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緒方智絵里

あいうち
こうげきバトルに敗北し、このアイドルがバトルエリアを離れる
時、バトル相手のアイドルをレストエリアへ置く。（このとくぎは
エンチャントできない）

2
ぼうぎょ［＋5］戦闘

戦闘

Act 01　001　CR　★★★

ユニーク

十時愛梨

バトルエリア上の亜人族のアイドルすべてを［＋1］。

5
亜人［＋1］ 常在

Act 01　002　CR　★★★

三浦あずさ

ぼうぎょ時、このアイドルを［－4］。

ぼうぎょ時、このアイドルを［+5］。

7
ぼうぎょ［－4］戦闘

Act 01　003　R　★★

遊佐こずえ

このアイドルを移動させるとき、かわりに斜めに1マス移動
させることができる。

3
そらをとぶ 常在

Act 01　004　R　★★

龍崎薫

　
［このアイドルが表になったとき］ バトルエリア上のアイドル
をひとり指定する。そのアイドルはこのアイドルが表のあいだ、
移動できない。

2
ひきとめる 誘発

Act 01　005　R　★★

市原仁奈

こうげき時、このアイドルを［＋5］。

1
こうげき［＋5］戦闘

Act 01　006　C　★

今井加奈

こうげき［＋2］
こうげき時、このアイドルを［＋2］。

ぼうぎょ時、このアイドルを［＋2］。

2
ぼうぎょ［＋2］戦闘

戦闘

Act 01　007　C　★

ナターリア

バトル時、このアイドルを［＋X］。Xはこのアイドルと同じ
種族のあなたのアイドルの数である。

2
おうえん 戦闘

Act 01　008　C　★

星輝子

　
ぼうぎょバトルに敗北し、このアイドルがバトルエリアを離れる
時、バトル相手のアイドルをレストエリアへ置く。（このとくぎ
はエンチャントできない）

1
みちづれ 戦闘

Act 01　009　C　★

ユニーク

三船美優

こもりうた
［このアイドルが表になったとき］ バトル中ではない表の
アイドルひとりを裏向きにする。そのアイドルはこのアイドル
が表のあいだ、表向きにできない。

こうげき時、このアイドルを［+2］。

3
こうげき［＋2］戦闘

誘発

Act 01　010　C　★

輿水幸子

こうげき［＋5］
こうげき時、このアイドルを［＋5］。

ぼうぎょバトルに敗北し、このアイドルがバトルエリアを離れる
時、バトル相手のアイドルをレストエリアへ置く。（このとくぎ
はエンチャントできない）

2
みちづれ 戦闘

戦闘

Act 01　011　CR　★★★

ユニーク

渋谷凛

バトルエリア上の人間族のアイドルすべてを［＋2］。

3
人間［＋2］常在

Act 01　012　CR　★★★

神谷奈緒

こうげき［＋3］
こうげき時、このアイドルを［＋3］。

ぼうぎょ時、このアイドルを［＋3］。

1
ぼうぎょ［＋3］ 戦闘

戦闘

Act 01　013　R　★★

姫川友紀

こうげき時、このアイドルを［＋7］。

1
こうげき［＋7］戦闘

Act 01　014　R　★★

北条加蓮

　
［このアイドルが表になったとき］ フィールド上のアイドルが
持つとくぎをひとつ指定する。そのアイドルはターン終了時
まで指定されたとくぎを失う。

3
まもり 誘発

Act 01　015　R　★★

天海春香

こうげき［＋2］
こうげき時、このアイドルを［＋2］。

ぼうぎょ時、このアイドルを［＋2］。

1
ぼうぎょ［＋2］ 戦闘

戦闘

Act 01　016　C　★

荒木比奈

ぼうぎょ時、このアイドルを［＋3］。

1
ぼうぎょ［＋3］戦闘

Act 01　017　C　★

西園寺琴歌

［このアイドルが表になったとき］ 相手の裏向きのアイドル
ひとりを表向きにする。

2
ていさつ 誘発

Act 01　018　C　★

ヘレン

こうげきバトルに敗北し、このアイドルがバトルエリアを離れる
時、バトル相手のアイドルをレストエリアへ置く。（このとくぎ
はエンチャントできない）

2
あいうち 戦闘

Act 01　019　C　★

ユニーク

大和亜季

こうげき時、このアイドルを［＋3］。

1
こうげき［＋3］ 戦闘

Act 01　020　C　★
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神崎蘭子

【フィールド上のあなたのアイドルひとりを対戦相手のシン
デレラゾーンに還す(かえす)】還したアイドルと同じ種族
のアイドルひとりを指定し、そのオーナーのレストエリア
に置く。その後、各プレイヤーはフロントメンバーの補充を
行う。（このとくぎはエンチャントできない）

4
しょうめつ 起動

Act 01　021　CR　★★★

ユニーク

道明寺歌鈴

あべこべ
このアイドルがバトルしているあいだ、発揮値の低いアイドル
がバトルに勝利する。

このアイドルを移動させるとき、かわりに斜めに1マス移動
させることができる。

2
そらをとぶ 常在

戦闘

Act 01　022　CR　★★★

白坂小梅

［このアイドルが表になったとき］ 自分のレストエリアの
カード1枚を、自分のフロントエリアの空いているマスに
置く。そうした場合、バトルエリアの自分のアイドルひとり
をレストエリアに置く。

2
ふっかつ 誘発

Act 01　023　R　★★

東郷あい

こうげき［－3］
こうげき時、このアイドルを［－3］。

ぼうぎょ時、このアイドルを［－3］。

7
ぼうぎょ［－3］戦闘

戦闘

Act 01　024　R　★★

堀裕子

　
　

［このアイドルが表になったとき］ バトルエリア上のあなた
のアイドルひとりをバックメンバーエリアの一番後ろに置き、
バックメンバーエリア先頭のアイドルをあなたのフロント
エリアの空いているマスに置く。（表・裏の状態はそれぞれ
維持する）

2
テレポート 誘発

Act 01　025　R　★★

一ノ瀬志希

［このアイドルが表になったとき］ 相手の裏向きのアイドル
ひとりを表向きにする。

3
ていさつ 誘発

Act 01　026　C　★

鷺沢文香

こうげき時、このアイドルを［－4］。

5
こうげき［－4］戦闘

Act 01　027　C　★

佐々木千枝

バトル時、このアイドルを［＋X］。Xはこのアイドルと同じ
種族のあなたのアイドルの数である。

2
おうえん 戦闘

Act 01　028　C　★

佐城雪美

こもりうた
［このアイドルが表になったとき］ バトル中ではない表の
アイドルひとりを裏向きにする。そのアイドルはこのアイドル
が表のあいだ、表向きにできない。

ぼうぎょ時、このアイドルを［＋2］。

2
ぼうぎょ［＋2］ 戦闘

誘発

Act 01　029　C　★

高森 藍子

ぼうぎょ時、このアイドルを［＋5］。

1
ぼうぎょ［＋5］戦闘

Act 01　030　C　★

島村卯月

バトル時、このアイドルを［＋X］。Xはこのアイドルと同じ
種族のあなたのアイドルの数である。

2
おうえん 戦闘

Act 01　031　PR　☆☆☆

本田未央

こうげき［＋4］
こうげき時、このアイドルを［＋4］。

ぼうぎょ時、このアイドルを［＋2］。

2
ぼうぎょ［＋2］戦闘

戦闘

Act 01　032　PR　☆☆☆

堀裕子

［このアイドルが表になったとき］ すべてのプレイヤーは
自分の手札の枚数を数える。その後、自分のレストエリアに
いるアイドルと自分の手札をひとつにまとめてシャッフルし、
裏向きのまま数えた枚数と同じ数のカードを手札に加える。
残りをレストエリアに置く。

2
さいきっく 誘発

Act 01　033　AR　☆☆☆

二宮飛鳥

［このアイドルが表になったとき］ バトルエリア上のアイドル
ひとりを指定する。このアイドルが表のあいだ、そのアイドル
に与えられたかりそめの翼は碧落の加護を失う（そのアイ
ドルの＋修正と－修正はかわりに0として扱う）。

6
うしなう 誘発

Act 02　034　AR　☆☆☆

森久保乃々

むーりぃ～
[このアイドルがバックメンバーの整理以外でレストエリアに置かれた
とき]このアイドルをレストエリアに置く代わりに、バックメンバーの
一番後ろに裏向きで置く。(このとくぎはエンチャントできない)

バトルエリア上にいるあなたの｢早坂美玲｣｢星輝子｣ひとりにつき
（各1名まで）、このアイドルを［＋4］。（このとくぎはエンチャントでき
ない）

0
やるくぼ 常在

誘発

Act 02　035　CR　★★★

ユニーク

ユニーク

双葉杏

［このアイドルがバトルに敗北したとき］ すべての表向きの
アイドルを裏向きにする。（このとくぎはエンチャントできない）

6
だらける 誘発

Act 02　036　CR　★★★

ユニーク

赤城みりあ

いたずら
［このアイドルが表になったとき］ プレイヤーをひとり指定する。
指定されたプレイヤーのバックメンバーのアイドルをふたりまで選び、
そのプレイヤーのバックメンバーエリアの先頭に好きな順番で移動
させる。

こうげき時、このアイドルを［＋4］。

4
こうげき［＋4］ 戦闘

誘発

Act 02　037　R　★★

成宮由愛

こもりうた
［このアイドルが表になったとき］ バトル中ではない表のアイドルひとり
を裏向きにする。そのアイドルはこのアイドルが表のあいだ、表向きに
できない。

フィールド上にあなたの「古賀小春」「氏家むつみ」「望月聖」
揃っている場合、あなたの得ているシンデレラポイントに［1］点
をプラス。（このとくぎはエンチャントできない）

5
ホープスジャーニー 常在

誘発

Act 02　038　R　★★

ユニーク

前川みく

このアイドルに隣接している相手のアイドルは、このアイドル
が置かれているマス以外には移動できない。

5
いざない 常在

Act 02　039　R　★★

早坂美玲

こうげき［＋4］
こうげき時、このアイドルを［＋4］。

あなたの｢森久保乃々｣｢星輝子｣に［＋1］。このとくぎは
重複しない。（このとくぎはエンチャントできない）

3
インディヴィジュアルズ 常在

戦闘

Act 02　040　C　★

ユニーク
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ライラ

［このアイドルが表になったとき］ あなたのアイドルひとり
を表にする。

3
おこす 誘発

Act 02　041　C　★

向井拓海

こうげき［＋3］
こうげき時、このアイドルを［＋3］。

こうげき時、このアイドルを［＋3］。

2
こうげき［＋3］戦闘

戦闘

Act 02　042　C　★

白菊ほたる

ていさつ
［このアイドルが表になったとき］ 相手の裏向きのアイドル
ひとりを表向きにする。

このアイドルを移動させるとき、かわりに斜めに1マス移動
させることができる。

2
そらをとぶ 常在

誘発

Act 02　043　C　★

城ヶ崎莉嘉

魔法使い族とのバトル時、このアイドルを［＋5］。

4
対魔［＋5］ 戦闘

Act 02　044　C　★

鷹富士茄子

あなたはレストエリアの枚数によってゲームに敗北しない。
このとくぎはバトルエリアでのみ発揮される。（このとくぎは
エンチャントできない）

0
こううん 常在

Act 02　045　CR　★★★

ユニーク

櫻井桃華

こうげき［＋5］
こうげき時、このアイドルを［＋5］。

ぼうぎょ時、このアイドルを［＋4］。

3
ぼうぎょ［＋4］戦闘

戦闘

Act 02　046　CR　★★★

古賀小春

ぼうぎょ［＋3］
ぼうぎょ時、このアイドルを［＋3］。 こうげき時、このアイドルを［＋3］。

あなたの「成宮由愛」「氏家むつみ」「望月聖」ひとりにつき（各1名
まで）このアイドルを［＋1］。（このとくぎはエンチャントできない）

1
ドリーム☆ジャーニー 常在

戦闘 戦闘こうげき［＋3］

Act 02　047　R　★★

ユニーク

池袋晶葉

［このアイドルが表になったとき］ プレイヤーをひとり指定
する。指定されたプレイヤーは手札のカード1枚を自身の
バックメンバーエリアの一番後ろに裏向きで置く。その後、
そのプレイヤーはバックメンバーエリアの先頭のアイドルを
手札に加える。

3
かいぞう 誘発

Act 02　048　R　★★

脇山珠美

きりはらう
［このアイドルが表になったとき］ 自分のバックメンバーひとりを自分
のレストエリアに置く。そうした場合、相手のバックメンバーひとりを
選び、相手のレストエリアへ置く。

あなたの「浜口あやめ」「丹羽仁美」「首藤葵」ひとりにつき（各1名
まで）、このアイドルを［＋1］。3人全員がそろっている場合、さらに
このアイドルを［＋2］。（このとくぎはエンチャントできない）

5
センゴク☆華☆ランブ･火 戦闘

誘発

Act 02　049　R　★★

ユニーク

氏家むつみ

ぼうけん［＋4］
相手のフロントエリアにいるあいだ、このアイドルを［＋4］。

［自分のターン開始時］ フィールド上にあなたの「成宮由愛」「古賀
小春」がそろっているとき、相手のバックメンバーエリアのアイドル
ひとりを表か裏にする。（このとくぎはエンチャントできない）

3
ブルームジャーニー 誘発

常在

Act 02　050　C　★

ユニーク

諸星きらり

ぼうぎょ［＋3］
ぼうぎょ時、このアイドルを［＋3］。

ぼうぎょ時、このアイドルを［＋3］。

1
ぼうぎょ［＋3］戦闘

戦闘

Act 02　051　C　★

及川雫

　
バトル開始時にこのアイドルが裏から表になった場合、
このターンのあいだこのアイドルを［＋6］。

2
ふいうち［＋6］ 戦闘

Act 02　052　C　★

丹羽仁美

対亜［＋5］
亜人族とのバトル時、このアイドルを［＋5］。

ぼうぎょ時、あなたの「脇山珠美」「浜口あやめ」「首藤葵」
ひとりにつき（各1名まで）、このアイドルを［＋2］。（このとくぎ
はエンチャントできない）

3
センゴク☆華☆ランブ･山 戦闘

戦闘

Act 02　053　C　★

ユニーク

首藤葵

おりょうり
［このアイドルが表になったとき］ いずれかのレストエリアのカード1枚
を、そのオーナーのバックメンバーエリアの一番後ろに裏向きで置く。

［自分のターン開始時］ フィールド上にあなたの「脇山珠美」「浜口
あやめ」「丹羽仁美」がそろっているとき、自分のレストエリアから
カード1枚をランダムに選び、手札に加える。（このとくぎはエンチャント
できない）

2
センゴク☆華☆ランブ･林 誘発

誘発

Act 02　054　C　★

ユニーク

依田芳乃

けっかい
このアイドル以外の、すべてのアイドルの基礎値を2にする。

相手のフロントエリアにいる、あなたのアイドルすべてを［＋3］。

3
えいこう 常在

常在

Act 02　055　CR　★★★

橘ありす

【自分のバックメンバーエリアから裏向きのアイドル3人を
レストエリアに置く】相手の裏向きのアイドルひとりを指定し、
自分のシンデレラポイントにする。その後、相手はフロント
メンバーの補充を行う（このとくぎはエンチャントできない）

1
すとろべりーふぃーるど 起動

Act 02　056　CR　★★★

ユニーク

小日向美穂

バトル時、このアイドルを［＋X］。Xは自分のバックメンバー
エリアにいる裏のアイドルの数である。

1
ふるいたつ 戦闘

Act 02　057　R　★★

佐久間まゆ

このアイドルに隣接している相手のアイドルは、このアイドル
が置かれているマス以外には移動できない。

6
いざない 常在

Act 02　058　R　★★

南条光

正面のアイドルとのバトル時、このアイドルを［＋6］。

2
ぜんえい［＋6］戦闘

Act 02　059　R　★★

浜口あやめ

せめたてる
こうげきバトルに勝利したとき、そのバトル終了後、このアイドルを隣接
した空白マスに置くことができる。このとくぎは対戦相手のアイドルに
エンチャントできない。

こうげき時、自分の「脇山珠美」「首藤葵」「丹羽仁美」ひとりにつき
（各1名まで）、このアイドルを［＋2］。（このとくぎはエンチャントでき
ない。）

4
センゴク☆華☆ランブ･風 戦闘

常在

Act 02　060　C　★

ユニーク
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小関麗奈

バトル開始時にこのアイドルが裏から表になった場合、
このターンのあいだこのアイドルを［＋7］。

1
ふいうち［＋7］戦闘

Act 02　061　C　★

片桐早苗

［このアイドルが表になったとき］ プレイヤーをひとり指定
する。そのプレイヤーは、自身のバトル中ではない表のアイ
ドルひとりを裏向きにする。

3
いろじかけ 誘発

Act 02　062　C　★

安部菜々

人間族とのバトル時、このアイドルを［＋5］。

4
対人［＋5］戦闘

Act 02　063　C　★

望月聖

［このアイドルが表になったとき］ ターンプレイヤーから
順番に、各プレイヤーはレストエリアのカードを2枚まで
選ぶ。その後、選んだカードを好きな順番でバックメンバー
エリアの一番後ろに裏向きで置く。

4
はくあい 誘発

Act 02　064　C　★

七尾百合子

ぜんえい［＋6］
正面のアイドルとのバトル時、このアイドルを［＋6］。

バトルエリア上の亜人族のアイドルすべてを［－1］。

2
亜人［－1］ 常在

戦闘

Act 02　065　CR　★★★

田中琴葉

きょうよう
このアイドルがバトルに勝利したとき、そのバトル終了後、
相手は手札のカードをランダムに1枚レストエリアに置く。

ぼうぎょ時、このアイドルを［＋5］。

3
ぼうぎょ［＋5］ 戦闘

常在

Act 02　066　CR　★★★

春日未来

こうげき［＋2］
ぼうぎょ時、このアイドルを［＋2］。

こうげき時、このアイドルを［＋2］。

3
ぼうぎょ［＋2］戦闘

戦闘

Act 02　067　R　★★

周防桃子/中谷育

こうげき［＋4］
こうげき時、このアイドルを［＋4］。

こうげき時、このアイドルを［＋4］。

0
こうげき［＋4］戦闘

戦闘

Act 02　068　R　★★

最上静香

こうげき時、このアイドルを［－3］。

7
こうげき［－3］戦闘

Act 02　069　R　★★

矢吹可奈

ぼうぎょ時、このアイドルを［－3］。

5
ぼうぎょ［－3］戦闘

Act 02　070　C　★

宮尾美也

こもりうた
［このアイドルが表になったとき］バトル中ではない表のアイドル
ひとりを裏向きにする。そのアイドルはこのアイドルが表のあいだ、
表向きにできない。

こうげき時、このアイドルを［＋3］。

2
こうげき［＋3］戦闘

誘発

Act 02　071　C　★

斉藤洋子

バトル開始時にこのアイドルが裏から表になった場合、
このターンのあいだこのアイドルを［＋5］。

3
ふいうち［＋5］戦闘

Act 02　072　C　★

高槻やよい

こうげきバトルに敗北し、このアイドルがバトルエリアを離れる
時、バトル相手のアイドルをレストエリアへ置く。（このとくぎ
はエンチャントできない）

3
あいうち 戦闘

Act 02　073　C　★

ユニーク

徳川まつり

［このアイドルが表になったとき］ このターンのあいだ自分
のアイドルを移動させるとき、かわりに相手のアイドルひとり
を移動させることができる。

2
おどらせる 誘発

Act 02　074　C　★

結城晴

正面のアイドルとのバトル時、このアイドルを［＋5］。

2
ぜんえい［＋5］ 戦闘

Act 02　075　PR　☆☆☆

的場梨沙

側面のアイドルとのバトル時、このアイドルを［＋6］。

2
そくめん［＋6］戦闘

Act 02　076　PR　☆☆☆

喜多見柚

いたずら
［このアイドルが表になったとき］ プレイヤーをひとり指定する。指定
されたプレイヤーのバックメンバーのアイドルをふたりまで選び、
そのプレイヤーのバックメンバーの先頭に好きな順番で移動させる。

ぼうぎょ時、このアイドルを［＋4］。

3
ぼうぎょ［＋4］ 戦闘

誘発

Act 02　077　PR　☆☆☆

七尾百合子

このアイドルがバトルしているあいだ、各プレイヤーは1回
までしかエンチャントできない。このとくぎはバトル中に
エンチャントできない。

7
けっとう 常在

Act 02　078　PR　☆☆☆

佐久間まゆ

［このアイドルが表になったとき］ ターンプレイヤーから
順番に、各プレイヤーは自分のレストエリアからカード1枚
をランダムに選び、手札に加える。

2
じあい 誘発

Act 02　079　PR　☆☆☆

堀裕子

［このアイドルが表になったとき］ バトルエリア上のあなた
のアイドルひとりを、バックメンバーエリアの一番後ろに置き、
バックメンバーエリア先頭のアイドルをあなたのフロント
エリアの空いているマスに置く。（表・裏の状態はそれぞれ
維持する。）

2
テレポート 誘発

Act 02　080　PR　☆☆☆
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［このアイドルが表になったとき］デッキの中から亜人族のカードを1枚選び
公開する。その後、デッキをシャッフルし、選んだカードをデッキの一番上におく。

［このアイドルが表になったとき］あなたのレストエリアから亜人族のカード
を最大4枚まで選び、思い出にする（そのカードをゲームから取り除く）。

よびこみのまい

あやかしのまい

赤城みりあ

Romantic Now

DREAM

チェリー

my song

ハイファイ☆デイズ

あなたはデッキの一番上のカードを公開しながらプレイする。
バトル時、このアイドルを［＋X］。Xはあなたのデッキの一番上の
カードの点数で見た基礎値である。デッキがない場合、この
数値を1としてあつかう。

「ドレミファクトリー」タグをもつアイドルはぼうぎょ時に基礎値を
［×2］する。この効果は重複しない。

［このアイドルが表になったとき］ 対象のプレイヤーひとり
のレストエリアにあるカードを2枚まで選び、そのカードを
思い出にする（そのカードをゲームから取り除く）。

バトル時、このアイドルを［＋X］。Xはフィールド上にある「ドレミ
ファクトリー」を持つアイドルの数×2である。

［このアイドルが表になったとき］デッキ内から「ドレミファク
トリー」と書いてあるカードを1枚選び手札に加える。その
後、デッキをシャッフルする。

4
ドレミファクトリー ドレミファクトリー ポジティブパッション

蒸機公演

羽衣小町

羽衣小町 シグナル

ドレミファクトリー

ドレミファクトリー

ドレミファクトリー

ドレミファクトリー

ドレミファクトリー

ドレミファクトリー

ドレミファクトリー

ドレミファクトリー

ドレミファクトリー

常在

常在

誘発

戦闘

誘発

U149　081　PR　☆☆☆

市原仁奈

［このアイドルが表になったとき］ あなたのアイドルひとり
を表向きにする。そのアイドルがタグ「ドレミファクトリー」を
もっている場合、さらにあなたの亜人族のアイドルひとりを
表にできる。この時、そのアイドルのとくぎは発揮されない。

「ドレミファクトリー」タグをもつアイドルはこうげき時に基礎値
を［×2］する。この効果は重複しない。

［このアイドルが表になったとき］アイドルひとりを対象とし、
そのアイドルにエンチャントされているカード1枚をそのオー
ナーのレストエリアにおく。

あなたのアイドルに［+X］。Xは対戦相手のシンデレラゾーン
にあるシンデレラポイントの数である。

［このアイドルが表になったとき］このターンのあいだこのアイドル
のこうげき時に［+5］、このターン移動していない場合、かわりに
前に２マス移動する。このとくぎは自分のターンにのみ発動する。
このとくぎは［本田未央］［日野茜］以外にエンチャントできない。

こうげき時、このアイドルを［＋７］。

こうげき時、このアイドルを［＋5］。

バトル時、このアイドルを［+X］。Xはこのアイドルに隣接する
「羽衣小町」を持つアイドルの数×4である。

バトル時、このアイドルを［+X］。Xはこのアイドルに隣接する
「羽衣小町」を持つアイドルの数×4である。

［このアイドルが表になったとき］デッキの中から「シグナル」
をもつカードを1枚選ぶ。それを公開し手札に加える。その
後、デッキをシャッフルする。

［このアイドルが表になったとき］ このアイドルの周囲8マスで
バトルに参加していないアイドルをあなたから見て時計回り
に1マス動かす。動かす先に空きマスがない場合、そのままに
する。（このとくぎはエンチャントできない）

［このアイドルが表になったとき］誘発型のとくぎをひとつ
指定する。このアイドルが表のあいだ、そのとくぎは発動
しない。

［このアイドルが表になったとき］X枚のカードを手札から
捨てる：フィールド上のアイドルをひとり指定する。そのアイドル
の基礎値が［X-1］以下の場合、そのアイドルをレストエリアに
置く。このとくぎはバトル中にエンチャントできない。

［このアイドルが表になったとき］あなたは光に包まれ、デッキ
の上からカードを2枚まで見る。そのカードのうち1枚を手札
に加え、1枚をデッキの一番下に置く。デッキのカード枚数が
１枚以下の時このとくぎは使えない。

1

みんなのきもち 青空エール

ゔぁるきゅりあ
げんきになーれ！

わんわん！

こうげき［＋7］

こうげき［＋5］

美に入り彩を穿つ

美に入り彩を穿つ いちごヨーグルトぽむぽむ

なつっこ音頭

ラヴィアンローズ

ビジョナリー

in fact

誘発 常在

誘発

常在

誘発

戦闘

戦闘

戦闘

戦闘 誘発

誘発

誘発

誘発

誘発

誘発

誘発

U149　082　PR　☆☆☆

的場梨沙 3
U149　083　PR　☆☆☆

龍崎薫 1
U149　084　PR　☆☆☆

古賀小春 2
U149　085　PR　☆☆☆

櫻井桃華 2
U149　086　PR　☆☆☆

福山舞 2
U149　087　PR　☆☆☆

横山千佳 1
U149　088　PR　☆☆☆

佐々木千枝 2
U149　089　PR　☆☆☆

橘ありす 2
U149　090　PR　☆☆☆

結城晴 4
U149　091　PR　☆☆☆

日野茜 3
Act 03　092　CR　★★★

新田美波
こうげき［＋4］
こうげき時、このアイドルを［＋4］。 バトル時にこのアイドルを［+X］。Xは対戦相手のシンデレラ

ゾーンにあるシンデレラポイントの数である。

5
戦闘

Act 03　093　CR　★★★

箱崎星梨花 2
がんばります！ 戦闘

Act 03　094　CR　★★★

梅木音葉

　

　

［このアイドルが表になったとき］対戦相手の裏向きのカード
を1枚指定し、表向きにする。

すべてのプレイヤーは起動型能力を起動することができない。

【バトル中ではないフィールド上の自分のアイドルをひとり、
思い出にする（そのカードをゲームから取り除く）】あなたの
レストエリアのカードを1枚選び、バックメンバーの一番後ろ
に裏向きで置く。その後、あなたはフロントメンバーの補充を
行う。

2
ていさつ

ぬすみだす

誘発

常在

Act 03　095　R　★★

岡崎泰葉 0
Act 03　096　R　★★

関裕美 1
らくえん 起動

Act 03　097　R　★★

小早川紗枝 4
Act 03　098　R　★★

塩見周子 4
Act 03　099　R　★★

春日未来 0
Act 03　100　C　★

タグ：ソング タグ：ソング タグ：ユニット

タグ：イベント

タグ：ユニット

タグ：ユニット タグ：ユニット

タグ：ソング

タグ：ソング

タグ：ソング

タグ：ソング

タグ：ソング

タグ：ソング

タグ：ソング

タグ：ソング

タグ：ソング
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はさみこむ

からめとる

水瀬伊織

こうげき時にバトル相手のぼうぎょを［－4］。

3
すぴあ[－4] 戦闘

Act 03　101　C　★

ユニーク

上田鈴帆 1
Act 03　102　C　★

難波笑美 1
Act 03　103　C　★

村松さくら 3
Act 03　104　C　★

大石泉 3
Act 03　105　C　★

土屋亜子 3
Act 03　106　C　★

本田未央 5
Act 03　107　CR　★★★

白石紬 5
Act 03　108　CR　★★★

斉藤洋子 2
Act 03　109　R　★★

渋谷凛 2
Act 03　110　R　★★

島村卯月 2
Act 03　111　R　★★

伊吹翼 4
Act 03　112　C　★

北上麗花

［このアイドルが表になったとき］ 対象のプレイヤーひとり
のレストエリアにあるカードを2枚まで選び、そのカードを
思い出にする（そのカードをゲームから取り除く）。

2
ぽいっ！ 誘発

Act 03　113　C　★

松山久美子 1
Act 03　114　C　★

矢口美羽 2
Act 03　115　C　★

夢見りあむ

このアイドルを［-X］。Xはフィールド上で表になっているアイ
ドルの数である。（このとくぎはエンチャントできない）

9
やむ 常在

Act 03　116　C　★

ユニーク

高森藍子 1
Act 03　117　CR　★★★

藤原肇

このつちのうつわをも

みえます！

このアイドルがバトルエリア上で表のあいだ、すべてのプレ
イヤーはレストエリアにカードを置くとき、かわりに思い出に
する（そのカードをゲームから取り除く）。（このとくぎはエン
チャントできない）

あなたの対戦相手は、手札を公開した状態でプレイする。
（このとくぎはエンチャントできない）

自分のフロントエリアにいる自分のアイドルに［+2］。

［このアイドルが表になったとき］対戦相手の裏向きの
カードを1枚指定し、表向きにする。

3
みちありき

ていさつ

常在

誘発

常在

常在

Act 03　118　CR　★★★

ユニーク

ユニーク

堀裕子 2
Act 03　119　R　★★

三好紗南

じょぶちぇんじ
［このアイドルが表になったとき］《人間・魔法使い・亜人》から
ひとつ選ぶ。このアイドルが表のあいだ、このアイドルは選んだ
種族になる。(このとくぎはエンチャントできない。)

【このアイドルをレストエリアに置く】手札のカードを1枚、この
アイドルがいた場所に表向きで置く。この時、そのアイドルの
とくぎは発動しない。

3
いれかわる 起動

誘発

Act 03　120　R　★★

ユニーク

対戦相手が誘発型とくぎの対象を選ぶとき、可能ならばこのアイドルを
対象にする。このアイドルが相手の誘発型とくぎの対象になったとき、
このアイドルをレストエリアにおく。（このとくぎはエンチャントできない）

［このアイドルが表になったとき］常在型のとくぎをひとつ指定する。この
アイドルが表のあいだ、そのとくぎは効果を発揮しない。このとくぎはバトル
中にエンチャントできない。

笑美と鈴帆の爆笑エブリデイ

笑美と鈴帆の爆笑エブリデイ

あなたのバックメンバーの上限を+1。

あなたのバックメンバーの上限を+1。

客よせ

客よせ

常在

常在

常在

誘発

タグ：ユニット

タグ：ユニット ニューウェーブ

ニューウェーブ

ポジティブパッション
ニュージェネレーション

サンセットノスタルジー

ニューウェーブ

ニュージェネレーション

こうげき時にこのアイドルを［+X］。Xはあなたのコントロール
する「ニューウェーブ」を持つアイドルの数×3である。

ぼうぎょ時にこのアイドルを［+X］。Xはあなたのコントロール
する「ニューウェーブ」を持つアイドルの数×3である。

［このアイドルが表になったとき］デッキの中から［本田未央］以外の「ニュー
ジェネレーション」「ポジティブパッション」「サンセットノスタルジー」のいず
れかをもつカードをそれぞれ1枚まで選び、それらを公開し手札に加えて
もよい。そうした場合、デッキをシャッフルする。このとくぎはバトル中に
エンチャントできない。

［このアイドルが表になったとき］あなたはX枚のカードを
引く。Xはあなたのコントロールする「ニューウェーブ」を持つ
アイドルの数である。

あなたのコントロールする人間族のアイドルのこうげきを
［+3］。

ぴーちうぇーぶ

ねいびーうぇーぶ

みつぼし

さるふぁーうぇーぶ

あおのきし

戦闘

戦闘

誘発

誘発

常在

タグ：ユニット タグ：ユニット

タグ：ユニット

タグ：ユニット

タグ：ユニット
タグ：ユニット

タグ：ユニット
あなたのコントロールする人間族のアイドルすべてを［+1］。

［このアイドルが表になったとき］バトル中でない基礎値が5以下のアイドル
ひとりを対象とし、思い出にしてもよい（そのカードをゲームから取り除く）。
その後、各プレイヤーはフロントエリアの補充を行う。アイドルを思い出に
した場合、残りのゲームの間あなたは「るりいろのゆめ」の効果を発生
させる事が出来ない。このとくぎはバトル中にエンチャントできない。

きんぎょのつえ

るりいろのゆめ

常在

誘発

蒸機公演

［このアイドルが表になったとき］バトル中ではない、基礎値が
3以下かつ人間族以外のアイドルをひとり選び、レストエリアへ
置いてもよい。そうした場合、このアイドルをレストエリアに置き、
各プレイヤーはフロントエリアの補充を行う。このとくぎはバトル
中にエンチャントできない。

しょっと 誘発

タグ：イベント

ニュージェネレーション

サンセットノスタルジー

あなたのコントロールする人間族のアイドルのぼうぎょを
［+3］。

［このアイドルが表になったとき］あなたの手札を2枚まで
選び、バックメンバーの一番うしろに好きな順番で置く。

ぴんくのきし

ほしぞら

常在

誘発

タグ：ユニット

タグ：ユニット

サンセットノスタルジー

ポジティブパッション

あなたのバックメンバーの上限を+2。

このとくぎがエンチャントされているアイドルがバトルに負けた
場合、そのアイドルを手札に戻し、代わりにこのアイドルをバトル
に負けたこととして扱う。このとくぎは自分のアイドルにしかエン
チャントできない。

［このアイドルが表になったとき］対戦相手の裏向きのカードを
1枚指定し、表向きにする。

ぼうぎょ時にこのアイドルを［+6］。

へいぞろえ

けんしん

ていさつ

ぼうぎょ[+6]

常在

誘発

誘発

誘発

タグ：ユニット

タグ：ユニット

シグナル

［このアイドルが表になったとき］対象のアイドルひとりをターン終了時
まで［－3］。

［このアイドルが表になったとき］デッキの中から「シグナル」をもつカー
ドを1枚選ぶ。それを公開し手札に加える。その後、デッキをシャッフル
する。

にてんいちりゅう！

いちごヨーグルトぽむぽむ

誘発

誘発

タグ：ユニット
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はりきりちあがーる

ぼうぎょ時、このアイドルを［＋5］。

望月杏奈

［このアイドルが表になったとき］すべてのプレイヤーは手札
をすべてデッキに加えてシャッフルする。その後、お互いに
カードを4枚引く。（このとくぎはエンチャントできない）

5
らぶらびきゅーん！ 誘発

Act 03　121　R　★★

最上静香 0
Act 03　122　C　★

工藤忍 1
Act 03　123　C　★

桃井あずき 1
Act 03　124　C　★

綾瀬穂乃香 1
Act 03　125　C　★

喜多見柚 1
Act 03　126　C　★

高垣楓

このアイドルがバトルエリア上で表のあいだ、すべてのプレ
イヤーはドローフェイズ以外でデッキからカードを手札に
加えることができない。（このとくぎはエンチャントできない）

【自分の手札を好きな数捨てる】ターン終了時まであなた
のアイドルに［+X］。Xは捨てた手札の枚数である。（この
とくぎはエンチャントできない）

7
しょうりのめがみ 常在

起動

Act 03　127　AR　☆☆☆

ユニーク

ユニーク

ユニーク

永吉昴

バトル時、このアイドルを［+X］。Xはフィールド上で表に
なっているアイドルの数である。

0
よばんさーど 戦闘

Act 03　128　PR　☆☆☆

姫川友紀 0
Act 03　129　PR　☆☆☆

夢見りあむ 9
Act 03　130　AC　☆

シグナル

［このアイドルが表になったとき］デッキの中から「シグナル」
をもつカードを1枚選ぶ。それを公開し手札に加える。その
後、デッキをシャッフルする。

ぼうぎょ［＋5］

いちごヨーグルトぽむぽむ

戦闘

誘発

タグ：ユニット

フリルドスクエア

フリルドスクエア

フリルドスクエア

フリルドスクエア

ぼうぎょ時、あなたは好きな枚数の手札を公開し、このアイ
ドルに［+X］。Xはあなたの手札から公開された「フリルド
スクエア」を持つカードの枚数×2である。

こうげき時、あなたは好きな枚数の手札を公開し、このアイ
ドルに［+X］。Xはあなたの手札から公開された「フリルド
スクエア」を持つカードの枚数×2である。

［このアイドルが表になったとき］デッキの中から「フリルドスク
エア」を持つカードを1枚選び手札に加える。その後、デッキを
シャッフルする。

［このアイドルが表になったとき］あなたは好きな枚数の手札
を公開する。あなたはX枚のカードを引く。Xはあなたの手札
から公開された「フリルドスクエア」を持つカードの枚数で
ある。

げんぶのじゅつ

せいりゅうのじゅつ

すざくのじゅつ

びゃっこのじゅつ

戦闘

戦闘

誘発

誘発

タグ：ユニット

タグ：ユニット

タグ：ユニット

タグ：ユニット

このアイドルを［-X］。Xはフィールド上で表になっているアイ
ドルの数である。（このとくぎはエンチャントできない）

やむ 常在 ユニーク


