
MagicalBattleFrontier 総合ルール 2.2
（2019 年 5月 3日発行）

1.1　ゲームの基本
このゲームはアイドルマスターシリーズを基にし
た RPG風のターン制カードゲームです。
15 枚～ 40 枚のデッキで組まれたカードを 4×5
のフィールドに展開し、勝利を目指します。
 
1.1.1　ゲームの黄金律
カードに書かれている文章がルールと矛盾する場
合、カードを優先する。ただし、バトル中になっ
たアイドルは他のすべての効果を無視して表向き
になる。
「〇〇しても良い」と「〇〇出来ない」という 2
つの文章が同時に適用された場合、「出来ない」
が優先される。
「Aを行う。B を行う」のように、複数の指示のう
ち一部が行えない場合、その部分のみを無視し、
残りを実行する。
 
1.2　勝利条件と敗北条件
以下の４つの条件のいずれかを満たした時、勝者
が決定し、ゲームは終了します。
勝利条件①：メインフェーズに相手のキャッスル
に相手のアイドルが存在せず、自分のアイドルが
存在する。
勝利条件②：「シンデレラポイント」を５点以上獲
得している。
敗北条件①：自分のクリンナップフェーズの敗北
チェック時にレストエリアにアイドルカードが６
枚以上存在する。
敗北条件②：フィールド上に自分のアイドルがひ
とりも存在しない。

1.3　Xの値について
ゲーム中に「X」で表された数字が存在します。X
はプレイヤーの決定や参照によって変動し、１つ
の数字に定まります。

1.3.1　誘発型とくぎ・戦闘型とくぎ・起動型とく
ぎにおける Xの値
誘発型とくぎ・戦闘型とくぎ・起動型とくぎの場
合、とくぎの効果が発生するに際し X の値を参照
し決定します。その後、ゲームで何かが起こった
としても Xの値は変わりません。

1.3.2　常在型とくぎにおける Xの値
常在型とくぎの場合、X の値はその時点のゲーム
における状態を参照し決定します。ゲームで何か
が起こるたびに X の値は変わる可能性がありま
す。

2.1　カードについて
カードの種類は「アイドルカード」1種類です。
アイドルカードには「アイドル名」「基礎値」「種
族アイコン」「シンデレラポイント」「カード番号」
「レアリティ」「とくぎ」「タグ」の全て、または

一部が書かれています。
 
2.1.1　アイドル名
カード中央下に書かれています。

2.1.2　基礎値
カード左上に書かれているの数値を「基礎値」と
呼びます。

2.1.3　種族
カード右上にかかれているアイコンを種族アイコ
ンと呼びます。種族は「亜」で表記される「亜人」、
「人」で表記される「人間」、「魔」で表記される「魔
法使い」の３種類が存在します。

2.1.4　シンデレラポイント
カード左下書かれている靴の形のアイコンをシン
デレラポイントと呼びます。シンデレラポイント
を複数持つカードも存在します。

2.1.5　カード番号
カード右下にカード番号が書かれています。同一
のカード番号を持つカードは、ゲーム上同一の
カードとみなします。

2.1.6　レアリティ
カード右下、カード番号の右側にレアリティが書
かれています。表記は以下のとおりです。
CR★★★=シンデレラレア
R★★=レア
C★=コモン
AR☆☆☆=アナザーレア
AC☆=アナザーコモン
PR☆☆☆=プロモーション
 
2.1.7.　とくぎ
そのアイドルが持つとくぎです。→2.3　とくぎ

2.1.8　タグ
そのアイドルが持つタグです。タグはアイコンと
テキストに分かれています。アイコンは「ソング」
「ユニット」「イベント」の 3種類が存在します。

2.1.8.1　ソングタグ
♪の形のアイコンです。そのアイドルが歌う楽曲
に関係するものが分類されます。
2.1.8.2　ユニットタグ
人の形のアイコンです。そのアイドルが所属する
ユニットに関係するものが分類されます。
2.1.8.3　イベントタグ
カレンダーの形のアイコンです。そのアイドルが
関わったイベントに関係するものが分類されま
す。
 
2.2　カードの状態
アイドルカードはフィールド上（バトルエリア・
バックメンバーエリア）に存在する場合｢アイド
ル｣と呼び、それ以外の領域（レストエリア・手札・

デッキ・シンデレラゾーン・思い出）に存在する
場合｢カード｣と呼びます。
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デッキ・シンデレラゾーン・思い出）に存在する
場合｢カード｣と呼びます。
 
2.2.1　アイドルの状態について
アイドルは表向き・裏向きの 2 つの状態がありま
す。裏向きの状態では「アイドルである」という
情報以外、アイドル名や種族など、全ての情報が
参照できず、また参照されません。
 
2.3　とくぎ
とくぎとはカードに書かれているテキストであ
り、条件を満たした場合に何かしらの効果が発生
するものです。とくぎのテンプレートは以下の通
りです。 「とくぎのタイプ」「とくぎ名」[ とくぎ
の誘発条件 ]【とくぎのコスト】とくぎのテキス
ト
 
2.3.1　とくぎのタイプ
アイドルはそれぞれ独自のとくぎを持ち、「戦闘
型とくぎ・誘発型とくぎ・起動型とくぎ・常在型
とくぎ」の４種類のとくぎタイプと、付随する一
種の特殊タイプ「ユニーク」を持ちます。
 
2.3.1.1　誘発型とくぎ
指定された条件を満たした場合、自動的に効果を
発生するとくぎです。誘発型とくぎは "「誘」「と
くぎ名」[ とくぎの誘発条件 ] とくぎのテキスト”
で表されます。
2.3.1.1.1　誘発型とくぎの効果の発生について
誘発型とくぎは [ とくぎの誘発条件 ] を満たした
時、効果を発生させます。
2.3.1.1.2　誘発型とくぎのエンチャントについて
誘発条件が [ このアイドルが表になったとき ] と
なっている誘発型とくぎはエンチャントしてとく
ぎを付与したときにも効果を発生します。
→2.4.4.3　誘発型とくぎのエンチャント
 
2.3.1.2   戦闘型とくぎ
「このアイドルがバトル中になったとき」を誘発
条件に持つ、バトルフェーズ中に効果を発生する
とくぎです。戦闘型とくぎは "「闘」「とくぎ名」
とくぎのテキスト "で表されます。
2.3.1.2.1　戦闘型とくぎの効果の期間について
戦闘型とくぎは効果が発生してからバトルフェー
ズ終了時まで効果が発生し続けます。
2.3.1.2.2　戦闘型とくぎのエンチャントについて
戦闘型とくぎはエンチャントしてとくぎを付与し
たときも効果が発生し、バトルフェーズ終了時ま
でその効果が発生し続けます。

2.3.1.3　常在型とくぎ
条件を満たすあいだ、常に効果が発生し続けると
くぎです。常在型とくぎは "「常」「とくぎ名」と
くぎのテキスト "で表されます。
2.3.1.3.1　常在型とくぎの効果について
常在型とくぎはとくぎを持つアイドルが表の間、
効果が発生し続けます。
 

2.3.1.4　 起動型とくぎ
指定されたコストを支払うことで効果が発生する
とくぎです。起動型とくぎは "「起」「とくぎ名」【と
くぎのコスト】とくぎのテキスト "で表されます。
2.3.1.4.1　起動型とくぎの起動について
ターンプレイヤーは自分のターンに一度だけ、メ
インフェーズの間にコストを支払うことで起動型
とくぎを起動することが出来ます。
2.3.1.4.2　起動型とくぎのコストの不足について
プレイヤーがコストを全て支払えない場合、起動
型とくぎの起動を試みることは出来ません。
 
2.3.1.5　ユニークとくぎ
「ユニーク」はとくぎの特殊タイプです。「ユニー
ク」とくぎは前述の4タイプに付随します。ユニー
クとくぎはアイコン色の反転と、とくぎ名の白抜
きで表され、「このとくぎはエンチャントするこ
とが出来ない」と表記されています。 
2.3.1.5.1　ユニークとくぎのエンチャント
ユニークはどのタイプのとくぎでも持つことの出
来る特殊タイプです。ユニークをもつとくぎはエ
ンチャントで付与することができません。
 
2.3.2　とくぎの消失
とくぎにより効果を発生させているがアイドル裏
向きになった場合、もしくはとくぎが失われた場
合、継続的に効果を発生しているとくぎはその効
果を失います。また、消失しているとくぎは誘発
条件を満たしても効果を発生させません。
 
2.3.3　とくぎの効果の処理順番について
とくぎテキスト内に｢各プレイヤー｣と表記されて
いる処理がある場合、ターンプレイヤーがまずす
べての決定を行い、その後非ターンプレイヤーが
すべての決定を行った後、処理を行います。

2.3.3.1　とくぎの対象について（プレイヤー）
とくぎのテキストにおける「あなた」「自分」は
とくぎのコントローラーを示し、「相手」はコン
トローラーではないプレイヤーを示します。
 
2.3.4　置換効果
とくぎの中には「A する場合、かわりに B する」
と表されているものがあります。この場合、A と
いうイベントは発生しないものとして扱います。
 
2.3.5　再帰誘発型能力
とくぎの中には「A する / してもよい。そうした
とき、B する」と表されているものがあります。
この場合、A が行われなかったとき、B は行われ
ません。
 
2.3.6　テキストの一部が実行不可能な場合
とくぎの中には複数のイベントが発生するものが
あります。このうち、一部が実行不可能な場合そ
れを無視して残りのイベントを行います。
→1.1.1　ゲームの黄金律
 

2.3.7　エンチャントされたとくぎ
エンチャントで付与されたとくぎのコントロー
ラーはエンチャントを宣言したカードのオーナー
です。
 
2.3.7.1　エンチャントされたとくぎの対象
エンチャントで付与されたとくぎにおける「あな
た」「自分」というテキストはエンチャントされ
たアイドルのコントローラーを指し、「相手」は
コントローラーではないプレイヤーを指します。
 
2.3.8　同一ターンにおけるとくぎの再利用につい
て
同じカードの同じとくぎは 1 ターンに 1 度しか起
動できません。
 
2.4　エンチャント
手札にあるカードをフィールド上（バトルエリア
またはバックメンバーエリア）の表向きのアイド
ルを対象として「エンチャント」することが出来
ます。エンチャントを行うことで、カードの持つ
特技をアイドルに付与できます。
 
2.4.1　エンチャントのタイミング
エンチャントは「自分のターンのメインフェーズ」
と「バトルフェーズ」に行うことができます。

2.4.2　エンチャントを行う条件
エンチャントを行う場合、エンチャントしたい
カードと同じ種族の自分のアイドルが、フィール
ド上で表向きになっていなければいけません。そ
のアイドルを「トリガー」と呼びます。 

2.4.2.1　トリガーのチェックタイミング
トリガーはエンチャントの宣言時に存在すればエ
ンチャントの使用条件を満たします。トリガーは
エンチャントを行うときのみ参照し、エンチャン
トの解決後にトリガーが存在しなくなっても、エ
ンチャントは行われたままになります。

2.4.2.2　エンチャントされるアイドルの条件
エンチャントする対象となるアイドルの条件はあ
りません。エンチャントするカードと、アイドル
の種族が異なったりしていても構いません。対戦
相手のアイドルにエンチャントを行うことも出来
ます。

2.4.3　エンチャントされたアイドルカード
エンチャントを行ったアイドルカードは「エン
チャントされたカード」として扱い、フィールド
上のアイドルとしては参照されません。

2.4.4　複数のとくぎを持つカードのエンチャント
エンチャント行ったカードが複数のとくぎを持っ
ている場合、その中からとくぎを一つだけ選んで
付与することが出来ます。

2.4.4.1　付与されたとくぎの扱い
手札から付与されるとくぎはエンチャントされた
アイドルのとくぎとして扱います。

2.4.4.2　付与されるとくぎの持続
アイドルは、エンチャントされ続けている限りエ
ンチャントにより付与されたとくぎを持ち続けま
す。

2.4.4.3　誘発型とくぎのエンチャント
誘発型とくぎの [ このカードが表になった時 ] は
をエンチャントにより付与した場合、即座に効果
が発生します。

2.4.4.4　起動型とくぎのエンチャントの使用
起動型とくぎはエンチャントした後、メイン
フェーズにコストを支払い使用を宣言することで
効果が発生します。

2.4.5　 エンチャントを付与されたアイドルの消
失
エンチャントでとくぎを付与されたアイドルが場
を離れる場合、エンチャントしたカードはオー
ナーのバックメンバーの１番うしろに裏向きに置
かれます。複数のカードが同時に移動する場合、
オーナーはその順序を好きに決めます。

2.4.6　エンチャントしたカードのクリンナップ
フェーズにおける処理
→4.2.5　クリンナップフェーズ
エンチャントしたカードは、クリンナップフェー
ズで、オーナーのバックメンバーの１番うしろに
裏向きに置かれます。複数のカードが同時に移動
する場合、オーナーはその順序を好きに決めます。

2.4.7.2　バトルフェーズ中のエンチャント
→4.2.4.1　バトルフェーズの処理

2.4.7.3　バトルフェーズ中のエンチャントの宣言
について
バトルフェーズ中のエンチャントはターンプレイ
ヤーと非ターンプレイヤーが順番にエンチャント
を宣言する権利を得ます。連続してエンチャント
を宣言することは出来ません。
一度エンチャントを行わないことを宣言しても、
他のプレイヤーがエンチャントを宣言した場合、
改めてエンチャントを宣言する機会を得ます。
全てのプレイヤーがこれ以上エンチャントを行わ
ないことを宣言した場合、発揮値の計算へ進みま
す。
 
3.1　領域
このゲームには「バトルエリア」「バックメンバー
エリア」「レストエリア」「シンデレラゾーン」「デッ
キスペース」「思い出」「手札」の領域が存在します。
それぞれの領域は独立しています。また、領域は
更に細かい領域を内包している事があります。 

3.1.1　フィールド
フィールドはバトルエリアとバックメンバーエ
リアを含む領域です。ここに配置されているア
イドルカードは「アイドル」として扱います。
 
3.1.1.1　バトルエリア
プレイマップに描かれているタテ５マス × ヨコ
4 マスのマス目がバトルエリアです。キャッスル
とフロントエリアを含みます。このマス目にア
イドルを配置してゲームを展開します。 

3.1.1.1.1　フロントエリア
バトルエリアにおけるプレイヤーに近いタテ 2
マス×ヨコ４マスをフロントエリアと呼びます。
あなたのフロントエリアは手前のタテ２マス ×
ヨコ４マス、相手のフロントエリアは奥のタテ
２マス × ヨコ４マスになります。特別な記載が
ない限り、アイドルをバトルエリアに配置する
場合は自分のフロントエリアの空いているマス
にアイドルを配置します。
           
 
3.1.1.1.2 　キャッスル
バトルエリアの 4 隅はキャッスルと呼ばれます。
手前２つのキャッスルが自分のキャッスル、奥
２つのキャッスルが相手のキャッスルになりま
す。1.2 勝利条件にあるように、相手のキャッス
ルにメインフェーズに相手のキャッスルに相手
のアイドルが存在せず、自分のアイドルが存在
する場合、勝利となります。
 
3.1.1.2　バックメンバーエリア
フィールド上バトルエリアの後ろに存在する、
アイドルを配置する場所です。バックメンバー
エリアのアイドルには順番が存在し、これを勝
手に変更することは出来ません。
 
3.1.1.2.1　バックメンバーエリアに置けるアイド
ルの上限
バックメンバーエリアに配置できるアイドルの
上限は通常６です。4.2.5 クリンナップフェーズ
におけるバックメンバーの整理において、上限
を超えたバックメンバーはレストエリアに移動
します。
 
3.1.1.2.2　フロントメンバーの補充
バックメンバーエリアからフロントエリアにア
イドルを配置することを「フロントメンバーの
補充」と呼びます。
 
3.1.1.2.3　フロントメンバーへ補充する順序
バックメンバーからバトルエリアにアイドルを
補充する時は、バックメンバーエリアの左側か
ら順番に行います。この時アイドルの表向き・
裏向きにかかわらず、裏向きでバトルエリアに
配置されます。
 
3.1.1.2.4　バックメンバーエリアのアイドルの扱
い
バックメンバーエリアに配置されているアイド36 37



3.1.1　フィールド
フィールドはバトルエリアとバックメンバーエリ
アを含む領域です。ここに配置されているアイド
ルカードは「アイドル」として扱います。
 
3.1.1.1　バトルエリア
プレイマップに描かれているタテ５マス × ヨコ
4 マスのマス目がバトルエリアです。キャッスル
とフロントエリアを含みます。このマス目にアイ
ドルを配置してゲームを展開します。 

3.1.1.1.1　フロントエリア
バトルエリアにおけるプレイヤーに近いタテ 2 マ
ス × ヨコ４マスをフロントエリアと呼びます。
あなたのフロントエリアは手前のタテ２マス ×
ヨコ４マス、相手のフロントエリアは奥のタテ２
マス × ヨコ４マスになります。特別な記載がな
い限り、アイドルをバトルエリアに配置する場合
は自分のフロントエリアの空いているマスにアイ
ドルを配置します。

3.1.1.1.2 　キャッスル
バトルエリアの 4 隅はキャッスルと呼ばれます。
手前２つのキャッスルが自分のキャッスル、奥２
つのキャッスルが相手のキャッスルになります。
1.2 勝利条件にあるように、相手のキャッスルに
メインフェーズに相手のキャッスルに相手のアイ
ドルが存在せず、自分のアイドルが存在する場合、
勝利となります。
 
3.1.1.2　バックメンバーエリア
フィールド上バトルエリアの後ろに存在する、ア
イドルを配置する場所です。バックメンバーエリ
アのアイドルには順番が存在し、これを勝手に変
更することは出来ません。
 
3.1.1.2.1　バックメンバーエリアに置けるアイド
ルの上限
バックメンバーエリアに配置できるアイドルの上
限は通常６です。4.2.5 クリンナップフェーズに
おけるバックメンバーの整理において、上限を超
えたバックメンバーはレストエリアに移動しま
す。
 
3.1.1.2.2　フロントメンバーの補充
バックメンバーエリアからフロントエリアにアイ
ドルを配置することを「フロントメンバーの補充」
と呼びます。
 
3.1.1.2.3　フロントメンバーへ補充する順序
バックメンバーからバトルエリアにアイドルを補
充する時は、バックメンバーエリアの左側から順
番に行います。この時アイドルの表向き・裏向き
にかかわらず、裏向きでバトルエリアに配置され
ます。
 
3.1.1.2.4　バックメンバーエリアのアイドルの扱
い

バックメンバーエリアに配置されているアイドル
もフィールド上のアイドルとして扱います。とく
ぎを使用することができ、トリガーになることが
できます。また、とくぎなどで参照されます。
 
3.2　レストエリア
いわゆる捨て札です。バトルに敗北する、バック
メンバーの整理などで自分のカードを置く領域で
す。レストエリアに存在するカードは全て表向き
です。カードが各領域からレストエリアに移動す
る場合はそれ以前の表向き・裏向きにかかわらず
表向きになります。
 
3.3　シンデレラゾーン
バトルなどでシンデレラポイントとして獲得した
カードを置く領域です。シンデレラゾーンに存在
するカードは全て表向きです。
 
3.4　デッキスペース
デッキを使用する構築戦を行う場合、あなたの
作ったデッキを置く領域です。デッキスペースに
存在するカードは全て裏向きです。
 
3.5　思い出
何らかの効果でゲームから取り除かれたカードを
置く領域です。カードを各領域から思い出に移動
させる場合、それ以前のカードの表向き・裏向き
にかかわらず表になります。

3.6　手札
手札です。デッキからカードをドローした場合、
ここに加わります。手札からカードをエンチャン
トすることが出来ます。自分の手札はいつでも見
ることが出来ますが、カードの効果により公開し
ない限り参照することは出来ません。

3.6.1　手札の上限
このゲームでは手札の上限はありません。

3.6.2　ドローについて
デッキからカードを引いて手札に加えることをド
ローと呼びます。 
 
4.1　ゲーム開始時の準備
先攻・後攻を決めた後、以下の手順でカードを配
置します。

4.1.1　デッキを使用するゲーム開始時の手札
デッキを使用した構築戦の場合、デッキを良く
シャッフルし、デッキスペースに置きます。先行
は１１枚、後攻は１２枚のカードを引き、これを
手札にします。

4.1.2　デッキを使用しないゲーム開始時の手札
全てのカードがあなたの手札になります。 

4.1.3　フロントエリアへの配置
手札からカードを４枚選び、バトルエリア上、自

分のフロントエリアの好きなところに裏向きで配
置します。フロントエリアへの配置は先行プレイ
ヤーが先に４枚配置し、完了した後に後攻プレイ
ヤーが４枚配置します。
 
4.1.4　バックメンバーエリアへの配置
残った手札からカードを３枚以上６枚以下で好き
な数をバックメンバーエリアに裏向きで配置しま
す。
 
4.1.5　ゲーム開始時の手札
残ったカードを手札として使用します。
 
4.2　ゲームの進行
ゲームはターン制で進行し、1 ターンは「スター
トフェーズ」「ドローフェーズ」「メインフェーズ」
「バトルフェーズ」「クリンナップフェーズ」の 5
つのフェーズで構成されます。
 
4.2.1　ターンの進行
先攻プレイヤーのターンからスタートし、クリン
ナップフェーズの処理が全て終了した後、後攻プ
レイヤーのターンに移行します。
以降は両プレイヤーが交互にターンを進めていき
ます。スタートフェーズ、ドローフェーズ、メイ
ンフェーズ、クリンナップフェーズは何もしない
時でも存在はします。
 
4.2.2　ターンの優先権
ターンを進行中のプレイヤーをターンプレイヤー
と呼びます。複数のプレイヤーが同時に何かを決
定する場合、ターンプレイヤーから決定を行いま
す。
 
4.3.1　スタートフェーズ
ターンの開始時に行うフェーズです。ターン開始
時を条件とした効果が発生します。
 
4.3.2　ドローフェーズ
開始時にカードを１枚ドローします。デッキを使
用しないゲームの場合、何も行いません。

4.3.2.1　デッキにカードが 1枚も無い場合
ドローを行わず、ドローフェーズを終了します。
 
4.3.3　メインフェーズ
ゲームの中心となるフェーズです。
 
4.3.3.1　メインフェーズに行える行動
ターンプレイヤーはメインフェーズ中に以下の行
動を１回ずつ行うことができます。
先行 1 ターン目に限り 1 回ずつではなく、2 つの
み選んで行う事ができます。 

①バトルエリアに配置されているアイドルを１マ
ス移動させる。
②フィールド上（バトルエリア、バックメンバー
エリア）に裏で配置されているアイドル 1 人を表

にする。
③表向きのアイドルが持つ起動型とくぎを起動す
る
④手札から表向きのアイドルにとくぎをエンチャ
ントする。
 
4.3.3.2　バトルフェーズへの移行
「メインフェーズに行える行動」を行う中でコン
トローラーが異なるアイドルが同一のマスに配置
された場合、バトルフェーズに移行します。
 
4.3.3.3　クリンナップフェーズへの移行
ターンプレイヤーが「メインフェーズに行える行
動」をすべて行った場合、またはこれ以上行わな
いことを宣言した場合、クリンナップフェーズに
移行します。
 
4.3.4　バトルフェーズ
「メインフェーズに行えるとれる行動」を行う中
で、コントローラーが異なるアイドルが同一のマ
スに移動し配置された場合、同一のマスに配置さ
れているアイドルはバトル中になり、バトル
フェーズに移行します。

4.3.4.1　バトルフェーズの処理
バトルフェーズは以下の手順で処理します。

①同じマスに配置されているアイドル（バトル中
のアイドル）をすべて表向きにする。このとき、
表向きにすることを禁止するすべての効果を無視
して表向きにする。
②とくぎの効果を発生させます。
・アイドルが表向きになったことにより効果を発
生する誘発型とくぎが効果を発生させます。
・戦闘型とくぎが効果を発生させます。戦闘型と
くぎの中には敗北時など、特定のタイミングで機
能するものもありますが、それらの効果もここで
発生します。
③ターンプレイヤーはエンチャントを１回宣言出
来ます。宣言しないことを選んでも構いません。
④非ターンプレイヤーはエンチャントを１回宣言
出来ます。宣言しないことを選んでも構いません。
③－④全てのプレイヤーがエンチャントを宣言し
ないことを選ぶまで③、④を繰り返します。
全てのプレイヤーが連続してエンチャントを宣言
しないことを選んだら次に進みます。
⑤基礎値にとくぎによる補正を計算します。これ
を発揮値と呼びます。
⑥発揮値を比較し、数値が大きいアイドルが勝利
し、小さいアイドルが敗北します。同値の場合引
き分けとします。
⑦バトル終了。バトルの結果に応じて、以下の処
理を行う。
a こうげき側プレイヤーが勝利した場合：敗北した
アイドルはこうげき側プレイヤーのシンデレラゾー
ンに置かれます。
b ぼうぎょ側プレイヤーが勝利した場合：敗北した
アイドルはオーナーのレストエリアに置かれます。

c 引き分けとなった場合：どちらのアイドルも
オーナーのレストエリアに置かれます。
⑧戦闘結果に起因する戦闘型とくぎの効果の解
決をおこないます。あいうち、みちづれなどが
発生している場合、ここで解決します。
 
4.3.4.2　バトルの中断
バトル中のアイドルのどちらかがとくぎの効果
などによりバトル中のマスを離れた場合、その
時点でバトルフェーズを終了し、ターンプレイ
ヤーのメインフェーズに移行します。
 
4.3.5　クリンナップフェーズ
クリンナップフェーズには以下の処理を順番に
行います。

①エンチャントされたカードをレストエリアに
移動する。
エンチャントしたカードはオーナーのバックメ
ンバーの１番うしろに裏向きに置かれます。複
数のカードが同時に移動する場合、オーナーは
その順序を好きに決めます。

②フロントメンバーの補充
全てのプレイヤーは、バトルエリアに配置され
ている自分のアイドルが３人以下の場合、アイ
ドルの補充（→3.1.1.2.2）を行います。不可能な
場合を除き、バトルエリアに配置されている自
分のアイドルが 4 人になるようバックメンバー
エリアからアイドルを補充します。
 
③アイドルの入れ替え処理（ターン側プレイヤー
のみ）
ターンプレイヤーのみ、以下の行動からひとつ
を選んで行います。
１   フロントチェンジ
バトルエリア上の自分のアイドルを、裏向き・
表向きそのままにバックメンバーの１番うしろ
に置き、バックメンバーの先頭のアイドルを自
分のフロントエリア内に裏向きで配置します。
２   バックメンバーチェンジ
自分のバックメンバーエリアに配置されている
任意のアイドルを選び、自分のバックメンバー
エリアの先頭に置きます。
３   ハンドチェンジ
手札からカードを 1 枚選び、自分のバックメン
バーエリアの１番うしろに裏向きで置きます。
その後、自分のバックメンバーエリアの先頭の
アイドルを手札に加えます。
　　４　バックメンバーの補充
自分のバックメンバーエリアにアイドルが１人
もいない場合、手札から１枚カードを選び、自
分のバックメンバーエリアに裏向きで置くこと
ができます。
　　５　何もしない
 
④バックメンバーの整理
全てのプレイヤーは、バックメンバーエリアに
配置されているアイドルが上限を超えていた場38 39



c 引き分けとなった場合：どちらのアイドルもオー
ナーのレストエリアに置かれます。
⑧戦闘結果に起因する戦闘型とくぎの効果の解決
をおこないます。あいうち、みちづれなどが発生
している場合、ここで解決します。
 
4.3.4.2　バトルの中断
バトル中のアイドルのどちらかがとくぎの効果な
どによりバトル中のマスを離れた場合、その時点
でバトルフェーズを終了し、ターンプレイヤーの
メインフェーズに移行します。
 
4.3.5　クリンナップフェーズ
クリンナップフェーズには以下の処理を順番に行
います。

①エンチャントされたカードをレストエリアに移
動する。
エンチャントしたカードはオーナーのバックメン
バーの１番うしろに裏向きに置かれます。複数の
カードが同時に移動する場合、オーナーはその順
序を好きに決めます。
②フロントメンバーの補充
全てのプレイヤーは、バトルエリアに配置されて
いる自分のアイドルが３人以下の場合、アイドル
の補充（→3.1.1.2.2）を行います。不可能な場合
を除き、バトルエリアに配置されている自分のア
イドルが 4 人になるようバックメンバーエリアか
らアイドルを補充します。
③アイドルの入れ替え処理（ターン側プレイヤー
のみ）
ターンプレイヤーのみ、以下の行動からひとつを
選んで行います。
１   フロントチェンジ
バトルエリア上の自分のアイドルを、裏向き・表
向きそのままにバックメンバーの１番うしろに置
き、バックメンバーの先頭のアイドルを自分のフ
ロントエリア内に裏向きで配置します。
２   バックメンバーチェンジ
自分のバックメンバーエリアに配置されている任
意のアイドルを選び、自分のバックメンバーエリ
アの先頭に置きます。
３   ハンドチェンジ
手札からカードを 1 枚選び、自分のバックメン
バーエリアの１番うしろに裏向きで置きます。そ
の後、自分のバックメンバーエリアの先頭のアイ
ドルを手札に加えます。
４　バックメンバーの補充
自分のバックメンバーエリアにアイドルが１人も
いない場合、手札から１枚カードを選び、自分の
バックメンバーエリアに裏向きで置くことができ
ます。
５　何もしない
④バックメンバーの整理
全てのプレイヤーは、バックメンバーエリアに配
置されているアイドルが上限を超えていた場合、
上限を超えたアイドルをレストエリアに移動しま
す。レストエリアに移動するアイドルを選ぶこと

は出来ず、先頭から数えて上限を超えたアイドル
を移動します。バックメンバーエリアの上限は６
枚です。
⑤敗北チェック処理（ターンプレイヤーのみ）
ターンプレイヤーは自分のレストエリアに存在す
るカードの枚数をチェックします。自分のレスト
エリアにカードが６枚以上存在した場合、ゲーム
に敗北します。
非ターンプレイヤーはクリンナップフェーズにレ
ストエリアのカードが６枚以上に存在していても
敗北しません。
 
4.3.6　クリンナップフェーズの終了とターン終了
「クリンナップフェーズ」のすべての処理を終了
した後ターンを終了します。ターンプレイヤーが
交代し、新たなターンを開始します。
 
5.1　デッキ構築ルール
このゲームには 2 種類のデッキ構築ルールが存在
します。

5.1.1　通常構築戦
40 枚のカードで構成されたデッキを用いて遊ぶ
ルールです。

5.1.1.1　デッキに入れることが出来るカードの制
限
同じ番号のカードは 3 枚までデッキに入れること
が出来ます。
 
5.1.2　ミニ構築戦
15 枚のカードで構成されたデッキを用いて遊ぶ
ルールです。

5.1.2.1　デッキに入れることが出来るカードの制
限
ミニ構築戦ではレアリティによってデッキに入れ
ることが出来る同じ番号のカードの枚数が制限さ
れます。
シンデレラレア :1 枚まで
レア :1 枚まで
コモン :2 枚まで
アナザーレア :1 枚まで
アナザーコモン :1 枚まで
プロモーション :1 枚まで
 
5.1.2.2　山札の存在
ミニ構築戦では山札は存在しません。山札に起因
する効果及び山札に影響を及ぼす効果をすべて無
視します。
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