
あなたは「アイドル」と呼ばれる少女達を指揮する「マスター」と呼ばれる存在です。
さまざまな特徴を持った「アイドル」達の力を引き出せるかどうかはあなた次第。
さあ、ぼうけんの旅へとでかけましょう!!

このゲームって何をすればいいのかな？

ガラスの靴、シンデレラみたいなお話ですね!!

そうですね、いろいろありますけど…

キャッスル…お城にゆくというのもすてきですわ!!

今井加奈 輿水幸子

佐々木千枝 櫻井桃華

池袋博士のワンポイントアドバイス

Let’s Play “MagicalBattleFrontier”

ようこそ
MagicalBattleFrontierへ
MagicalBattleFrontierはアイドルマスターとファンタジーを
モチーフにした対戦型トレーディングカードゲームです。

旅立つもの
にー

さかえあれー

ゲームの目的

ゲームに使用するもの

次のどちらかの条件を満たしたプレイヤーが勝利となり、その時点でゲームが終了します。

このゲームでは

①デッキ
と

②プレイマップ
のふたつを使用します。
☆他にもマーカーやサイコロ、カードを立てるためのクリップなどがあると便利です。

また、以下の条件を満たすと、そのプレイヤーは敗北となり、その時点でゲームが終了します。

勝利条件
①自分のアイドルが相手のキャッスル(お城)にたどりつく。
②バトルに勝って得られる「ガラスの靴(シンデレラポイント)」を5点以上獲得する。

敗北条件
①自分のターン終了時、自分のレストエリアのアイドルカードが６枚以上ある。

はじめに

01ここからは私がワンポイントアドバイスをしてゆくぞ!!



池袋博士のワンポイントアドバイス 池袋博士のワンポイントアドバイスアイドルカードは今後もどんどん増えてゆくから要チェックだ!!池袋博士のワンポイントアドバイス うん？どうみても亜人なのになぜ人間なんだって･･･？ま、まぁそういうこともある！

ルールガイド●ルールガイド❶ How to Idol Cards

アイドルカードについて
異世界にいる不思議な存在「アイドル」を描いたものがアイドルカード
です。ゲームを遊ぶにはこのアイドルカードを集める必要があります。

もちろん!!
カワイイボクの
カードもあり

ますよ!!

How to Tribe

種族について
アイドル達は「亜人」「人間」「魔法つかい」の３つの種族に分かれ、
それぞれが違った特徴を持っています。

種族を理解
することが勝利
への第一歩、

です!!

ルールガイド❷

02 03

わー洋子おねーさんだー!!これはなんでやがりますか？

市原仁奈

むむむ、いっぱいかいてあってわかんねー……

市原仁奈

これはアイドルカード!!
ゲームを遊ぶために必要なものです!! 輿水幸子

まぁまぁ、慣れればだんだん覚えていきますよ。
輿水幸子

種族
そのアイドルの種族です。
亜＝亜人族
人＝人間族
魔＝魔法つかい族となります。
種族は手札からとくぎを
エンチャントする際に重要と
なります。

作家名
カードイラストを担当した作家さんのお名前です。

アイドル名
このアイドルの名前です。

基礎値
アイドルの基本的なステータス
です。バトル時に参照します。

とくぎ
そのアイドルが持つとくぎです。
アイドルは１～3個のとくぎを
もっています。
誘発・起動・常在・戦闘の
4種類があります。

ガラスの靴
いわゆる「勝ち点」です。
カードによって数が異なり、
相手のガラスの靴を５つ集める
とゲームに勝利できます。

→14ページ「⑩アイドルのとくぎ」

→1６ページ「○エンチャントってなあに」１１

カードNo
カードの通し番号です。デザ
インが違っていても同じ番号
なら同じカードです。

カードのレアリティです。高い
ほうからアナザーレア･アナ
ザーコモン・シンデレラレア･
レア･コモンの5種類とプロ
モーションがあります。

レアリティ

佐々木千枝

あじ…? アジはうめーですね。

アイドルは３つの種族に分かれます。
千枝は魔法つかいです。

ボクは人間族のプリンセスですよフフーン!!

違います!!アジじゃないですよ!!亜人です!!

大自然と共に生きる亜人族

知恵と勇気で文明を発展させてきた人間族

人智を超えたふしぎな力を扱う魔法つかい族

亜人族

人間族

魔法つかい族

獣人、エルフ、妖精、ホビット、ドライアド、ヴァンパイア、妖怪などなど…
人に似ているがそうではない者たちが総じて亜人と呼ばれて
います。総じて攻撃力が高い傾向があります。 
野生の力は、魔法つかい族に対して優位に立つようです。

剣を持つ戦士、銃を扱うガンマン、大砲を撃つ兵士といった戦う
職業だけではなく、村人や商人、農夫といった人 も々含みます。
バランスのよい能力をもち、亜人族に対しては文明の力で優位
に立ちます。

人智を超えた、ふしぎな力を扱うのが魔法つかい族。ウィッチの
ようないわゆる魔法つかいのほか、巫女、占い師、サイキッカー、
忍者、神官などもこの種族に含まれます。守りに強いのが特徴
です。魔法の力で人間族に対して優位に立ちます。

輿水幸子市原仁奈

輿水幸子

タグ
そのアイドルの「つながり」を
表します。

→20ページ
　「ACT3.0の新ルール : タグについて」



池袋博士のワンポイントアドバイス 池袋博士のワンポイントアドバイスバックメンバーエリアは並ぶ順番もたいせつだぞ シンデレラゾーンに行ったアイドルは帰ってこない。寂しいものがあるな…

How to Playmap

プレイマップについて
MagicalBattleFrontierを楽しむのに必要なのが
このプレイマップ。まずは各エリアの名前を覚えましょう。

　　
大地の理を

その身に刻み…
魔道王路の覇者

となれ!!

ルールガイド❸

04 05

プレイマップ

12

❷バックメンバーエリア
バトルをサポートするアイドルを
最大６人まで配置できます。
ここから直接バトルすることは
ありませんが、一部のとくぎは
直接バトルエリアのアイドルに
干渉することができます。
また、バトルエリアのアイドルが
不足した時は、ここから順番に
補充されます。

この世界を表した地図。それがプレイマップです♪

今井加奈

ううっ…私に覚えられるかなぁ。

今井加奈

カードを置く場所をしらないと、ゲームが出来なく
なりますからしっかり覚えてくださいね!!

❺フロントエリア
バトルエリアの白線で囲まれた
手前２列はフロントエリアと呼ば
れます。アイドルを配置するとき
は自分側のフロントエリアの
好きな場所にアイドルを配置
してください。

❻キャッスル
バトルエリアの4隅にある王冠
はキャッスルと呼ばれます。相手

のキャッスルに自分のアイドル

が 到達した場合、勝利となりま

す。

❽思い出置き場
何らかの効果によって、ゲーム
から取り除かれたカードを置く
ところです。プレイマップの外側
に、お互いのプレイヤーのカード
が混ざらないように置いて下さい。

❼シンデレラゾーン
バトルなどで対戦相手のシンデ
レラポイントとなった｢自分｣の
カードを置くところです。相手に見
えやすいように｢表向き｣にカード
を置いて下さい。

34

5

6

7

❸デッキ置き場
通常構築戦を行う際に
使用します。

❹レストエリア
バトルに負けるなどして、レスト
状態（捨て札）になった｢自分の｣
カードを置くところです。

輿水幸子

→19ページ｢⑫デッキ構築ルール｣

❶バトルエリア
RPG風のマップが描かれている
タテ５×ヨコ4のマス目がバトル
エリアです。このマス目にアイドル
を配置してゲームを展開します。

思 い 出
→20ページ
　「ACT3.0の新ルール : 思い出について」8



池袋博士のワンポイントアドバイス池袋博士のワンポイントアドバイス 前に置いたり後ろに置いたり、配置にも戦略がでるぞ種族は2種類くらいに抑えたほうが効果的だ

ルールガイド● English Title

タイトル
Prepare the Games

ゲームのじゅんび
ミニデッキを組んだら、カードをフロントメンバー、
バックメンバー、手札の3つに振り分けます。

Let’s Make the Deck

デッキをつくろう
カードゲームを遊ぶのに必要なのはデッキ。
まずは15枚で１組のミニデッキを組んでみましょう。

手札
にはとくぎを

使いたいアイドル
を置くといい

ですよ。

デッキを
組むには15枚
のカードが必要

です♪

06 07

バックメンバーと手札はどう分けたらいいんでしょう？

手札のカードを多めにするのがおすすめです!!

どんなアイドルにも活躍できる可能性はありますよ♪
十時愛梨

デッキを組むポイントは種族を揃えていくこと!!

輿水幸子 佐々木千枝

デッキが用意できたら、以下の流れで
ゲームの準備を進めてください。

フロントメンバーは、最初に相手と
戦うアイドルさんです。

人間メインのバランスタイプ
のデッキです。
幸子やきらりなどの防御
に長けたカードでキャッスル
を守りながら、桃華や光と
いった攻撃的なカードで
攻めることで勝利を掴み
取るデッキです。
このデッキでは凛のとくぎ
をいかに維 持するかが
勝負の重要な鍵になって
きます。

「今井加奈」 「白菊ほたる」 「春日未来」 「矢吹可奈」 「東郷あい」

「三船美優」

「森久保乃 」々「市原仁奈」「三浦あずさ」

「今井加奈」「渋谷凛」

「星輝子」「大和亜季」

「天海春香」

「鷺沢文香」

「春日未来」

「東郷あい」

「三船美優」「櫻井桃華」

「西園寺琴歌」

「小関麗奈」

「森久保乃 」々

「安部菜 」々

「十時愛梨」「神谷奈緒」

「早坂美玲」「荒木比奈」

「道明寺歌鈴」

「高森藍子」

「矢吹可奈」

「神崎蘭子」

「三浦あずさ」「古賀小春」

「諸星きらり」

「南条光」

「白菊ほたる」

「一ノ瀬志希」

「安部菜 」々

「一ノ瀬志希」「十時愛梨」「神崎蘭子」「早坂美玲」「星輝子」

仁奈デッキの配置例

フロントメンバー

バックメンバー

手札

輿水幸子

輿水幸子

佐々木千枝

幸子デッキ
亜人メインの攻撃タイプの
デッキです。
仁 奈やあずさを中心に
相手に攻め込みながら、
美 優や志 希でサポート
していきます。
シンプルな 強さを持ち
ながら、ほたるや蘭子など
トリッキーな動きも可能な
構成です。

仁奈デッキ

先攻・後攻を決める

残りのカードを手札にします

ゲーム開始! 

バックメンバーはそれを支える人たちです!!

最初に戦うアイドルをえらびます。
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。

残ったカードの中から3～6枚を
選び、自分のバックメンバーエリアに
順番を決めて裏向きで配置します。

残りは｢手札｣として使用します。

じゃんけんやダイスロールなど。

ルールガイド❹ ルールガイド❺



池袋博士のワンポイントアドバイス 池袋博士のワンポイントアドバイス相手のアイドルを移動させるとくぎもあるぞまずはメイン、バトル、クリンナップを覚えればOKだ

Flow of the Game

ゲームのながれ
ゲームは｢ターン｣をひとつの区切りとして進んでいきます。
先攻のターンと後攻のターンを、交互に行なっていきましょう。

ターンの間に
すること、覚えて
くださいませ。

Main Phase

メインフェーズ
ゲームの中心となるのがメインフェーズです。
移動したり、アイドルを表向きにしたりなど４つのことができます。

ルールガイド❻ ルールガイド❼
フヒ……

まずはアイドルを
うごかして…

みるぞ…

08 09

カードの配置が決まったら、ゲームのスタートです!!

まず、先行のPちゃまからターンを始めるのですわ♪

ターンは以下の5つのフェーズから構成されます。
ターンに存在するこれらのフェ－ズは、何もしないときでも決してフェーズ自体はなくなりません。

カードをデッキの上から1枚引きます。 
15枚構築戦ではこのフェーズはありません。

ゲームの中心となるフェーズです。
以下の4つの行動を、それぞれ1回まで行えます。 
①アイドルの移動   ②アイドルを表向きにする
③起動型とくぎをつかう  ④エンチャントを行う
 (先行1ターン目はどれか２つまで行えます)

アイドル同士のバトルを行うフェーズです。
バトルに勝つとシンデレラポイントを獲得
できます。

ターンのスタートとなるフェーズです。
｢ターンの開始時に｣と書かれたとくぎが
なければ、何もしません。

→9ページ「⑦メインフェーズ」

→10ページ「⑧バトルをしよう」

ターン終了のためのフェーズです。
バックメンバーの整理などが行われます。

→12ページ「⑨ターンをおわろう」

①アイドルの移動

フィールド上のアイドルを前後左右に１マス移動させること
ができます。このとき、相手のアイドルと同じマスに移動
したら｢バトル｣が発生し、バトルフェーズに移行します。

→12ページ「⑧バトルをしよう」

②アイドルを表向きに

フィールド上の裏向きになって
いる自分のアイドルを1枚表
にすることができます。
このとき、そのアイドルが
｢このカードが表になった時｣
という　　とくぎを持ってい
た場合、そのとくぎが発動し
ます。

③起動型とくぎをつかう
表向きになっているアイドルの起動型とくぎを
使うことができます。

→14ページ「⑩アイドルのとくぎ」

表向きになっているアイドルにエンチャントを行うこと
ができます。エンチャントすることで、アイドルに追加の
とくぎを持たせることができます。

→16ページ「⑪エンチャントってなあに」

→12ページ「⑨ターンをおわろう」

こうげきだーー!!どーーん!!

落ち着いてください!!その前に移動をしてみましょう!!
櫻井桃華輿水幸子 市原仁奈 輿水幸子

ドローフェーズ

スタートフェーズ

メインフェーズ

クリンナップフェーズ

バトルフェーズ

次のターンへ

ターンの構成

④エンチャントを行う

正面

背面

側面 側面

ただし、先行プレイヤーの１ターン目はこれらの行動の中から｢ふたつまで｣選んで行うことができます。

以上の行動のすべてを終えるか、もうこれ以上行動を行わないことを
宣言した場合、クリンナップフェーズへと移行します。

誘



池袋博士のワンポイントアドバイス 池袋博士のワンポイントアドバイスとくぎで相手のアイドルを移動させると、こうげきさせることもできるぞ シンデレラゾーンに行くのはこうげきで勝ったときだけと覚えよう

先手必勝!!
ひっかくぞッ!!

Battle Phase

バトルをしよう
移動して同じマスに重なるとアイドル同士のバトルがはじまります!!
とくぎや仲間のアイドルの力を駆使して勝利を目指しましょう！！

ルールガイド❽

10 1110 11

さあ、バトルのはじまりですよ!!

仁奈、ぜってーまけねーです!!

①表向きにする

③｢エンチャント｣を行う

移動を行ったアイドルは『こうげき』 
状態、移動をされた側のアイドルは 

『ぼうぎょ』状態になります。

❷お互いのアイドルを表向きにし　　　　　
ます。『表向きにできない』などの
効果もこの時は無視されます。

②誘発するとくぎを発動

例）西園寺琴歌の"ていさつ" 例）小関麗奈のふいうち

表向きになることで、 「表になったとき」と
書かれているとくぎが発動します。

表向きになることで、 「バトル開始時にこの
アイドルが裏から表になった場合」という
とくぎが発動します。

誘 闘

❶メインフェーズでアイドルを移動
させたマスに相手のアイドルがいた
場合、バトルフェーズに移行します。

❶ ❷

⑤バトル後の処理④発揮値の計算

バトルの結果により、バトルに参加したアイドルに対して
以下の処理を行います。

エンチャントされたとくぎも含めた｢こうげき｣
や｢ぼうぎょ｣の数値の計算を行います。
計算した数値を比較し、大きい方がバトル
に勝利します。 こうげき側アイドルが勝利した場合

ぼうぎょ側アイドルが勝利した場合

引き分けになった場合

バトルに負けたアイドルは、
こうげき側プレイヤーのシンデレラゾーンに置きます。

バトルに負けたアイドルは、
そのオーナーのレストエリアに置きます。

バトルに参加したアイドルを、それぞれそのオーナーの
レストエリアに置きます。

手札のアイドルのとくぎをフィールド上のアイドル
に持たせることを｢エンチャント｣と呼びます。
バトル時にはこの 「エンチャント」をすべてのプレ
イヤーが何度でも行うことができます。

バトル時、エンチャントの宣言はターンプレイ
ヤーから順番に行います。
相手がエンチャントの使用を宣言した場合 
それに対抗してエンチャントを使うことができ
ます。
一度使わないことを宣言しても、 相手が
新しいエンチャントを使った場合、 それに
対抗してエンチャントを使うことが可能です。

WIN!! LOSE

1＋5＋2＝8 ＝61＋2＋3＞
仁奈の勝利!!

エンチャントされたとくぎは
起動型とくぎ以外は即座に
発動します。

POINT

「天海春香」に
「神谷奈緒」の
"ぼうぎょ［+3］"
をエンチャント

＝61＋2＋3
「天海春香」の発揮値

「市原仁奈」に
「春日未来」の
"こうげき［+2］"
をエンチャント

＝81＋5＋2
「市原仁奈」の発揮値

❶

❷

対抗して

で
パワーアップ!!

輿水幸子 市原仁奈

→バトル時以外について詳しくは
　16ページ「○エンチャントってなあに」11



池袋博士のワンポイントアドバイス 池袋博士のワンポイントアドバイスクリンナップではフロント⇆バックメンバー⇆手札の入替が出来るぞ レストエリアの枚数で負けるのは自分のターンだけだ

End of Turn

ターンをおわろう
ターンの終わりには状況の整理をする必要があります。
それがクリンナップ(きれいにする)フェーズです。

もりくぼはもう
手札に帰らせて

ほしいです
けど…

ルールガイド❾

12 13

レスト
エリア

クリンナップではフロントを入れ替えたりもできますよ!

それをきれいにするのがクリンナップフェーズですよ！

うまく使ってみてくださいね♪

←の順に処理を行い
ます。
両方のプレイヤーが
行う処理と、ターン
プレイヤーのみが
行う処理があります。

そのターンにエンチャント
されたアイドルカードを
好きな順番でバックメン

バーエリアの一番後ろに

裏向きで置きます。エン
チャントで得たとくぎ効果
はこの時点で消えます。

この時点でバックメンバーの人数が６枚を超えて
いた場合、7枚目以降のカードをレストエリアに
置きます。

ターンプレイヤーは❶から❺の行動の中で、ひとつを選んで行うことができます。
どれかひとつの行動を行った場合、バックメンバーの整理に進みます。

あなたのターンの終了時に、自分のレストエリアのアイドル
カードの枚数が６枚以上になっていた場合、そのプレイヤーは
ゲームに敗北します。

自分のターンは⑤へ 相手のターンはこちら

この行動は自分のターンにのみ行います。

この行動は自分のターンのみ行います。

バトルエリア上の自分のアイドルを、向きはそのままでバックメンバーの一番
後ろに置き、その後フロントメンバーの補充を行います。

手札から1枚のアイドルカードをバックメンバーの一番後ろに裏向きに
配置します。その後、バックメンバー先頭のアイドル1枚を手札に戻します。

バックメンバーエリアにいる好きなアイドルを、バックメンバーの先頭に配置
します。

バックメンバーエリアのアイドルがいなくなってしまった場合、手札から1枚の
アイドルカードを選び、バックメンバーエリアに置くことができます。

バトルフェーズを終了して、バトル
エリア上の自分のアイドルが3人
以下になっていた場合、バックメン
バーの先頭のアイドルから順に、
フロントエリアの好きな位置に裏
向きで置きます。

スタートフェーズ

メインフェーズ

クリンナップフェーズ

バトルフェーズ

ターンプレイヤーのみ

アイドルの入れ替え

敗北チェック

❶エンチャントされたカードの
　バックメンバーエリアへの移動

❷フロントメンバーの補充

❸バックメンバーの整理

次のターンへ

①エンチャントされたカードの移動

④バックメンバーの整理

③アイドルの入れ替え

⑤敗北チェック

②フロントメンバーの補充

エンチャントされたカードは
裏向きでバックメンバーの一番後ろに

バックメンバーの７枚目以降は
レストエリアへ

レスト
エリア

クリンナップフェーズの流れ

❺.なにもしない

❶.フロントチェンジ（バトルエリアとの入れ替え）

❸.ハンドチェンジ（手札との入れ替え） 

❷.バックメンバーチェンジ
　（バックメンバーエリア内の入れ替え）

❹.バックメンバーの補充

手札

バトルエリア

バックメンバー

A

C

B

次の
ターンへ

佐々木千枝 輿水幸子

わぁ…たくさんのアイドルさんで
ごちゃごちゃになっちゃいました…。

佐々木千枝 輿水幸子



池袋博士のワンポイントアドバイス 池袋博士のワンポイントアドバイスコストだけじゃなく、とくぎの対象には注意しよう 常在型とくぎの+/－はバトル時以外でも発揮されているぞ!!

Ability of Idol 

アイドルのとくぎ
アイドルがもつ個性豊かなとくぎには４つの
種類があります。それぞれ見てみましょう。

とくぎを
うまく使うことが

上達への道です。
知ってます。

ルールガイド➓
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起動型とくぎはコストがないとつかえませんのね。

櫻井桃華

せんとうとじょうざい…？ なにがちげーですか？

使う前に条件を満たしているか、しっかり確認しましょう！

バトルの時につかうのが戦闘型、と覚えましょう!!

闘 戦闘型とくぎ
バトルの時に効果を発揮するとくぎです。
こうげきアップやぼうぎょアップなど、一番
使うとくぎかもしれません。「こうげき＋」や

「ぜんえい＋」、「あいうち」などがこれに
あたります。
手札のアイドルカードに強力な戦闘型
とくぎがあったならば、きっとバトルを
有利に進めることができるでしょう。

闘 起動型とくぎ
起動型とくぎは、特定のコストを払うこと
で効果を発揮するとくぎです。
起動型とくぎの発動は自分のターンのメイン
フェーズにしか 行えません。
蘭子の「しょうめつ」やありすの「すとろべりー
ふぃーるど」など、支払う対価は厳しくても、
得られるメリットも大きいことが特徴です。

誘 誘発型とくぎ
｢このカードが表になったとき｣など、特定の
条件を満たすと発動するとくぎです。その
効果は「ていさつ」のように簡単なものから

「ふっかつ」「てれぽーと」のように複雑な
ものまでさまざまです。中には自分だけでは
なく対戦相手にも効果を及ぼすものがある
ようです。

常 常在型とくぎ
そのアイドルがフィールド上にいる限り、
効果を発揮し続けるのが常在型とくぎです。

「亜人＋」や「人間＋」のようにフィールド
全体に効果をもたらす強力なとくぎも
あれば、「いざない」や「そらをとぶ」の
ようにちょっと変わったとくぎもあります。

佐々木千枝

輿水幸子市原仁奈

POINT

ユニークとくぎ
アイドルの中には、他のアイドルにエンチャントできない特

別なとくぎを持っている子がいます。そのとくぎはユニーク
とくぎと呼ばれ、アイコンが白く表示されています。
ユニークとは「その人だけのもの」、と言う意味です。



池袋博士のワンポイントアドバイス 池袋博士のワンポイントアドバイス中にはエンチャントできないとくぎもあるから注意するんだ!!こうげき+のとくぎを相手にかけることもできる。つまり…？

What’s Enchantment ?

エンチャントってなあに
アイドルがもつとくぎを、フィールドにいるアイドルに貸してあげる
のがエンチャントです。

　　
エンチャント

はねー相手にも
つけられるん

だよっ

ルールガイド●
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うーん、手札をつかいたいけどどうするのかな…？

まずはつかいたい手札のカードの種族を
確認してみてください! 輿水幸子今井加奈

このゲームでは手札のアイドルカードが持っているとくぎをフィー
ルド上にいる表向きのアイドルに持たせることができます。
このとくぎを持たせることを｢エンチャント｣とよび、一部のカードを
除いてアイドルのとくぎはすべてエンチャントすることが可能です。
エンチャントされたカードはそのアイドルに「エンチャント」された
状態となります。この時、エンチャントされているカードはアイドル
としては扱いません。

メインフェーズ
（1回のみ）

条件①

使用できるフェーズ

エンチャントでとくぎを持たせたいアイ
ドルカードが、フィールド上で表になっ
ていること。

対象のアイドルが
表になっていること

バトルフェーズ

条件②

エンチャントを行うには「手札のアイドルカー
ドと同じ種族の自分のアイドル」が表向きの
状態でフィールド上にいることが条件となり
ます。 このフィールド上にいるアイドルのことを

「トリガー」と呼びます。

使いたいアイドルカードと
同じ種族の自分のアイドル
がいること

エンチャントをする対象は自分
のアイドルでも相手のアイドル
でもかまいません。

POINT

マイナスのとくぎをエンチャントする

このようなとくぎは、バトル中に相手のアイドルに使うことで
相手の発揮値をさげることができます。

例）相手の「南条光」に「矢吹可奈」の
"ぼうぎょ［－3］"をエンチャント

＝ −12 － 3「南条光」の発揮値

｢こうげき｣はこうげきしているアイドル、
｢ぼうぎょ｣はぼうぎょしているアイドルでしか
効果を発揮しないので注意しましょう。

POINT

誘発　　「表になったとき」をエンチャントする誘

｢表になった時｣と書いてある誘発型のとくぎは、エンチャントで

使った場合のみ、｢エンチャントした瞬間、誘発の条件を

満たしたもの｣として扱います。

例）「天海春香」に「西園寺琴歌」の"ていさつ"をエンチャント

えーと、このマイナスを相手につければ…

そうです!!アイドルのステータスを下げられます♪

"ていさつ"が発動し、対戦相手のアイドルを１枚表にすることが
できます。

輿水幸子今井加奈

エンチャントとは

トリガー



池袋博士のワンポイントアドバイス 池袋博士のワンポイントアドバイスフロントに使うアイドルはこうげきとぼうぎょを意識しようやみくもにたくさんのカードを入れるのではなく、ドローする確率も考えるといいぞ

Deck Construction Rules

デッキ構築ルール
構築戦にはふたつの種類があります。両方遊んでみましょう。

忍びの道も
構築の道も

積み重ねから…
ニンッ！

18 19

通常構築では40枚のデッキを作ってあそびます。

普段は使わないカードにも活躍の機会がありそうですわ。
佐々木千枝 櫻井桃華

MagicalBattleFrontierにはチュートリアルで遊んだミニ構築戦のほかにもいろんな遊び方
があります。その一部をご紹介します。

ミニ構築戦

通常構築サンプルデッキ
「新人ドワーフプロデュース」

チュートリアルで紹介したものがミニ構築戦です。
それぞれのプレイヤーが15枚のアイドルカードを持ち寄り、フロント･バックメンバー･手札を編成して遊びます。
山札は存在しない為、ドローフェイズはありません。

用意するもの

×15

レアリティによって同一番号のカードをデッキに入れることができる
枚数に制限があります。

POINT

CR★★★ R★★ PR☆☆☆

AR☆☆☆ AC☆
C★

シンデレラレア

アナザーレア アナザーコモン

レア プロモーション
コモン1枚まで 2枚まで

通常構築戦

用意するもの

×40

通常構築戦では４０枚の山札を用意します。カードは１種類につき３枚まで入れる
ことが可能です。ミニ構築戦との違いとして、ドローフェーズがあることが挙げら
れます。それ以外はミニ構築戦と同じようにゲームを進めてください。

どんなレアリティのカードでも
同一の番号１種類につき３枚まで
デッキに入れることができます。

POINT

①使いたいアイドル、種族を決める。
②できるかぎり同じ種族のアイドルで固める。
③フロントで戦うアイドル、バックメンバーで活躍するアイドル、手札から使う
　アイドルを意識する。

通常構築のヒント

あとは……愛です!!

ミニ構築戦との違い
ゲームを開始する前に、お互いの山札を交換して
シャッフルしてください。

ゲームの開始時に、山札の上から先行プレイヤーは11枚、
後攻プレイヤーは12枚のカードを引いてください。

②で引いたカードの中から4枚をフロントエリアに配置し、
3枚以上のカードをバックメンバーエリアに配置してくだ
さい。あまったカードは手札になります。

※山札にカードがない場合は引きません。

スタートフェーズの後にドローフェーズが存在します。自分の
ドローフェーズでは1枚のカードを山札の上から引いてくだ
さい。

ドローフェーズ

スタートフェーズ

メインフェーズ

クリンナップフェーズ

バトルフェーズ

Act3.0で追加された新カードを主軸に据えたデッキです。亜人族のカード
だけで構成されています。
フロントに配置するおすすめのアイドルは「ナターリア」。

「ナターリア」は「フィールド上で表向きになっている自分の種族と同じアイド
ルの数だけ」強化されるというとくぎを持っているので、カードが表になれ

ばなるほど強くなります。

バックメンバーに置くのは「十時愛梨」やタグ「ニューウェーブ」を持つアイ
ドルが良いでしょう。

「十時愛梨」のとくぎ「すべての亜人族を[+1]」でフロントを守りながら、
「土屋亜子」でカードを引いて、手札を増やしてゆきましょう。
最後は手札から「岡崎泰葉」のとくぎ「こうげき時にこのアイドルを［+7］。」
をエンチャントすることで、一気にアイドルを強化してフィニッシュです！

「十時愛梨」

「赤城みりあ」

「土屋亜子」「大石泉」

「緒方智絵里」 「新田美波」

「塩見周子」

「岡崎泰葉」

「市原仁奈」

「小早川紗枝」

「ライラ」 「箱崎星梨花」

「村松さくら」

× ×

×

××××××

× × × × ×

3 3

3

333133

3 3 3 3 3

ルールガイド●



池袋博士のワンポイントアドバイス 池袋博士のワンポイントアドバイス思い出置き場には何枚のカードがあっても負けにならないぞ！アイドル同士のつながりを意識すれば、自然とデッキはできる‼

Act3.0 New rule

Act3.0からの新ルール
Act3.0からの新ルールです。詳細はP35からの総合ルールを
確認ください。

ついに!
アタシら三人の

出番やね！！

ルールガイド●13
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イズミンたちと一緒にいると、とっても強くなれるんでぇす♪

村松さくら 大石泉

タグについて

思い出について

先行1ターン目の不利修正

クリンナップフェーズの整理

U149エディション、Act3.0で登場した新要素が「タグ」です。タグはそのアイドルの「つながり」を表します。
タグにはアイコンとテキストがあります。

U149エディション、Act3.0より追加された新ルールが「思い出」
です。アイドルカードをゲーム外に追放することを「思い出にする」
と呼びます。思い出にされたカードは特別なことがない限り、ゲーム
から除外された存在となります。

思い出置き場はレストエリアとも違う新しい領域です。プレイマップの外側であればどこに置いても構いません
が、思い出にされたカードは対戦相手にもわかりやすいようにしてください。

先行1ターン目の行動が制限されすぎているという観点から、ルールに修正を行いました。

クリンナップフェーズが煩雑になっていたという観点から、クリンナップフェーズの整理を行いました。
また、これに伴いバックメンバーの整理のタイミングが変更になります。

アイドルの入れ替えはP13のようになります。
また、新たに「バックメンバーの補充」を設けました。

旧： 先行１ターン目はメインフェーズに行える４つの行動のうちからひとつだけを選んで行える。

新： 先行１ターン目はメインフェーズに行える４つの行動のうちからふたつまでを選んで行える。

1.エンチャントされたカードを
   バックメンバーエリアに移動
2.フロントメンバーの補充
3.バックメンバーの整理

4.アイドルの入れ替え

5.敗北チェック

1.エンチャントされたカードを
   バックメンバーエリアに移動
2.フロントメンバーの補充
3.アイドルの入れ替え

4.バックメンバーの整理

5.敗北チェック

旧： 新：

とくぎ内で「〇〇」を持つアイドル、という記載があった場合、そのアイドルが記載されているタグを所持しているか
どうかを参照して下さい。

今後、これらタグを活用した新アイドルや、新カード種を追加予定です。

そのアイドルが楽曲でつながっていることを表します。
現時点では「ドレミファクトリー」を持つアイドルがこれにあたります。

そのアイドルがユニットでつながっていることを表します。
現時点では「ニューウェーブ」「ニュージェネレーション」「シグナル」などがこれにあたります。

そのアイドルがイベントでつながっていることを表します。
現時点では「蒸気公演」を持つアイドルがこれにあたります。

ふふっ、さくらったら……
ぜひ、私たちを一緒に使ってくださいね。

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］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。

［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）。

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）

タグの種類

ソング

ユニット

イベント

レスト
エリア

思い出
置き場

レストエリアと思い出置き場は
別の扱いです。
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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



MagicalBattleFrontier 総合ルール 2.2
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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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●ルールについて

Q.誘発型とくぎが発動しましたが、対象となる
アイドルがいませんでした。どうなりますか。
A.対象がいない場合、そのとくぎの効果は不発
となり発揮されません。

Q.エンチャントしたカードはフィールド上のカ
ードとしてカウントされますか？（『やるくぼ』
『おうえん』など）
A.いいえ。エンチャントに使ったカードはフィー
ルド上のカードではないので、参照されません。

Q.エンチャントのトリガーはエンチャントされ
るアイドル自身でも良いのですか？
A.はい、問題ありません。自分と同じ種族のカ
ードをエンチャントできます。

Q.1回のメインフェーズでアイドルの移動は何
人できるのですか？
A.移動ができるのは１ターンにつきひとりまで
です。

Q.フィールド上とはどこからどこまでを指しま
すか？
A.「バトルエリア」と「バックメンバーエリア」を
あわせて「フィールド」と呼びます。

Q.常在型とくぎをエンチャントすることはでき
ますか？
A.はい。できます。

Q.エンチャントした時「誘発型とくぎ」はいつ発
動しますか？
A.エンチャントされた場合に限り、「表になった
とき」を条件にもつ誘発型特技は即座に発動し
ます。それ以外は誘発の条件に従ってくださ
い。

Q.相手のエンチャントに対抗して『こもりうた』
をエンチャントし、トリガーがなくなった場合、
そのエンチャントは無効ですか？
A.いいえ。『こもりうた』でトリガーが裏向きにな
っても既に宣言されたエンチャントは発動しま
す。それ以降はトリガーがフィールド上にいない

場合、その種族のエンチャントはできません。

Q.レストエリアにカードが置かれる際、カード
の表裏の状態は維持されますか？
A.いいえ。レストエリアにカードが移動する場合
は必ず「表向き」になります。

Q.バトルフェーズ中1人のプレイヤーが連続し
てエンチャントの宣言が出来ますか？
A.厳密にはいいえ、ですが、エンチャント使用後
に相手に対してエンチャントを使用するかの確
認を行い、使用するとの宣言がなければ続けて
エンチャントすることが可能です。

Q.各領域（バックメンバーエリア、レストエリ
ア、手札）からバトルエリアにアイドルが移動す
る時、カードの状態はどのようになりますか？
A.とくぎ等で注釈がない限りは「裏向き」で配
置してください。

●とくぎについて

Q.『そらをとぶ』で斜め方向に移動したアイド
ルがバトルを行う場合、『ぜんえい』や『そくめ
ん』は発動しますか？
A.いいえ。発動しません。

Q.『テレポート』によってバトルが中断した時の
勝敗はどうなりますか？
A.バトルは強制終了となり、メインフェーズに戻
ります。勝利や敗北が条件のとくぎは発動しま
せん。

Q.『おうえん』をエンチャントする場合、どの種
族の数を数えればいいですか？
A.エンチャントによってとくぎを付与されたアイ
ドルと同じ種族の数を数えます。

Q.[闘：ぼうぎょ[+3]][闘：ぼうぎょ[+3]]と[闘：
ぼうぎょ[+6]]の違いはなんですか？
A.共に戦闘時にはぼうぎょ[+6]の修正を受け
ますが、前者はエンチャントする時に[闘：ぼうぎ
ょ[+3]][闘：ぼうぎょ[+3]]の２つのうち1つの
みしか付与できません。

Q＆A
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Q.『いろじかけ』の裏向きにするアイドルを選
ぶのは誰ですか？
A.指定されたプレイヤーです。

Q.『はくあい』のカードを選ぶ順番はどのよう
になりますか？
A.ターンプレイヤーが枚数を含めて選択した
後、相手のプレイヤーが枚数を含めて選択しま
す。

Q.相手プレイヤーが使用した北条加蓮の『ま
もり』に対して『まもり』をエンチャントした場
合はとくぎは復活しますか？
A.いいえ、できません。『まもり』の「指定された
とくぎを失う」という効果はエンチャントされた
時点で即時に解決されるため、たとえその『まも
り』に対して『まもり』を発動してもそのターン
復活することはありません。

Q.『ていさつ』を相手のアイドルにエンチャン
トした場合、こちらのアイドルを表にできます
か？
A.いいえ、できません。
とくぎに表記される「相手」「自分」といったプレ
イヤーを指すことばは、そのとくぎのコントロー
ラーと対戦相手を意味します。とくぎのコントロ
ーラーとはエンチャントしたとくぎである場合、
エンチャントしたカードのオーナーの事をさしま
す。そのため、相手のアイドルにエンチャントし
たとしても、表にするのは相手の裏向きのアイ
ドルカードとなります。

Q.『きょうよう』を相手のアイドルにエンチャン
トするとどうなりますか？
A.『きょうよう』は「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。」という
能力です。この場合の相手はエンチャントのコ
ントローラーの相手を指すので、常に対戦相手
を指します。エンチャントされた相手のアイドル
がバトルに勝利した場合、相手の手札からラン
ダムに1枚レストエリアに送ります。

Q.『こもりうた』を使われたアイドルを「おこ
す」で表にすることはできますか？
A.いいえ、できません。「できる」と「できない」の

効果が重複した場合、「できない」が優先されま
す。ただし、バトル開始時はルールで必ず表にさ
れるため、こもりうたの「できない」は効果を発
揮しません。

Q.「二宮飛鳥」のとくぎによって「依田芳乃」の
とくぎ「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。」の効果を消すことはで
きますか？
A.いいえ、できません。「依田芳乃」のとくぎは＋
／－効果ではありません。

Q.「人間＋2」や「亜人＋1」は自分のアイドルに
だけかかる効果ですか？
A.いいえ、対戦相手のアイドルも含むすべての
アイドルにかかります。

Q.『ていさつ』のとくぎで表になったアイドル
のとくぎは発動しますか？
A.はい。「[このアイドルが表になったとき]」を
持つ誘発型とくぎと常在型とくぎが発動しま
す。

Q.『ていさつ』のとくぎで表になったアイドル
をクリンナップフェイズでバックメンバーの一
番後ろに移動することは可能ですか？
A.はい。可能です。

Q.『まもり』のとくぎでエンチャントされたとく
ぎを失わせることはできますか？
A.はい。可能です。

Q.バックメンバーの持つ常在型とくぎの効果
はフロントメンバーにもかかりますか？
A.はい。特に表記がないかぎりその通りです。

Q.『ふいうち』のとくぎをこのターン表になっ
たバトル中のアイドルにエンチャントしました。
『ふいうち』の効果は発揮されますか？
A.いいえ、ふいうちは「バトル開始時にこのアイ
ドルが裏から表になった場合」というとくぎで
す。バトル開始時に『ふいうち』を持っていない
場合、誘発の条件はさかのぼることはできませ
んので、エンチャントされた『ふいうち』の効果
は発揮されません。

Q.『こもりうた』のとくぎで裏向きになったカー
ドを移動させることはできますか？
A.はい。可能です。

Q.『こもりうた』のとくぎで裏向きになったカー
ドでバトルをはじめた場合、カードの向きはど
うすればよいですか？
A.バトル開始時は全てのとくぎの効果を無視し
て表向きにしてください。

Q.『ひきとめる』のとくぎで移動できなくなっ
ているバトルエリア上の表向きアイドルを、ク
リンナップフェーズでバックメンバーエリアに
移動することは可能ですか？
A.はい、可能です。そのアイドルが再びバトルエ
リアに移動した場合、『ひきとめる』の効果が継
続します。

Q.『こうげき[－X]』や『ぼうぎょ[－X]』のとくぎ
は自分のアイドルにエンチャントすることは可
能ですか？
A.はい、可能です。

Q.『テレポート』のとくぎで入れ替えるアイドル
にアイドルカードがエンチャントされていたと
き、どうすればよいですか？
A.カードをそのアイドルにエンチャントしたまま
入れ替えてください。

Q.『しょうめつ』などのとくぎでアイドルがフィ
ールドを離れる時、そのアイドルにエンチャン
トされているアイドルカードはどうすればよい
ですか？
A.フィールドを離れたアイドルにエンチャントさ
れていたアイドルカードは、即座に裏向きのまま
好きな順番で、バックメンバーエリアの一番後ろ
に置いてください。

Q.小梅の『ふっかつ』はレストエリアにカードが
ない場合でもバトルエリアのアイドルをレスト
エリアに送ることはできますか？
A.『ふっかつ』はレストエリアのカードをフロント
エリアにおいた後に、バトルエリアのアイドルを
レストエリアに送ります。レストエリアにカードが
ない場合は使用できません。

Q.神崎蘭子の『しょうめつ』を起動する時、カー
ドの表裏は指定されていません。
裏向きのカードをコストとして支払う時点では
種族が参照できませんが、それでも起動した
り、指定したアイドルを思い出に送る事はでき
ますか？
A.『しょうめつ』は「【フィールド上のあなたのア
イドル1人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1人を指定し、そのオーナーのレストエリアに
置く」というとくぎです。
コストの時点ではアイドルの状態、種族を参照
していません。
シンデレラゾーンにはカードを表向きで還すた
め、還った時点でそのカードの種族が参照でき
るようになります。表向きになった後同種族の
アイドルを指定してレストエリアに置くことがで
きます。

●アイドルについて

Q.「藤原肇」の常在型とくぎ『このつちのうち
わをも』が発動している状態で、「森久保乃々」
の誘発型とくぎ『むーりぃ～』が発動した場合、
どうなりますか？
A.とくぎによって複数の置換効果が発生した場
合、影響を受けるプレイヤーが置換する順番を
決めることができます。この場合、森久保乃々の
オーナーが『む～りぃ～』を先に使うか、『このつ
ちのうつわをも』を先に使うかを選ぶことがで
きます。
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MagicalBattleFrontier ルールブック1.1

●構成・執筆
ウマぽん/ちゃば/でんちゅう/もずく
●デザイン
曳山まつり/鷺ノ宮
●DTP
曳山まつり/鷺ノ宮/神谷/おふ丼 鮎
●校正協力
すとらめ/藤崎こぴあ
●webサイト運営
わっか
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