチメント、変成 

対象のあなたのユニット１つにつける。 

強制：つけているユニットが戦闘でダメージを与えた後、対

象のユニット１つか首都１つに１点のダメージを与える。

 

 

ワープストーン 

強制：あなたのターンの開始後、各プレイヤーはそれぞれ、

自分の対応する領域のユニット１つを堕落させるか、自分

の首都に１点のダメージを与える。（自分のダメージの割り振り

先は自分が決める。） 

建物 

キングダム 強制：いずれかの対戦相手のユニットが戦闘中

にダメージを受けるたび、そのユニットを堕落させる。 

邪悪な祭殿を覆うのは、汚物と腐った死体だ。 

建物 

キングダム 強制：いずれかの対戦相手のユニットが戦闘中

にダメージを受けるたび、そのユニットを堕落させる。 

邪悪な祭殿を覆うのは、汚物と腐った死体だ。 

 

 

建物 

キングダム 強制：いずれかの対戦相手のユニットが戦闘中

にダメージを受けるたび、そのユニットを堕落させる。 

邪悪な祭殿を覆うのは、汚物と腐った死体だ。 

  

 



 

  門への旅 門への旅   

 

 

 

[クエスト]アクション：このクエストの上のユニットを生贄にすることで、

各対戦相手の手札を捨てさせる。この能力は自分のターンにのみ、「門へ

の旅」にリソーストークンが３個以上置かれている場合にのみ使用する。 

[クエスト]強制：あなたのターンの開始時に、このクエストを行っている

ユニットがいるなら、このカードにリソーストークンを１個置く。 

[クエスト]アクション：このクエストの上のユニットを生贄にすることで、

各対戦相手の手札を捨てさせる。この能力は自分のターンにのみ、「門へ

の旅」にリソーストークンが３個以上置かれている場合にのみ使用する。

[クエスト]強制：あなたのターンの開始時に、このクエストを行っている

ユニットがいるなら、このカードにリソーストークンを１個置く。 

 

 

 

  闇への誘惑 闇への誘惑 ズィーンチの意志   

  ナーグルの黒死病 ズィーンチの炎 血の神に捧げる血   

  血の神に捧げる血 弱者の淘汰 スラーネシュの制圧   

 

 

 

アクション：対象のユニット１つを堕落させる。 

より強く、素早く、美しくなりたくない者などいようか？ 

アクション：対象のユニット１つを堕落させる。

より強く、素早く、美しくなりたくない者などいようか？ 

あなたのターンに使用する。 

アクション：各プレイヤーは、手札を捨ててカード

を３枚引く。 

変化の時は我等にあり！ 
 

 

 

 

呪文 

アクション：場の各ユニットは１点のダメージを受

ける。堕落しているユニットは追加の１点のダメー

ジを受ける。 

病には力がある。疫病に屈服せよ。 

呪文 

あなたのターンに使用する。 

アクション：対象のユニット１つにＸ点のダメージ

を与える。 

アクション：対象のいずれかのバトルフィールドに

いるユニット１つを選ぶ。そのユニットに、それの

パワーに等しい点数のダメージを与える。 

髑髏の玉座に髑髏を！  

 

 

 

アクション：対象のいずれかのバトルフィールドに

いるユニット１つを選ぶ。そのユニットに、それの

パワーに等しい点数のダメージを与える。 

髑髏の玉座に髑髏を！ 

アクション：ユニット１つを生贄にすることで、ター

ン終了時まで、あなたのバトルフィールドのすべて

のユニットは  を獲る。 

アクション：対象の対戦相手１人の手札のカードを

無作為に最大３枚選んで公開する。あなたはこれに

より公開されたタクティクスを、あなたの手札にあ

るかのように、コストを支払わずにプレイしてもよ

い。 

 

 

 



 

  銀の兜隊   ケインの信徒 
  サフェリーの大魔導師   下劣な女妖術士 
     冷たきもの乗り 

 

 

 

精鋭、貴族、騎兵 

強制：このユニットが１点以上のダメー
ジを受けた後、カードを１枚引く。 

彼らはアルスランの高貴なる者とまみえた日を

後悔することになろう。 
  

戦士、僧侶 

アクション：リソース２点を支払うこと
で、このユニットに現在割り振られてい
る戦闘ダメージ１点を、対象の他のユ
ニット１つに向けなおす。 

 

 

魔道士 

クエスト アクション：あなたのクエス
トフェイズ中、あなたは対象のユニッ
ト１つのダメージを１点回復してもよ
い。（１ターンに１回のみ。） 

  

妖術士 

クエスト 強制：あなたのターンの開始

後、対象のユニット１つのヒットポイン

トはターン終了時まで－１される。 

 

 

 

  

騎兵、精鋭 

逆襲 １（このユニットは、防御の直後に１点

の戦闘ダメージを与える。） 

 

  アイシャの祝福   血の大鍋   

 

 

 

アタッチメント、呪文 

対象のユニット１つにつける。可能なら、そのユニットを

復帰させる。 

つけているユニットは堕落されない。 

  

攻城 

キングダム 強制：この領域が攻撃されたとき、対象の攻撃

しているユニット１つに１点のダメージを与える。 

 

 

  大いなる癒し   憎悪 
  まばゆい眼差し    

 

 

 

アクション：あなたのユニットのすべてのダメージ

を回復する。 

アクション：各対戦相手からリソースを１点ずつ取

り、あなたのリソースに加える。 

できうる事なら、我が怒りをケインの稲妻として貴様を打ち倒

すものを！ 

 

 

呪文 

アクション：対象の対戦相手の領域１つを選ぶ。ター

ン終了時まで、その領域のすべてのユニットは  

を失う。 

 

 



 

  争われる村 争われる村 争われる村 
  争われる要塞 争われる要塞 争われる要塞 
  争われる城砦 争われる城砦 争われる城砦 
  武器庫 武器庫 武器庫 
  忘れられた墓地 忘れられた墓地 忘れられた墓地 
  ワープストーンの発掘 ワープストーンの発掘 ワープストーンの発掘 
  同盟 同盟 同盟 
  同盟 同盟 同盟 
 

 

 

建物 

制限（あなたは制限カードを１ターンに１枚しかプレイできない。） 

ここには平和は無い。あるのは戦争だけだ。 

建物 

制限（あなたは制限カードを１ターンに１枚しかプレイできない。）

ここには平和は無い。あるのは戦争だけだ。 

建物 

制限（あなたは制限カードを１ターンに１枚しかプレイできない。）

ここには平和は無い。あるのは戦争だけだ。 

 

 

建物 

制限（あなたは制限カードを１ターンに１枚しかプレイできない。） 

各ターン、あなたの首都へのダメージを１点キャンセルす

る。 

建物 

制限（あなたは制限カードを１ターンに１枚しかプレイできない。）

各ターン、あなたの首都へのダメージを１点キャンセルす

る。 

建物 

制限（あなたは制限カードを１ターンに１枚しかプレイできない。）

各ターン、あなたの首都へのダメージを１点キャンセルす

る。 

 

 

建物 

制限（あなたは制限カードを１ターンに１枚しかプレイできない。） 

このサポートは、この領域にあるデベロップ１つにつき  

を得る。 

建物 

制限（あなたは制限カードを１ターンに１枚しかプレイできない。）

このサポートは、この領域にあるデベロップ１つにつき 

を得る。 

建物 

制限（あなたは制限カードを１ターンに１枚しかプレイできない。）

このサポートは、この領域にあるデベロップ１つにつき 

を得る。 

 

 

建物 

制限（あなたは制限カードを１ターンに１枚しかプレイできない。） 

キングダム このカードは、この領域にデベロップが２つ以

上ある間  を得る。 

建物 

制限（あなたは制限カードを１ターンに１枚しかプレイできない。）

キングダム このカードは、この領域にデベロップが２つ以

上ある間  を得る。 

建物 

制限（あなたは制限カードを１ターンに１枚しかプレイできない。）

キングダム このカードは、この領域にデベロップが２つ以

上ある間  を得る。 

 

 

ワープストーン 

この領域ではあなたのユニットは堕落した状態で場に出

る。 

ワープストーン 

この領域ではあなたのユニットは堕落した状態で場に出

る。 

ワープストーン 

この領域ではあなたのユニットは堕落した状態で場に出

る。 

 

 

旗印 

オーダー限定。 

（この同盟は、ドワーフとエンパイアの両方の 

忠誠シンボルとして数える。） 

旗印 

オーダー限定。 

（この同盟は、エンパイアとハイエルフの両方の 

忠誠シンボルとして数える。） 

旗印 

オーダー限定。 

（この同盟は、ドワーフとハイエルフの両方の 

忠誠シンボルとして数える。） 

 

 

旗印 

デストラクション限定。 

（この同盟は、ケイオスとオークの両方の 

忠誠シンボルとして数える。） 

旗印 

デストラクション限定。 

（この同盟は、ケイオスとダークエルフの両方の 

忠誠シンボルとして数える。） 

旗印 

デストラクション限定。 

（この同盟は、オークとダークエルフの両方の 

忠誠シンボルとして数える。） 

 

  ドワーフ エンパイア エンパイア ハイエルフ ドワーフ ハイエルフ
  ケイオス オーク ケイオス ダークエルフ オーク ダークエルフ
 

  巡礼 焼き尽くし 技術革新   

 

 

 

このカードをプレイするコストは、あなたのクエス

ト領域のデベロップ１つにつき１下がる。 

アクション：対象のユニット１つを持ち主の手札に

戻す。 

アクション：対象の印刷されているコストがＸ以下

のサポート１つを破壊する。Ｘはあなたのバトル

フィールドにあるデベロップの数に等しい。 

アクション：あなたのキングダムのデベロップ１つ

につきリソース１点を得る。 

必要は万物の母と申しまして……。 
 

 

 

   潜入せよ！ 戦争の準備だ！   

  戦争の準備だ！    

 

 

 

クエスト アクション：あなたのターンの開始時、各対戦相手の山札の

一番上からＸ枚のカードを捨てる。Ｘはこのクエストに置かれている

リソーストークンの数に等しい。 

クエスト 強制：あなたのターンの開始時に、このクエストを行ってい

るユニットがいるなら、このカードにリソーストークンを１個置く。 

クエスト アクション：このクエストの上のユニットを生贄にして、対

象のあなたの捨て札置場のカードＸ枚をあなたの山札に加えて切り直

す。Ｘはこのクエストに置かれているリソーストークンの数に等しい。

クエスト 強制：あなたのターンの開始時に、このクエストを行ってい

るユニットがいるなら、このカードにリソーストークンを１個置く。

 

 

 

 

クエスト アクション：このクエストの上のユニットを生贄にして、対

象のあなたの捨て札置場のカードＸ枚をあなたの山札に加えて切り直

す。Ｘはこのクエストに置かれているリソーストークンの数に等しい。 

クエスト 強制：あなたのターンの開始時に、このクエストを行ってい

るユニットがいるなら、このカードにリソーストークンを１個置く。 
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