
ゲームの準備
先手プレイヤーを、ジャンケンやダイスや権力の差などで決定します。

各プレイヤーは「ノーマルレッスン」７枚と「ファン１万人」３枚の合計10枚を受け取っ
てシャッフルし、山札としてプレイエリア（自分の手元）に裏向きにして置きます。
そして、各プレイヤーは山札の上からカードを５枚引いて自分の手札とします。
このように、山札の上からカードを引いて手札にすることを「ドロー」と呼びます。

ゲームで使用するプレイヤーのデッキ以外のカードを、「どミリオン！」では「ストッ
ク」と呼びます。ストックのカードはテーブルの中央に、種類ごとに表向きにして配置し
ます。
なお、各ストックの一番下のカードは、そのカードが品切れになった事を示す「品切れ
カード」となりますので、間違えないよう横向きにしておきます。
（品切れカードは色つきのカードスリーブに入れておいたりすると超クールです）

また、ゲーム中にデッキから取り除かれ、「リムーブ」されるカードが出る場合がありま
すので、リムーブされたカードを置くスペース「リムーブ置き場」も確保しておいてくだ
さい。（ちなみに私らは、カラオケボックスのお会計レシートの上に置いたり、リムーブ
置き場を示すために15cm四方ぐらいの大きさの布や紙を敷いたりしています）

ストックの枚数は以下の通りです（品切れカード１枚分を除く）。
イメージカードは、プレイする人数にかかわらず、余った分全部をストックとします。
「ファン１万人」「ファン３万人」「ファン６万人」は、２人プレイの時は８枚、３～４
人プレイの時は12枚をストックとします。
ステージカードは、スターターパックでのプレイングなら10種類全てを使用します。ブー
スターパックまでお求め頂いた豪気な貴方は、スターターとブースターのステージカード
の中からお好きな10種類を選んで配置してください。１種類につきそれぞれ10枚をストッ
クとします。
「愚民１万人」は、使用するステージカードのテキストに愚民カードの記載がある場合使
用します。２人プレイの時は10枚、３人プレイの時は20枚、４人プレイの時は30枚をス
トックとします。
ストックにしなかったカードはゲーム中使用しませんので、混ざらないように別にしてお
いてください。

＊ストックを配置する置き方については、６ページ「ストックの配置例」を参考にしてく
ださい。
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「どミリオン！」

そこでこっちを見ている君！ そう君だよ、君！ まあ、こっちへ来なさい。 ほう、何と
いい面構えだ。ティンとｋ

社長は相変わらずこんなん↑ですが、このご時世、765プロにも経営の効率化が求められ
ています。同期のプロデューサーより効果的にステージを演出し、より多くのファンを獲
得することで会社と所属アイドルの信頼を勝ち取り、不況の荒波を乗り越えましょう。

・プレイ人数 ：２人～４人
・プレイ時間 ：１ゲーム＝２０分～４０分
・対象年齢 ：CEROレーティングで言ったら「Ｃ」相当
・ゲームの目的：
「どミリオン！」は、デッキ（自分の持っている全てのカード）を強化してゆくゲームで
す。デッキの内容があなたのプロデュースするアイドル・プロジェクトとなります。
ゲーム終了時までに、最もファンを多く獲得したプレイヤーの勝利です。

内容物
＜スターターパック＞ ２９４枚
イメージカード
「ノーマルレッスン」６１枚
「グッドレッスン」４１枚
「パーフェクトレッスン」３１枚

ファンカード
「ファン１万人」２５枚
「ファン３万人」１３枚
「ファン６万人」１３枚

ステージカード１０種 各１１枚
「太陽のジェラシー」天海春香
「蒼い鳥」如月千早
「First Stage」萩原雪歩
「GO MY WAY!!」高槻やよい
「魔法をかけて！」秋月律子
「まっすぐ」三浦あずさ
「私はアイドル」水瀬伊織
「エージェント夜を往く」菊地真
「ポジティブ！」双海亜美・双海真美
「relations」星井美希

＜ブースターパック1st＞ １５２枚
ファンカード
「愚民１万人」３１枚

ステージカード１１種 各１１枚
「I Want」天海春香
「目が逢う瞬間」如月千早
「Cosmos,Kosmos」萩原雪歩
「キラメキラリ」高槻やよい
「いっぱい、いっぱい」秋月律子
「隣に…」三浦あずさ
「フタリの記憶」水瀬伊織
「迷走Mind」菊地真
「スタ→トスタ→」双海亜美・双海真美
「エージェント夜を往く」双海亜美
「inferno」如月千早・萩原雪歩

＜ブースターパック2nd＞ ９９枚
ステージカード９種 各１１枚
「オーバーマスター」星井美希
「オーバーマスター」我那覇響
「オーバーマスター」四条貴音
「9:02pm」三浦あずさ
「Here We Go!!」水瀬伊織
「ふるふるフューチャー☆」星井美希
「空」音無小鳥
「ID:[OL]」音無小鳥・高木順一朗
「団結」765プロALLSTARS

＜ブースターパック3rd＞ １９８枚
ステージカード１８種 各１１枚
「乙女よ大志を抱け！！」 天海春香
「ゲンキトリッパー」 高槻やよい
「livE」 秋月律子
「黎明スターライン」 双海亜美・双海真美
「arcadia」 如月千早
「Next Life」 我那覇響
「ALRIGHT*」 萩原雪歩
「フラワーガール」 四条貴音
「Mythmaker」 三浦あずさ
「自転車」 菊地真
「ショッキングな彼」 星井美希
「リゾラ」 水瀬伊織
「東京は夜の七時 ～the night

is still young～」 秋月律子
「EXCAVATE」 萩原雪歩
「おはよう朝ごはん」 高槻やよい
「仮面舞踏会」 菊地真
「KisS」四条貴音
「ETERNAL WIND～ほほえみは

光る風の中～」我那覇響１



各プレイヤーのターン（手番）は以下の３つのフェイズを、先手プレイヤーから時計回り
に順番に実行して行きます。

１）ステージフェイズ－手札からステージカードを１枚使用できる（しなくても良い）
２）獲得フェイズ－ストックからカードを１枚獲得できる（しなくても良い）
３）クリーンアップフェイズ－残りの手札と使用したカードを全て捨て札にし、

新たに５枚ドローする

ゲームのプレイ

ステージフェイズ

手札にステージカードがあれば、１枚使用できます。
使用するステージカードはプレイエリアに表向きに置き、カードの使用を宣言して、カー
ドテキストを上から順番に解決して行きます。
１つのターン中に複数のステージカードを使用するときは、ステージカードを左から右へ
使用した順番に置いて行きます。

以下、ステージカードで使用されている言葉の説明です。

「＋Ｘ ステージ」「－Ｘ ステージ」
このステージフェイズに、追加で使用できるステージカードの枚数がＸ枚増える／減る
＊追加で使用できるステージカードの枚数は、ゼロ未満（マイナス）になっても良い。

「＋Ｘ ドロー」
山札の上からＸ枚のカードを引いて手札に加える

「＋ ○ 」「－ ○ 」（Liveイメージ）
このターンの獲得フェイズに使用できるイメージ（Liveイメージ）がＸ増える／減る
＊Liveイメージは、ゼロ未満（マイナス）になっても良い。
その場合、獲得フェイズでストックからカードを取る前に手札のイメージカードからマイ
ナス分のLiveイメージを先に支払う。

「＋Ｘ 獲得権」「－Ｘ 獲得権」
このターンの獲得フェイズで獲得できるカードの枚数がＸ枚増える／減る
＊獲得できるカードの枚数は、ゼロ以下になっても良い。その場合、あなたはこのターン
の獲得フェイズでカードを獲得できない。

「捨て札にする」
自分のプレイエリアの捨て札置き場へ表向きにカードを置く

「リムーブする」
リムーブ置き場へカードを置く

「カードを取る」
指示されたカードをストックから取り、自分のプレイエリアの捨て札置き場へ置く

「公開する」
カードをプレイヤー全員に見せる
（公開した後行く場所の指示が無い場合、見せたカードは元の場所に戻す）

「脇に置く」
指示された場所に行くまで、カードを脇に置いておく
（捨て札や使用したステージカードとは別にしておく）

「渡す」
指示された相手に、他のプレイヤーに見えないよう裏向きにしてカードを渡す。
（渡した後行く場所の指示が無い場合、渡されたカードは手札に加える）
＊注）ひとつのカードの効果によって、複数のプレイヤーが「渡す」場合は、全員が同時
に渡すこと。

獲得フェイズ

ストックにあるカードを１枚、そのコストを支払って取ることができます。
コストは手札にあるイメージカードの価値と、このターンに使ったステージカードで得た
Liveイメージを組み合わせて支払います。
使用したイメージカードはこのターン使用したプレイエリアにあるカードに続けて、左か
ら右へ使用した順番に置いて行きます。
取ったカードは自分のプレイエリアの捨て札置き場へ置きます。

「＋Ｘ 獲得権」の効果を持つステージカードを使用したターンは、このとき取ることの
できるカードの枚数がＸ枚増えます。取るカードに対してそれぞれ別にコストを支払って
下さい。

クリーンアップフェイズ

自分のプレイエリアにある使用したカードと残りの手札を全て捨て札置き場に置き、新た
に５枚ドローします。

この時、山札の枚数が足りない場合は、あるだけカードを引いてから捨て札をシャッフル
して山札に戻し、足りなかった分を改めてドローします。
（山札がぴったり０枚の時はまだシャッフルしません）
（クリーンアップフェイズに関わらず、カードの効果で山札の枚数が足りなくなった場合
は、そのつど同様にシャッフルをします）

クリーンアップフェイズが終わると、左隣のプレイヤーのターンになります。

１）ストックの「ファン６万人」のカードが品切れになる
２）ストックのいずれか３種類のカードが品切れになる
３）他のプレイヤーのカードの効果によってデッキの枚数（捨て札・手札・山札含む）が
５枚以下になったプレイヤーがいる

上記いずれかの条件を満たしたターンが終わった時点で、ゲーム終了となります。

ゲームの終了条件

ゲーム終了時に、自分のデッキ（山札・捨て札全て含む）の中にあるファンカードの点数
の合計が最大のプレイヤーの勝利となります。
なお、「愚民カード」はマイナス１点として換算します。
ファンカードの点数の合計が最大のプレイヤーが同点で複数人居る場合は、勝利を分かち
あってください。

勝利条件
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カードの種類と見方

ステージカード

ファンカード

イメージカード

ストックの配置例
以下は一例です。プレイヤー全員が取りやすければどう置いても構いません。

５ ６



●「カードの種類」について
・「ステージ/攻撃」のカードは、「ステージカードでもあり、攻撃カードでもある」という扱いです。
・「ステージ/防御」のカードは、「ステージカードでもあり、防御カードでもある」という扱いです。
・「ステージ/攻撃/防御」のカードは、「ステージカードでもあり、攻撃カードでもあり、防御カー
ドでもある」という扱いです。
・「ステージ/ファン」のカードは、「ステージカードでもあり、ファンカードでもある」という扱い
です。
・「愚民１万人」のカードは、「ファンカードでもあり、愚民カードでもある」という扱いです。

●カードの効果の解決順について
・カードの効果は上から順番に解決します。
・プレイヤー全員に対する効果があるものはステージカードを使用したプレイヤーから時計回りに順
番に解決します。
・他プレイヤー全員に対する効果があるものは、ステージカードを使用したプレイヤーの左隣の人か
ら時計回りに順番に解決します。
・既にプレイエリアに表向きに出ているカードの効果が誘発される場合は、まず使用したステージ
カードの効果の解決が全て終わってから、プレイエリアの右から左に向かって順番にカードの効果を
解決していきます。
・「ステージフェイズの終了後」に誘発されるカードの効果なども、プレイエリアの右から左に向
かって順番に解決します。

●「カードテキスト」の可能表現について
・「引くことができる」「使用できる」など、可能表現がなされているもの以外（「捨て札にする」
「公開する」など）のカードテキスト指示は全て「しなければならない（must）」効果になります。

●「カードテキスト」の不可能な効果について
・実行できない効果（愚民カードが品切れの時に「愚民カードを１枚取る」効果や、手札が０枚の時
に「手札を１枚リムーブする」効果）を受けた場合、その効果に関して無視し、その他の効果につい
ては適用します。
・特別な記載が無い限り、可能か不可能かは１枚ずつ判定します。ノーマルレッスンが残り２枚の時
に「ノーマルレッスンを３枚取る」効果を受けた場合、まず２枚取り、あと１枚取る効果に関して無
視します。

●「カードテキスト」の文字色について
・ステージカードの文字の色は、「白」が普通のステージカードとしての効果、「赤」が攻撃カード
としての効果、「青」が防御カードとしての効果です。

ルール補記
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簡易Ｑ＆Ａ
Ｑ１．No.005「魔法をかけて！」を使用した後にNo.009「ポジティブ」を使用した場合はどうなりま
すか？
Ａ：他プレイヤー全員はまず「ポジティブ！」の攻撃効果を受けてから、「魔法をかけて！」による
効果でカードをドローすることが出来ます。

Ｑ２．No.002「蒼い鳥」の効果で「ファン６万人」カードをリムーブした場合、No.030「団結」を取
ることはできますか。
Ａ：はい。「団結」はステージカードでもあり「ファンカードでもある」ため、「蒼い鳥」などの効
果の対象になります。

Ｑ３．No.022「オーバーマスター(星井美希)」で「９コスト」を宣言して、No.030「団結」をリムー
ブさせることが出来ますか？
Ａ：はい。「団結」はファンカードでもあり「ステージカードでもある」ので、山札の１番上から公
開された場合はリムーブされます。

Ｑ４．「愚民１万人」カードをNo.002「蒼い鳥」の効果でリムーブすることはできますか？
Ａ：はい。「愚民１万人」カードは愚民カードでもあり「ファンカードでもある」ため、「蒼い鳥」
などの効果の対象になります。

８

Ｑ５．No.021「inferno」によって愚民カードを取らされる効果は、No.002「First Stage」などで防
ぐことができますか？
Ａ：いいえ。「inferno」は攻撃カードではありませんので、「First Stage」などで防ぐことはでき
ません。

Ｑ６．No.020「エージェント夜を往く（双海亜美）」の効果で、カードが品切れになっている所に愚
民カードを置くことはできますか？
Ａ：いいえ。品切れになっている所にはストックが無いとみなしますので、愚民カードを置くことは
できません。

Ｑ７．No.017「フタリの記憶」で１枚だけカードをリムーブした場合は、１コスト以下のカードを取
らなければいけませんか？
Ａ：はい。「できる」表現がされていないカードテキストは、全て「しなければならない」効果とな
ります。

Ｑ８．No.005「魔法をかけて！」で他のプレイヤーがカードをドローできる効果は、このカード自身
の「＋２ ステージ」の効果が終わって、別のカードの「＋Ｘ ステージ」の効果でさらにステージ
カードを出す時には無効になるのでしょうか？
Ａ：いいえ。「魔法をかけて！」が自分のプレイエリアにオープンされている限り、そのステージ
フェイズ中は他のプレイヤーがカードをドローできる効果は持続します（それぞれの効果は独立して
おり、順番に解決していきます）。

Ｑ９．他のプレイヤーの攻撃カードの効果をNo.003「First Stage」を公開して防御した時に、手札に
No.008「エージェント夜を往く（菊地真）」がある場合は「手札(First Stage)を公開」したので、
「エージェント夜を往く」は捨て札にしなければならないと思うのですが？
Ａ：いいえ。公開した手札の中に「エージェント夜を往く」自身が無ければ捨て札にはなりません
（ごめんなさい。これはテキストの精度の低さの問題です・・・）。

Ｑ10．No.021「スタ→トスタ→」で防御カードの使用を宣言するタイミングは取るカードを指定され
る前ですか？後ですか？
Ａ：前です。厳密には、防御カードの使用タイミングに「他のプレイヤーが攻撃カードを使用したと
き、」とあるため、使用したタイミングで防御カードの宣言を行い、「その攻撃カードの影響を受け
ない。」という効果を得たプレイヤー以外に「スタ→トスタ→」の赤字効果が発動することになりま
す。

Ｑ11．No.033「乙女よ大志を抱け！！」のような「－Ｘ ステージ」の効果を持つカードは、他のカー
ドで使用できるステージカードの枚数を増やしてからでないと使えませんか？
Ａ：いいえ。使用できるステージカードの枚数は、ゼロ未満（マイナス）になっても構いません。次
のターンにも特に影響はありません。

Ｑ12．獲得できるカードの枚数が０枚になっても、No.034「ゲンキトリッパー」のような「－Ｘ 獲得
権」の効果を持つカードを使うことはできますか？
Ａ：はい。獲得できるカードの枚数はゼロ未満（マイナス）になっても構いません。なお、獲得でき
るカードの枚数がゼロ以下の状態でステージフェイズを終了すると、いくらイメージカードを持って
いてもそのターンの獲得フェイズにはカードを取ることができなくなります。

Ｑ13．No.043「ショッキングな彼」のような「－ Liveイメージ」の効果を持つカードを使用してLive
イメージがマイナスになった場合は、手札のイメージカードにも影響が出ますか？
Ａ：はい。獲得フェイズでストックからカードを取る前に、手札のイメージカードからマイナス分の
Liveイメージを支払って下さい。なお、支払い切れずマイナスが残った場合でも「コスト０」のカー
ドは取ることができます。

Ｑ14．No.035「livE」はゲーム終了時マイナス得点になりますが、「愚民カード」として扱います
か？
Ａ：いいえ。「ステージカード」及び「ファンカード」として扱います。

Ｑ15．「ノーマルレッスン」が品切れの時は、No.036「黎明スターライン」の効果の影響を受けても
イメージカードをリムーブする必要は無いですか？
Ａ：いいえ。「イメージカードをリムーブ」することは可能なのでリムーブし、「ノーマルレッスン
を取る」ことは不可能なので無視します。なお、ノーマルレッスンが残り２枚の時に「パーフェクト
レッスン（価値＝３）」をリムーブした場合は取れるだけの枚数（この場合２枚）を取り、あと１枚
分取る効果を無視します。



Ｑ16．No.038「Next Life」の攻撃効果で、他のプレイヤーに防御されたりしてイメージカードが１枚
も公開されなかった場合は、その後１枚もドローできないのですか？
Ａ：はい。他のプレイヤーが公開した手札の中にイメージカードが無かった場合や誰も手札を公開し
なかった場合は、ドローする効果の前提が成り立たず、効果そのものがなくなります。

Ｑ17．No.039「ALRIGHT*」の「～プレイエリアの一番右端に移動する。」という効果にはどういう意
味があるのですか？
Ａ：「ステージフェイズの終了後」という同じタイミングに効果を持つカードが複数ありますが、こ
れらはプレイエリアの右から左に向かって順番に解決します。このため、「ALRIGHT*」のカードを
デッキの下へ戻す効果は、ステージカードの使用順に関わらず他のカードよりも先に発生します。

Ｑ18．No.041「Mythmaker」を１ターンに２枚使った場合は、クリーンアップフェイズに１０枚を追加
でドローし、手札が１５枚になった状態から選んで１０枚捨てることになりますか？
Ａ：いいえ。それぞれのカードの効果は個別に処理します。まず５枚追加でドローし、手札が１０枚
になった状態から選んで５枚捨て、新たに５枚追加でドローして５枚捨てます。

Ｑ19．No.044「リゾラ」の効果でコスト０の「ノーマルレッスン」や「愚民１万人」をリムーブした
場合は、その後「ノーマルレッスン」は取らなくて良いですか？
Ａ：はい。コスト＝「０」と同じ枚数、すなわち「ノーマルレッスン」を「０枚取る」となり、実質
リムーブするだけの効果となります。

Ｑ20．「＋２ Liveイメージ」効果だけ欲しいのですが、No.044「リゾラ」を使用した後は必ず手札か
らリムーブもしないと駄目ですか？
Ａ：はい。可能表現ではないので「しなければならない（must）」効果になります。なお、「リゾ
ラ」を使用した時に手札が０枚だった場合は「手札から１枚リムーブ」することが不可能なので効果
を無視します。

Ｑ21．No.049「KisS」の「１枚か２枚」というのは、「ノーマルレッスン」カードを取る人自身が選
んで良いのでしょうか。また、取る枚数は申告する必要がありますか？
Ａ：はい。「KisS」の攻撃効果を受けたプレイヤーは、「KisS」を使用したプレイヤーの左隣から時
計回りに「１枚」か「２枚」を申告し、順番にノーマルレッスンを取って行きます。

Ｑ22．ノーマルレッスンのストックが品切れの時にNo.049「KisS」を使用するとどうなりますか？
Ａ：誰もノーマルレッスンを取る事ができませんので、攻撃効果は一様に無視されます。その結果、
「Ｘ＝０」となり、実質「＋１獲得権」の効果だけが残ります。

Ｑ23．No.047「おはよう朝ごはん」の効果は、No.010「relations」やNo.039「ALRIGHT*」等の自分や
他のプレイヤーの手札、プレイエリアにあるステージカードのコストを参照するものにも影響します
か？
Ａ：はい。全てのステージカードのコストを１お安くします。また、効果は重複します。

Ｑ24．No.050「ETERNAL WIND」の効果で、例えば３枚全てNo.035「livE」を引いた場合は「＋２ス
テージ」も「＋５ Liveイメージ」も両方得られますか？
Ａ：はい。「livE」はステージカードでもイメージカードでもありますので、両方の効果を得られま
す。

Ｑ25．ドローできるカードが残り２枚以下になってしまった時にNo.050「ETERNAL WIND」を使用する
とどうなりますか？
Ａ：追加効果の発動条件は「この効果で引いたカード全てが」になりますので、残りが２枚ともス
テージカードか２枚ともファンカードだった場合は追加効果を得られます。また、残り１枚の場合も、
その１枚がステージカードかファンカードだった場合、追加効果を得られます。

Ｑ26．No.048「仮面舞踏会」の効果を受けた時に、手札が０枚だった場合はどうなりますか。
Ａ：「仮面舞踏会」などの、カードを「渡す」効果は、右隣の人からカードを受け取る前に全員が同
時に解決します。このため、手札が０枚のプレイヤーは、左隣のプレイヤーにカードを渡すことが出
来ません。
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●ステージカードのストックの種類の決め方：お勧め１：完全ランダム10種
お持ちのステージカード全種を一枚ずつセットにして、シャッフルして上から10枚取ります。
（これをこのまま「品切れカード」として使うと良いと思います）

●ステージカードのストックの種類の決め方：お勧め２：ブースタードラフト風
お持ちのステージカード全種を一枚ずつセットにして、参加人数で分けます。余った分は中央に置いておきます。
それぞれのプレイヤーが今回使いたいカードを１枚取ったあと、残ったカードを左隣の人に渡します。
２人プレイの場合はこれを５回繰り返して10枚を決めます。
３人プレイの場合はこれを３回繰り返し、選ばれなかったカードと余った分をシャッフルして上から１枚取って10枚を
決めます。
４人プレイの場合はこれを３回繰り返し、その12枚をシャッフルして上から2枚を除外して10枚を決めます。

●ステージカードのストックの種類の決め方：お勧めセット

「XBOX360」（＊基本セット。）
001 「太陽のジェラシー」天海春香
002 「蒼い鳥」如月千早
003 「First Stage」萩原雪歩
004 「GO MY WAY!!」高槻やよい
005 「魔法をかけて！」秋月律子
006 「まっすぐ」三浦あずさ
007 「私はアイドル」水瀬伊織
008 「エージェント夜を往く」菊地真
009 「ポジティブ！」双海亜美・真美
010 「relations」星井美希
概要：
スターターパックそのままのセットです。XBOX360版の登場キャラが、それぞれの持ち歌（XBOXからの曲もあります）
のステージをスタンバイしています。
戦略（参考）：
比較的取り易い４コストに強烈な攻撃カードが並んでいる上に、安いコストの防御カードも揃っているというセットで
す。
どの時点で亜美真美が世に解き放たれるか、「リッチャンハカワイイデスヨー！」と目をグルグルさせて絶叫する人が
いるかどうか、自分が同じ事をしていても他のプレイヤーの動向次第で戦局は大きく変わります。

「PSP」 （＊圧縮セット。別名「zipでくれ」）
011 「I Want」天海春香
012 「目が逢う瞬間」如月千早
013 「Cosmos,Kosmos」萩原雪歩
014 「キラメキラリ」高槻やよい
015 「いっぱい、いっぱい」秋月律子
016 「隣に…」三浦あずさ
017 「フタリの記憶」水瀬伊織
018 「迷走Mind」菊地真
019 「スタ→トスタ→」双海亜美・真美
020 「エージェント夜を往く」双海亜美
概要：
ブースターパック1stで構成されるセットです。PSP版の新曲がズラリ並ぶ中、とかちが弾幕に追いかけられています。
戦略（参考）：
高コストに二大ぶっ壊れブースターが燦然と輝き、その足がかりとなるカードもしっかり用意されているステージ中心
のインフレカードセットです。
「６万人」に向かって全員で爆走しながらも、伊織の圧縮エンジンをセットアップするか、余ったステージに亜美真美
を乗せて横からタニシや愚民を投げつけてみるか、無視して走り去るかなどは趣向の分かれるところです。

「961vs765」 （＊ブーストセット。別名「輝け貴音さん」）
003 「First Stage」萩原雪歩
014 「キラメキラリ」高槻やよい
018 「迷走Mind」菊地真
022 「オーバーマスター」星井美希
023 「オーバーマスター」我那覇響
024 「オーバーマスター」四条貴音
025 「9:02pm」三浦あずさ
026 「Here We Go!!」水瀬伊織
027 「ふるふるフューチャー☆」星井美希
029 「ID:[OL]」音無小鳥・高木順一朗

おまけ



概要：
ブースターパック2ndを中心に構成したセットです。961プロが差し向けるオーバーマスターに対して765側も高木社長
が出陣、もう面倒なので同じステージに上がってもらいましょう。
戦略（参考）：
４コストの選択肢は広いものの、６コストのカードが２枚も含まれているバランスの偏ったカードセットです。
イメージを積み上げて行く中で、ファンを獲得した後、中盤以降のデッキ効率をいかに改善するかが肝になります。ま
た、迷走まこを起爆剤として様々なコンボを狙うこともできます。

「なぐりあい空」 （＊過干渉セット。別名「泥だ沼だ」）
001 「太陽のジェラシー」天海春香
004 「GO MY WAY!!」高槻やよい
005 「魔法をかけて！」秋月律子
009 「ポジティブ！」双海亜美・真美
012 「目が逢う瞬間」如月千早
014 「Cosmos,Kosmos」萩原雪歩
015 「いっぱい、いっぱい」秋月律子
021 「inferno」如月千早・萩原雪歩
028 「空」音無小鳥
030 「団結」765プロALLSTARS
概要：
「空」「団結」「inferno」と、ゲーム外で発表され人気を博した曲を軸にセットを組んでみました。
戦略（参考）：
＋イメージになるステージカードが無いため亜美真美が脅威となりますが、そのアンチとして高コストの防御カードが
揃ったカードセットです。
「目が逢う瞬間」が鉄板にも見えますが、「inferno」のとばっちりを受ける恐れがあり、そして「inferno」はメイン
の防御として使うには重過ぎ・・・「いーかお前ら亜美真美取るなよ絶対だぞ」。

「ずっと嫁のターン」（＊デッキコンボセット。）
034 「ゲンキトリッパー」 高槻やよい
040 「フラワーガール」 四条貴音
044 「リゾラ」 水瀬伊織
045 「東京は夜の七時 ～the night is still young～」 秋月律子
046 「EXCAVATE」 萩原雪歩
049 「KisS」四条貴音
004 「GO MY WAY!!」高槻やよい
007 「私はアイドル」水瀬伊織
010 「relations」星井美希
022 「オーバーマスター」星井美希
概要：
C77新カード「ブースターパック3rd」を使用して、コンボによってデッキをゴリゴリとめくって行く楽しさを追求する
セットを組んでみました。
若干浮き気味だった親友のために満を持して登場した（しちゃった）「ゲンキトリッパー」と、お前、ドロー！ノーマ
ルレッスンカード！って言いたいだけ違うんか、という「フラワーガール」を二本柱に、それらを妨害工作できるカー
ドも含まれています。

「Wheel of Fortune」（＊カード回転セット。） new !
035 「livE」 秋月律子
037 「arcadia」 如月千早
039 「ALRIGHT*」 萩原雪歩
042 「自転車」 菊地真
043 「ショッキングな彼」 星井美希
047 「おはよう朝ごはん」 高槻やよい
048 「仮面舞踏会」 菊地真
013 「Cosmos,Kosmos」萩原雪歩
017 「フタリの記憶」水瀬伊織
021 「inferno」如月千早・萩原雪歩
概要：
C77新カード「ブースターパック3rd」を使用して、デッキの中のカードを計画的に運営していく楽しさを追求するセッ
トを組んでみました。
本来使い切りのハズのカードが「ALRIGHT*」で回転することによってちょっとアリエナイ強さになり、本家から露骨に
「どミリオン！」っぽいアレンジをされた「仮面舞踏会」が世界をも回転させますグルグルと。
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「ステージメイカー」（＊プランニングセット。） new !
033 「乙女よ大志を抱け！！」 天海春香
038 「Next Life」 我那覇響
042 「Mythmaker」 三浦あずさ
050 「ETERNAL WIND～ほほえみは光る風の中～」我那覇響
003 「First Stage」萩原雪歩
006 「まっすぐ」三浦あずさ
014 「キラメキラリ」高槻やよい
015 「いっぱい、いっぱい」秋月律子
018 「迷走Mind」菊地真
024 「オーバーマスター」四条貴音
概要：
C77新カード「ブースターパック3rd」を使用して、如何に確定状況を作っていくかという楽しさを追求するセットを組
んでみました。
本来、デッキ圧縮には時間を要する「いっぱい」や、使いづらいドローカード「オバマ貴音」、「乙女よ大志を抱
け！！」等も、「Mythmaker」でカードと取捨選択することにより理想的な動きをさせることができます。

「ファンデッキ」（＊ファンカードセット。） new !
035 「livE」 秋月律子
036 「黎明スターライン」 双海亜美・真美
038 「Next Life」 我那覇響
045 「東京は夜の七時 ～the night is still young～」 秋月律子
046 「EXCAVATE」 萩原雪歩
002 「蒼い鳥」如月千早
008 「エージェント夜を往く」菊地真
011 「I Want」天海春香
020 「エージェント夜を往く」双海亜美
030 「団結」765プロALLSTARS
概要：
C77新カード「ブースターパック3rd」を使用して、No.050までの全てのファンカードが一同に会するセットを組んでみ
ました。
「青い鳥」による「livE」～「七時」or「３万人」～「団結」or「６万人」の勝ち筋が光り輝いて見えますが、それ以
外にもステロイドへの悪夢「黎明スターライン」や絶対防御の「EXCAVATE」などが同居して、混沌とした場になってい
ます。
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「さあくる湯沢温泉」
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詫びるマンのコーナー

お求め頂きましてありがとうございます、YUZ＠さあくる湯沢温泉でございます。
このたび、アイマスファンの皆様には特にお詫びをしなければいけないことがありまして、
この場を借りてひと土下座させて頂きます。

014 「Cosmos,Kosmos」萩原雪歩
047 「おはよう朝ごはん」 高槻やよい
この二枚のカードですが、曲名に誤りがありました。正しくは
「Kosmos,Cosmos」と「おはよう！！朝ご飯」
になります。本当に申し訳ございません・・・！！ m( _ _ )m

お詫びのシルシに、詫びるウイングで空を飛びます。
詫びるチョップはパンチ力です。
詫びるカッターは岩砕きます。


