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No. カテゴリー 属性 レア CP カード名称 種族
LV1 
BP

LV2 
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LV3 
BP アビリティ

2-3-201 ユニット ⾚ 2 情熱ヴァルゴ 巨⼈/ 
舞姫

4000 5000 6000

■選略・トキ☆メキ筋⾁ 
このユニットがフィールドに出た時、以下の効果から１つを選び発動する。 
①︓対戦相⼿のユニットを１体選ぶ。それに２０００ダメージを与える。 
②︓あなたのＣＰを－３する。そうした場合、対戦相⼿の全てのユニットに４０００ダメージを与える。

2-3-202 ユニット ⾚ 3 ブラック朱雀 四聖獣/ 
悪魔

4000 5000 6000

【スピードムーブ】 
■朱天無双 
このユニットがアタックした時、対戦相⼿のユニットを１体選ぶ。それに［【四聖獣】×２０００］ダメ
ージを与える。 
■紅翼⿊天翔 
このユニットがプレイヤーアタックに成功した時、対戦相⼿のユニットを１体選ぶ。それに【狂戦⼠】を
与える。 
■起動・四聖の殉国 
デッキから【四聖獣】を１体選んで捨てる。

2-3-203 ユニット ⾚ 2 封⾎のメデューサ 天使 4000 5000 6000

■墜天の刻印 
このユニットがフィールドに出た時、対戦相⼿のユニットを１体選ぶ。それに［あなたのフィールドの
【天使】ユニット×１５００］ダメージを与える。この効果でユニットを破壊した場合、あなたの【天
使】ユニットを１体選ぶ。それに【スピードムーブ】を与える。

2-3-204 ユニット ⾚ 8 英霊ペンテシレイア 英雄/ 
戦⼠

8000 9000 10000

【消滅効果耐性】 
■⾎濡れの妃王 
⼿札のこのカードのコストは－［お互いのトリガーゾーンの数］される。このユニットのコストは３以下
にならない。 
■ヘパイストスの炉炎 
このユニットがフィールドに出た時、またあなたのターン開始時、お互いのトリガーゾーンにあるカード
を全て破壊する。 
対戦相⼿のターン終了時、対戦相⼿のトリガーゾーンにカードがない場合、対戦相⼿のユニットを１体選
ぶ。それを破壊する。

2-3-205 ユニット ⾚ 7 桐⽣ ⼀⾺ ドラゴン/ 
英雄

5000 6000 7000

【強制防御】【無我の境地】 
■究極の極み 
⾃⾝がフィールドに出た時、対戦相⼿のコスト３以上のユニットに【狂戦⼠】を与える。 
⾃⾝が戦闘した時、ターン終了時まで⾃⾝のＢＰを＋５０００し、【オーバーヒート】を与える。この効
果が発動した時、戦闘終了時までお互いのプレイヤーは全ての効果を発動できない。 
⾃⾝が戦闘に勝利した時、⾃⾝のレベルが３の場合、対戦相⼿に１ライフダメージを与える。⾃⾝のレベ
ルを－２する。

2-3-206 ユニット ⾚ 3 爆裂⼥神カーリー 道化師/ 
神

4000 5000 6000

■起動・殺戮と破壊の演舞 
あなたのＣＰを－１する。そうした場合、ＢＰが⼀時的に減少している対戦相⼿のユニットを１体選ぶ。
それを破壊する。 
■爆神⿎舞 
このユニットがフィールドに出た時、あなたの⾚属性ユニットを１体選ぶ。それのレベルを＋２する。

2-3-207 ユニット ⻩ 2 ブラック⽩⻁ 四聖獣/ 
獣

2000 3000 4000

■昊天勁威 
このユニットがフィールドに出た時、【四聖獣】ユニットを１枚引く。 
■⽩撃⿊武⽖ 
このユニットが破壊された時、あなたはトリガーカードを１枚引く。 
■起動・四聖の殉国 
デッキから【四聖獣】を１体選んで捨てる。

2-3-208 ユニット ⻩ 3 ゼルエル 天使/ 
精霊

6000 7000 8000

【神託】 
■包み込む⽩翼 
このユニットがフィールドに出た時、対戦相⼿のユニットを１体選ぶ。それをあなたの⼿札に作成する。 
■奇跡・光輝なる天罰 
対戦相⼿のユニットがフィールドに出た時、このユニットに【神託】がある場合、フィールドに出たユニ
ットに【呪縛】を与える。このユニットの【神託】を取り除く。

2-3-209 ユニット ⻩ 4 狂魔アエーシュマ 悪魔/ 
盗賊

5000 6000 7000

■選略・絶望と狂乱の紳⼠ 
このユニットがフィールドに出た時、以下の効果から１つを選び発動する。 
①︓対戦相⼿のユニットを１体選ぶ。それの⾏動権を消費し、【呪縛】を与える。 
②︓あなたのＣＰを－１する。そうした場合、対戦相⼿のユニットを１体選ぶ。それを消滅させる。

2-3-210 ユニット ⻩ 2 テレプシコーラ 舞姫 3000 4000 5000

【神託】 
■神⾵の舞 
このユニットがフィールドに出た時、対戦相⼿のユニットを１体選ぶ。それの⾏動権がある場合、⾏動権
を消費し１０００ダメージを与える。⾏動権がない場合、それに５０００ダメージを与える。 
■奇跡・⽊漏れ⽇の福⾳ 
対戦相⼿のターン終了時、対戦相⼿の⾏動済ユニットを１体選ぶ。それを消滅させる。このユニットの
【神託】を取り除く。

2-3-211 ユニット ⻩ 9 英霊パンドラ 英雄/ 
魔導⼠

7000 8000 9000

【スピードムーブ】【破壊効果耐性】 
■鎖縛の禁忌 
⼿札のこのカードのコストは－［⾏動済ユニット×１］される。このユニットのコストは２以下にはなら
ない。 
■漏れ出した厄災 
このユニットがアタックした時、対戦相⼿の全ての⾏動済ユニットを消滅させる。 
■虚ろの無海 
対戦相⼿のターン開始時、対戦相⼿のユニットを１体選ぶ。それの⾏動権を消費し５０００ダメージを与
える。

2-3-212 ユニット ⻩ 5 英雄聖王アーサー 英雄 5000 6000 7000

【加護】【王の治癒⼒】 
■ブリトンの守護神 
このユニットがフィールドに出た時、基本ＢＰを＋［あなたのフィールドにいるこのユニット以外のユニ
ットのＢＰの合計］する。 
対戦相⼿のターン開始時、あなたの全てのユニットに【神託】を与える。 
相⼿のユニットがフィールドに出た時、⾃⾝に【神託】がある場合、それの⾏動権を消費する。⾃⾝の
【神託】を取り除く。 
このユニットが破壊された時、［聖剣・エクスカリバー］を１枚作成する。

2-3-213 ユニット ⻘ 2 フリーズロイド 珍獣 3000 4000 5000

■選略・究極のしもやけ 
このユニットがフィールドに出た時、以下の効果から１つを選び発動する。 
①︓対戦相⼿のＢＰ８０００以上のユニットを１体選ぶ。それを破壊する。 
②︓あなたのＣＰを－３する。そうした場合、対戦相⼿のユニットを１体選ぶ。それを破壊する。

2-3-214 ユニット ⻘ 4 ブラック⻘⿓ 四聖獣/ 
ドラゴン

6000 7000 8000

■蒼天練武 
このユニットがフィールドに出た時、デッキから３枚⾒て１枚選んで⼿札に加えて残りは捨てる。 
■蒼麗⿊槍雅 
⾃⾝以外のあなたの【四聖獣】がフィールドに出た時、このユニットのレベルを＋１する。 
このユニットがクロックアップするたび、対戦相⼿のユニットからランダムで１体に【沈黙】とデスカウ
ンター［１］を与える。 
■起動・四聖の殉国 
デッキから【四聖獣】を１体選んで捨てる。

2-3-215 ユニット ⻘ 3 蝕魔王パズズ 悪魔/ 
不死

5000 6000 7000

■起動・フォース＜ウィルス・黙＞ 
対戦相⼿のフィールドにいる【ウィルス】ユニットを除外する。その後、対戦相⼿のフィールドにユニッ
トが４体以下の場合、対戦相⼿のフィールドに＜ウィルス・黙＞を１体【特殊召喚】する。 
■ウィルスクラッシュ 
このユニットが破壊された時、対戦相⼿のフィールドにいる【ウィルス】ユニットを１体選ぶ。それを破
壊する。そうした場合、対戦相⼿のユニットを１体選ぶ。それを破壊する。

2-3-216 ユニット ⻘ 6 Samson 不死 5000 4000 3000

■⾁弾チェーンソー 
このユニットがフィールドに出た時、対戦相⼿のＢＰが最も⾼いユニットからランダムで１体破壊する。
このユニットにデスカウンター［３］を与える。 
■道連れボディプレス 
あなたのターン終了時、このユニットのデスカウンター以下のコストの⻘属性ユニットを捨札からランダ
ムで１体【特殊召喚】する。 
このユニットが破壊された時、対戦相⼿のＢＰが最も⾼いユニットからランダムで１体にデスカウンター
［１］を与える。

2-3-217 ユニット ⻘ 4 ソニック 英雄/ 
獣

5000 6000 7000

■スーパーソニック 
このユニットがフィールドに出た時、ターン終了時までこのユニットに【スピードムーブ】【不滅】【加
護】を与え、可能なら即時にアタックする。 
■ダブルスピンアタック 
このユニットが戦闘に勝利した時、このユニットの⾏動権を回復する。 
このユニットが効果によって破壊される時、捨札に送られる代わりにあなたの⼿札に戻る。

2-3-218 ユニット ⻘ 0 時⼥神アイオーン 道化師 1000 2000 3000

■悠久のセレマ 
⼿札のこのユニットのコストは＋［あなたのラウンド数×１］される。このユニットのコストは８以上に
ならない。 
■クロノステイシス 
このユニットがフィールドに出た時、対戦相⼿の全てのＢＰ［ラウンド数×１０００］以下のユニットを
破壊する。 
■タイムパラドックス 
このユニットのＢＰを＋［ラウンド数×１０００］する。
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2-3-219 ユニット 緑 5 ブラック⽞武 四聖獣/ 
海洋

7000 8000 9000

【固着】 
■北⽃⽞天 
あなたの【四聖獣】ユニットに【秩序の盾】を与える。 
このユニットがフィールドに出た時、あなたはカードを１枚引き、コストを－２する。 
■翠檄⿊叡智 
あなたの【四聖獣】が戦闘で勝利した時、あなたのデッキからコスト４以下の【四聖獣】をランダムで１
体【特殊召喚】する。 
■起動・四聖の殉国 
デッキから【四聖獣】を１体選んで捨てる。

2-3-220 ユニット 緑 2 春草のミラベル 舞姫 4000 5000 6000

■選略・穏やかな春⾵ 
このユニットがフィールドに出た時、以下の効果から１つを選び発動する。 
①︓対戦相⼿のユニットを１体選ぶ。それの基本ＢＰを－１０００し、対戦相⼿のターン終了時まで【攻
撃禁⽌】を与える。 
②︓あなたのＣＰを－３する。そうした場合、対戦相⼿の全てのユニットの基本ＢＰを－１０００し、対
戦相⼿のターン終了時まで【攻撃禁⽌】を与える。

2-3-221 ユニット 緑 5 エメラルドドラゴン ドラゴン/ 
不死

6000 7000 8000

【秩序の盾】 
■翠⿓の眼光 
対戦相⼿は⼿札からコスト１のユニットをフィールドに出すことができない。 
■砕かれた翠の輝き 
このユニットが破壊された時、あなたの⼿札の緑属性カードからランダムで１枚のコストを－１する。

2-3-222 ユニット 緑 5 巖流・⼩次郎 侍 6000 7000 8000

【スピードムーブ】【貫通】 
■巖流の決闘 
このユニットがアタックした時、対戦相⼿のユニットを１体選ぶ。それに【強制防御】を与え、⾏動権を
回復させる。 
■秘剣・燕返し 
このユニットが戦闘した時、それがアタック中だった場合、戦闘中の相⼿ユニットの基本ＢＰを－［この
ユニットのＢＰ］する。

2-3-223 ユニット 緑 4 英霊ケット・シー 英雄/ 
獣

6000 7000 8000

■起動・霊猫の王 
あなたの【獣】を１体選び、基本ＢＰを－２０００し、【スピードムーブ】を与える。 
■選略・霊猫鋼球乱舞 
このユニットが出た時以下の効果が発動する。 
①︓対戦相⼿の⾏動権のあるユニットからランダムで１体に【強制防御】を与える。 
②︓ＣＰを－２する。相⼿ユニットからランダムで１体の基本ＢＰを－３０００する。これをあなたの
【獣】ユニットの数繰り返す。 
このユニットがクロックアップした時、このユニットの⾏動権を回復する。

2-3-224 ユニット 緑 4 聖剣⼠パーシヴァル 英雄 6000 7000 8000

■選略・ヒロイック・レイ  
このユニットがフィールドに出た時、以下の効果から１つを選び発動する。 
①︓このユニットをあなたのデッキからランダムでコスト４以下の緑属性の【英雄】の進化ユニットに進
化させる。 
②︓対戦相⼿のユニットを１体選ぶ。それの基本ＢＰを－［あなたの【英雄】ユニット×２０００］す
る。

2-3-225 ユニット 紫 1 ジョロウグモ 昆⾍ 2000 3000 4000

■起動・命紡ぐ運命の⽷ 
このユニット以外のあなたの【昆⾍】ユニットを１体選ぶ。それを⼿札に戻す。 
■狂い咲く束縛の⽷ 
このユニットが戦闘した時、ターン終了時まで戦闘中の相⼿ユニットに【攻撃禁⽌】と【防御禁⽌】を与
える。

2-3-226 ユニット 紫 3 クラウンソーサレス 道化師/ 
魔導⼠

5000 6000 7000

■選略・ルナティックパレード 
このユニットがフィールドに出た時、以下の効果から１つを選び発動する。 
①︓あなたのデッキから１枚ランダムであなたのトリガーゾーンにインターセプトカードをセットする。 
②︓あなたのＣＰを－２する。そうした場合、あなたのデッキから２枚ランダムであなたのトリガーゾー
ンにインターセプトカードをセットし、ターン終了時までそれのコストを－１する。

2-3-227 ユニット 紫 16 ブラック⻩⿓ 神/ 
悪魔

6000 7000 8000

■四聖の湧⼒ 
⼿札のこのカードのコストは－［あなたの捨札の【四聖獣】×１］される。このユニットのコストは３以
下にならない。 
■鎧袖⼀触・四聖陣 
このユニットがフィールドに出た時、あなたの捨札から【四聖獣】をランダムで４体まで【特殊召喚】す
る。［⻩⿓］を１枚作成する。 
あなたのターン開始時、あなたのフィールドに［ブラック四聖獣］が全ている場合、対戦相⼿の⼿札、フ
ィールド、トリガーゾーンからランダムで４枚消滅させる。

2-3-228 ユニット 紫 6 Chariot 不死/ 
機械

8000 9000 10000

【スピードムーブ】 
■ペイン・オブ・デッド 
［▲３］このユニットがフィールドに出た時、あなたの紫ゲージが３以上の場合、このユニットに【貫
通】を与える。 
このユニットがアタックした時、対戦相⼿の⾏動権のあるユニットからランダムで１体に８０００ダメー
ジを与える。 
■起動・ジェノサイドアームズ 
このユニット以外のあなたの【不死】を破壊する。そうした場合、このユニットの基本ＢＰを－２０００
し、⾏動権を回復する。

2-3-229 ユニット 紫 3 英霊モーガン 英雄/ 
魔導⼠

6000 7000 8000

■メタモルフォシス 
［▲２］このユニットがフィールドに出た時、あなたの紫ゲージが２以上で、対戦相⼿のフィールドにユ
ニットが４体以下の場合、対戦相⼿のユニットからランダムで１体をデッキに戻し、対戦相⼿のフィール
ドに［カエル］を【特殊召喚】する。そうした場合、あなたの紫ゲージを－２する。 
■麗艶なる魔性 
対戦相⼿のフィールドにユニットが４体以上の場合、あなたの⼿札の【魔導⼠】ユニットのコストを－１
する。

2-3-230 ユニット 紫 5 魔界総統ガープ 悪魔 7000 8000 9000

■詭謀と絶望のノクターン 
このユニットがフィールドに出た時、あなたの捨札にあるインターセプトカードを１枚選ぶ。それのレベ
ルを＋２し、あなたのトリガーゾーンにセットする。 
あなたのレベル３以上のインターセプトカードの効果が発動した時、対戦相⼿のユニットを１体選ぶ。そ
れを破壊する。 
■運否天賦 
ターン終了時、ターンプレイヤーは２０％の確率でカードを３枚引き、１ライフダメージを受ける。
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2-3-231 トリガー 無 0 ＬＩＶＥラリー -- -- -- --

■ＬＩＶＥラリー 
あなたのターン終了時、あなたは１ライフダメージを受ける。（この効果によって受けたライフダメージ
でジョーカーゲージは増えない） 
あなたのコスト５以上のユニットがフィールドに出た時、［ＬＩＶＥラリー］を作成し、対戦相⼿のトリ
ガーゾーンにセットする。

2-3-232 トリガー 無 0 ロストテクノロジー -- -- -- --
■ロストテクノロジー 
あなたのターン開始時、お互いのプレイヤーは⼿札を全てデッキに戻す。そうした場合、お互いに［デッ
キに戻したカードの枚数］枚カードを引く。

2-3-233 インター 
セプト 無 3 トリニティ・アステリズム -- -- -- --

■トリニティ・アステリズム 
あなたのターン開始時、あなたのフィールドに［デネブ］［アルタイル］［ベガ］の３体のみがいる場
合、対戦相⼿のフィールド、トリガーゾーン、⼿札から合わせて３枚ランダムで消滅させる。対戦相⼿に
３ライフダメージを与える。

2-3-234 インター 
セプト 無 0 さよならの答え -- -- -- --

■さよならの答え 
対戦相⼿のターン時、あなたのユニットが消滅した時、対戦相⼿のユニットを１体選ぶ。それを消滅させ
る。あなたはカードを１枚引く。

2-3-235 インター 
セプト 無 2 フルーツバスケット -- -- -- --

■フルーツバスケット 
あなたのターン開始時、あなたのフィールドにユニットが４体以下の場合、あなたのフィールドの最も多
い属性の［フルーツガール］を１体【特殊召喚】する。 
⾚属性︓ストロベリーガール 
⻩属性︓レモンガール 
⻘属性︓ブルーベリーガール 
緑属性︓メロンガール 
紫属性︓グレープガール

2-3-236 インター 
セプト ⾚ 2 猛⽝注意︕ -- -- -- --

■猛⽝注意︕ 
あなたのユニットがフィールドに出た時、あなたのフィールドに緑属性ユニットがいる場合、あなたの全
てのユニットの基本ＢＰを＋３０００する。そうした場合、全てのユニットに３０００ダメージを与え
る。

2-3-237 インター 
セプト ⻩ 3 ビブリオフィリア -- -- -- --

■ビブリオフィリア 
あなたのユニットがフィールドに出た時、あなたのフィールドに⻘属性ユニットがいる場合、対戦相⼿に
１ライフダメージを与える。あなたのライフを＋１する。

2-3-238 インター 
セプト ⻘ 2 ラストディゾナンス -- -- -- --

■ラストディゾナンス 
（このインターセプトは５回使⽤すると捨札にいく） 
あなたのユニットがフィールドに出た時、またあなたのユニットが破壊された時、ＢＰが⼀時的に上昇し
ている対戦相⼿のユニットを１体選ぶ。それを破壊する。

2-3-239 インター 
セプト 緑 3 コード︓エニグマ -- -- -- --

■コード︓エニグマ 
あなたのユニットがフィールドに出た時、あなたのフィールドに⻩属性ユニットがいる場合、全てのユニ
ットの⾏動権を消費し、【呪縛】を与える。そうした場合、あなたの全てのユニットに【不屈】を与え
る。

2-3-240 インター 
セプト 紫 2 私を怒らせるな -- -- -- --

■私を怒らせるな 
［▲３］あなたのユニットがフィールドに出た時、あなたの紫ゲージが３以上の場合、あなたのユニット
を全て⼿札に戻す。そうした場合、対戦相⼿のユニットからランダムで［戻したユニットの数×１］体を
⼿札に戻す。あなたの紫ゲージを－３する。
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