
●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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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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