
名前 性別 能力名 能力

怨み崎Death子 ♀ 『自殺ブリミナル』

<攻撃能力>
このカードの勝利時、相手パーティーの♂を任意で一
体選び、捨て札にする。

ファーティマ・ア
ズライール ♀ 『損害保険の法則』

<支援能力>
自分のパーティーの一枚が捨て札となった時に使用
しても良い。その捨て札を直ちにパーティーの最後尾
へと戻す。その後、このカードをゲームから除外す
る。

xx ♂
『インターネット殺人
事件』

<特殊>
他プレイヤーの攻撃ダイスの最終結果に１が２つ以
上あった場合、勝敗判定に移る前に、そのカードを
ゲームから除外しても良い。

夢見崎アルパ ♂
『キミとボクの二人
の世界』

<支援能力>
決戦時のみ。他プレイヤーの♀のカードが能力を使
用した時、その能力発動をキャンセルしても良い。そ
の後、ダイスを１つ振り、3以下が出ると、このカード
をゲームから除外する。

リンドウ ♂ 『フラクタ』
<フィールド>
移動力が１マス増える。

夜夢アキラ ♂ 『アイスクリーム』

<攻撃能力>
攻撃ダイスを振った後に使える。このカードの攻撃ダ
イスを一つ選び、出目を４に変える。

黒凪朱里 ♀ 『中二葬』

<作戦会議前>
APを１点消費する。自分のプレイヤーコマに隣接し
た空きマスへLv2魔人トークンを配置する。

歪み崎絶子 ♀ 『ユガミズム』

<作戦会議前>
APを３点消費する。ゲームから除外されたカードを一
枚選んで、自分の捨て札に加えて良い。

バル ♂ 『裏切帝』

<奇襲能力>
決戦時のみ。対象とするプレイヤーを選択し、相手
パーティーの先頭にこのカードを加える。このカード
の攻撃ダイスは１つで出目は３になる。一度しか使え
ない。

服部 産蔵 ♂ 『妊娠眼』

<攻撃能力>
このカードと対戦しているカードが♀の場合、攻撃ダ
イスを振る前にダイスを１つ振っても良い。６が出たら
対戦中の♀カードを自分のパーティーの最後尾に加
える。パーティー枠上限を突破して良い。

白金 虹羽 ♂ 『万刻白嵐界』

<支援能力>
このカードの直前のカードは攻撃ダイス最大値が＋１
される。

立川トシオ ♀
『アメリカンチョッ
パー』

<作戦会議後>
移動力か攻撃力の枠に余りがあれば、どちらかにAP
を１点配置できる。上限（６点）を超えて配置できな
い。

静かなる駒沢 ♂ 『I.Z.K』

<特殊>
決戦時のみ。自分のパーティーのカード一枚を選択
し、このカードを重ねて配置する。駒沢はパーティー
枠を消費しない。駒沢と重ねたカードは<奇襲能力>
の対象にならない。奇襲ステップ終了後、駒沢をゲー
ムから除外する。

両性院男女 ♂ 『チンパイ』

<支援能力>
能力に♂♀が関係する場合、自分のパーティーの性
別を何枚でも都合の良いように一時変更できる。

静夜宮夢路 ♂ 『トリカゴ』

<攻撃能力>
このカードがパーティーの最後の一枚の時のみ使え
る。このカードと対戦しているカードは振れる攻撃ダ
イスが１つに固定される。

ポイズンジャイア
ントパンダ ♀ 『ポイズンブレス』

<奇襲能力>
対象パーティーを選択し、ダイスを１つ必ず振る。５以
上が出ると、対象パーティーの先頭の一枚を捨て札
にする。



片平 大砲 ♀ 『体感巨砲主義』

<奇襲能力>
対象パーティーを選択し、ダイスを２つ必ず振る。一
つでも６が出ると、対象パーティーの一枚を選び捨て
札にする。

園城寺 サカナ ♀
『キュービック・ルー
ブ』

<奇襲能力>
対象パーティーを選択し、先頭と最後尾のカードを入
れ替えても良い。

小泉ヒズミ ♂ 『小泉 Go with Me』

<攻撃能力>
決戦時のみ。攻撃ダイスを振る前にダイスを１つ振っ
ても良い。３以上が出れば、このカードと対戦してい
るカードを相手パーティーの最後尾に移動させ、その
戦闘は終了する。

汚水 ぎゃん ♂ 『皆殺しフリスビー』

<攻撃能力>
このカードの勝利時、相手パーティーの次のカードも
自動的に捨て札となる。

蟻地獄たまこ ♀ 『砂の女』

<フィールド>
このカードをパーティーに入れたプレイヤーのコマを
飛び越すプレイヤーは、自分のパーティーから一枚
を選んで捨て札にしなければならない。

芹沢清姫 ♀
『裸の劇場のお姫
様』

<作戦会議前>
このカードをゲームから除外する。このターンに配置
する予定のあなたのAPを直ちに全て配置して良い。

服部明日香 ♀
『忍法いんもーたる
☆とらんす』

<作戦会議前>
APを２点消費する。任意のプレイヤーコマの隣接マ
スへと自分のプレイヤーコマを移動する。（この移動
による戦闘などは起こらない）

一ノ瀬蒼也 ♂
『テキサス・マスクゥ
ル』

<作戦会議前>
APを１点消費する。アイテム「肉」がアイテム山に
残っていれば直ちに入手できる。

架神恭介 ♂
『サドンデス・ソー
ス』

<フィールド>
アイテム「肉」が手札にあれば、アイテム山にある「激
辛カレー」と交換できる。

ヴァーミリオン・
海我 ♂

『ファンクションファイ
ブ』

<作戦会議前>
APを１点消費する。あなたはLv1もしくはLv2の山札
の上から三枚を手に取り、あなただけが確認し、その
後、好きな順番で、全て裏向きにして山札に戻す。



名前 性別 能力名 能力

戦慄のイズミ ♂ 『龍殺し』

<攻撃能力>
このカードの攻撃ダイスの最終結果に３があれば、この
カードの攻撃ダイス最大値に＋９９。

一刀両断 ♀
『先手必勝一撃
必殺』

<攻撃能力>
このカードがパーティーの一枚目であった場合、最初の
一度だけダイスを４つ振る。

白金翔一郎 ♂ 『秘剣・鏡面殺』

<特殊>
このカードは攻撃ダイスを３つ振れる。また、「パー
ティーを捨て札にする<奇襲能力>」を自分のパーティー
に使われた場合、その効果は相手自身に適用される。
（対象を選べる場合は白金が選べる）

友釣香魚 ♀ 『災玉』

<攻撃能力>
このカードの勝利時、自分のパーティーと相手のパー
ティーの全ての♂が倒れる。

赤蝮伝斎 ♂ 『メギド』

<フィールド>
移動前に使用する。隣接１マス以内の他プレイヤー一
人のパーティーから一枚を選ぶ。ダイスを１つ振り、４以
上ならそのカードをゲームから除外する。成功時、この
カードも除外する。

真野五郎 ♂
『瞬間移動ナイ
フ』

<奇襲能力>
対象パーティーを選択し、ダイスを５つ必ず振る。一つ
でも６が出ると、対象パーティーの一枚を選び捨て札に
する。ただし、Lv3以上のカードは選べない。

流 樹苗 ♀ 『シューニャ』

<特殊>
このカードは攻撃ダイスを３つ振れる。また、このカード
がいる限り、自分のパーティーは他者から位置を入れ
替えられない。

清水一物 ♂ 『ネイキッドガン』

<支援能力>
相手パーティーが攻撃ダイスを振った後、ダイスの１つ
を選び、振り直しさせても良い。

マゆゆ ♀
『ガバメント・オブ
・セックス』

<支援能力>
決戦時のみ。他プレイヤーがアイテムを使った際、その
アイテム効果をキャンセルし、そのアイテムカードを
ゲームから除外できる。この能力は一度のみ使える。

あげは ♀
『メルヘン・メン=
ヘル』

<攻撃能力>
戦闘時、このカードが捨て札となる時、このカードと対
戦していたカードも捨て札となる。なお、<奇襲能力>で
このカードが捨て札にされた場合、あなたは自分の
パーティーから一枚選んでさらに捨て札にしなければな
らない。

エース ♂ 『銛先』

<攻撃能力>
このカードと対戦しているカードは、いかなる方法であ
れ、攻撃ダイス最大値にプラス補正を加えられない。

範馬慎太郎 ♂ 『ミスバスターズ』

<奇襲能力>
ダイスを３つ必ず振る。一つでも６が出ると、敵パー
ティーの先頭の一枚を捨て札にする。決戦時は他プレ
イヤー全員に効果が及ぶ。

阿頼耶識そら ♀ 『ラージギール』

<奇襲能力>
決戦時のみ。このカードは他プレイヤーの<奇襲能力>
の対象にならない。あなたの手番で<奇襲能力>を発動
する時、このカードをゲームから除外して、自分の捨て
札から一枚を選び、同じ位置に代わりに配置できる。

福本忠弘 ♂ 『鬼神刀工』

<作戦会議前>
直ちにアイテム入手ダイスを振る。APを任意の点数
（最低１点）消費して、出た目に、消費したAPの点数を
加えた番号のアイテムを入手する。



名前 性別 能力名 能力

邪賢王ヒロシマ ♀ 『仁義なき戦い』

<攻撃能力>
このカードがパーティーの最後の一枚の時、このカード
の攻撃ダイス最大値に＋２。

ド正義卓也 ♂
『超高潔速攻裁
判』

<支援能力>
このカードを除くあなたのパーティーが捨て札となった
時、ダイスを１つ振る。５以上が出ると、あなたのカード
を捨て札にした相手のカードも捨て札にする。

鏡子 ♀ 『ぴちぴちビッチ』

<支援能力>
相手パーティーが能力ダイス、攻撃ダイスを振った後、
ダイスの一つを選んで出目を－１しても良い。<奇襲能
力>にも有効。

口舌院言葉 ♀ 『騙しの美学』

<攻撃能力>
このカードは攻撃ダイスを１つしか振れない。このカード
と対戦しているカードの攻撃ダイスの最終結果に6があ
れば、相手カードは捨て札となる。

大銀河 超一郎 ♂ 『ヒロイズム』

<攻撃能力>
攻撃ダイスを振る前に使える。このカードと、対戦してい
るカードが、どちらもパーティーの最後の一枚であれ
ば、相手カードは捨て札となる。

池松叢雲 ♂ 『統一躯』

<特殊>
このカードは攻撃ダイスを４つ振れる。また、このカード
は振った攻撃ダイスを他プレイヤーから変化させられな
い。

小竹真央 ♀ 『フルキューブ』

<攻撃能力>
このカードが捨て札となる時、ダイスを３つ振る。５以上
が出た数だけ、自分と相手の手札を先頭から順に捨て
札にする。

剛腕のアーニー ♂ 『アポロ１１』

<攻撃能力>
攻撃ダイスを振る前にダイスを１つ振っても良い。５以
上が出ると対戦カードは捨て札となる。

月読零華 ♀ 『イガクリ真拳』

<攻撃能力>
このカードと対戦しているカードが攻撃ダイスを振った
後、相手のダイスの一つを選んで出目を３に変えても良
い。



名前 性別 能力名 能力

ユキミ ♂ 『有無』
<攻撃能力>
このカードと対戦しているカードは能力を発動できない。

黒鈴 ♀ 『XYZ』

<特殊>
決戦時のみ。決戦に選ばなかった所持魔人カードを１
枚選び、それを装備して決戦に登場する。黒鈴はその
魔人カードの能力を使用する。

ムー ♂
『木曜スペシャ
ル』

<奇襲能力>
対象パーティーを選択する（自分のパーティーでも良
い）。そのパーティーのカード二枚の位置を交換しても
良い。

鏡介 ♂ 『空間歪曲』

<攻撃能力>
このカードの勝利時、相手パーティーのカードを一枚選
び、相手パーティーの先頭へと移動させる。移動成功
後、ダイスを１つ振り、５以上が出ると、移動させられた
カードは捨て札となる。

両性院乙女 ♀ 『チンパイ』

<支援能力>
能力に♂♀が関係する場合、自分のパーティーと、対戦
中の相手パーティーの性別を何枚でも都合の良いよう
に一時変更できる。

鵺野 蛾太郎 ♂
『デビルシザー
ズ』

<奇襲能力>
対象パーティーを選択し、ダイスを４つ必ず振る。一つ
でも５以上が出ると、対象パーティーの先頭の一枚を捨
て札にする。

チグリス ♀
『グラスホッ
パー』

<特殊>
決戦時のみ。他プレイヤーの手番中に攻撃対象とする
プレイヤーを指定できる。この能力は一度だけ使える。
<奇襲能力>に対しても使用できる。

未来探偵紅蠍 ♀ 『蠍座の名探偵』

<攻撃能力>
決戦時のみ。このカードの勝利時、ダイスを１つ振る。
出た目の数だけ、他のプレイヤー全員は自分の手札を
先頭から数える。該当する手札は即座に捨て札となる。



番号 名前 効果

１ 損害保険

<フィールド>
自分の捨て札から最大二枚を選んでパーティーに加え
る。五枚以上になった場合は五枚になるよう調整する。
その後、このカードをアイテム山に戻す。

２ エロ本

<奇襲能力>
Lv2までの敵一体を即座にパーティーに加える。その
後、このカードをアイテム山に戻す。決戦時は使えな
い。
<攻撃能力>
戦闘中の相手のカードが攻撃ダイスを振った後、ダイ
スの１つを選び、振り直しさせても良い。その後、この
カードをアイテム山に戻す。

３ ナイフ

<攻撃能力>
攻撃ダイスを振った後に使える。自分の攻撃ダイス最
大値に＋１。その後、このカードをアイテム山に戻す。

４ 肉

<攻撃能力> 
自分が能力ダイス、攻撃ダイスを振った後に使える。自
分の振ったダイスを２つまで振り直せる。その後、この
カードをアイテム山に戻す。

５ バール

<攻撃能力>
攻撃ダイスを振った後に使える。自分の攻撃ダイスを
一つ選び、出目を５に変える。その後、このカードをアイ
テム山に戻す。

６ 刀

<攻撃能力>
攻撃ダイスを振った後に使える。自分の攻撃ダイス最
大値に＋２。その後、このカードをアイテム山に戻す。

７ 激辛カレー

<攻撃能力>
ダイスを振った後に使える。自分の攻撃ダイスに２以下
の目が一つでもあれば、自分の攻撃ダイス最大値に
＋３。その後、このカードをアイテム山に戻す。

８
ぐちょぐちょの
エロ本

<奇襲能力>
敵一体を即座にパーティーに加える。その後、このカー
ドをアイテム山に戻す。決戦時は使えない。
<攻撃能力>
相手パーティーが能力を使用した時、その能力発動を
キャンセルしても良い。その後、このカードをアイテム山
に戻す。

９ ムラマサ

<攻撃能力>
攻撃ダイスを振った後に使える。自分の攻撃ダイス最
大値に＋３。その後、このカードをアイテム山に戻す。

１０
バールのよう
なもの

<攻撃能力>
自分が能力ダイス、攻撃ダイスを振った後に使える。自
分のダイスを一つ選び、出目を６に変える。その後、こ
のカードをアイテム山に戻す。

１１ 契約書

<即時>
転校生の山札から一枚を引き、パーティーか捨て札置
場に加える。その後、このカードをアイテム山に戻す。

１２ 福本剣

<攻撃能力>
攻撃ダイスを振った後に使える。自分の攻撃ダイス最
大値に＋∞。その後、このカードをアイテム山に戻す。


