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*NC001 島村卯月
（常時）このアイドルには特にこれといった能力が無い
＊このテキスト自体にゲーム的な意味はありません。フレーバーテキスト

（雰囲気づけの文章）として扱ってください。

ZRC001 島村卯月
（常時）キュートとキュートＳレアのデビューコスト－１
＊このカードをフロントに出しているＰは、「１－Ａ．デビュー」を行う

時、属性が「キュート」のノーマルアイドル及びＳレアアイドルを

デビューさせるために支払う「デビューコスト」が１枚安くなります。

＊この効果はフロントコスト制限には影響しません。コストが４のカード

は「デビューコスト」を３枚支払えばデビューできるようになりますが、

フロントコスト制限を確認する時はコスト４のままとして扱います。

*NC002 双葉杏
（常時）このアイドルにはレッスン出来ない
（常時）１ターンに２枚までデビューできる
＊このカードがフロントに出ている時、「ノーマル 双葉杏」をデビュー

させ、「レッスン」させることはできません。

＊「Ｓレア 双葉杏」にはレッスンできない能力はありませんので、

「Ｓレア 双葉杏」がフロントに出ている時、「ノーマル 双葉杏」を

デビューさせ、「Ｓレア 双葉杏」をレッスンさせることはできます。

＊このカードをフロントに出しているＰは、自分のターン中、

「１－Ａ．デビュー」を行ったあと、手札に余裕があれば、もう１枚

「デビュー」を行う事ができます。

＊「１－Ａ．デビュー」以外の行動は、１度しかできません。

（×「デビュー」を行った後、「トレーナー」を置くことはできません。

×「トレード」を行った後、「デビュー」させることはできません。）

＊「レッスン」と「Ｓレアデビュー」は「１－Ａ．デビュー」に

含まれる行動ですので、この能力の範囲に含まれます。

（○「デビュー」を行った後、そのアイドルを「Ｓレアデビュー」

させることもできます。）

＊「常時」の能力は、フロントに出した時点から発揮されますので、

このカードを「デビュー」させたターンに、もう１枚「デビュー」を

行う事ができます。

（○このカードを「デビュー」させた後、「Ｓレア　双葉杏」を

「デビュー」させることもできます。）

＊フロントコスト制限でフロントから外れたカードは、「１．代表の

ターン！／俺のターン！」の行動が終わった後に手札に戻るため、この

ターンのうちに再度「デビュー」させたり、コストを支払うために

捨て札にしたりする事はできません。

ZRC002 双葉杏
（デビュー時）フロントの他のアイドル１人につき
Ｓレア固定ファン数＋３
＊このカードをデビューさせ、フロントコスト制限を確認して、

必要であればフロントからアイドルを外したあと、フロントに居る

「Ｓレア 双葉杏」以外のアイドル１人につき、このカードのＳレア固定

ファン数を３ずつ増やします。「Ｓレア 双葉杏」以外に１人アイドルが

居る場合は＋３、２人アイドルが居る場合は＋６、３人アイドルが居る

場合は＋９、４人アイドルが居る場合は＋１２になります。（右上に続く）

＊「他のアイドル」には、このカードの下にある「ノーマル 双葉杏」の

 カードや、他のアイドルの下に重なっているノーマルアイドルカード、

 及び裏向きのカード（トレーナー）はカウントしません。

＊この効果は、Ｓレアデビュー属性ボーナスと重複します。

例えば、フロントに「Ｓレア 双葉杏」以外に３人のノーマルアイドルが

いて、そのうち２人が「キュート」属性だった場合は、「９＋２」で＋１１

となります。

＊デビュー時の効果で増加した分の「Ｓレア固定ファン数」は、後の

ターンでフロントコスト制限などによってフロントから外れた時に減少する

ファンの数に含まれません。Ｓレアデビュー属性ボーナスも減少する

ファンには含みませんので、「Ｓレア 双葉杏」がフロントから外れた時に

減少するファン数は「０」です。

*NC003 三村かな子
（デビュー時）他Ｐは全員、自分のガチャ山から１枚、
あなたのガチャ山にカードを移す
＊このカードをフロントに出したＰが居た時、他Ｐは「ノーマル 前川みく」

・「Ｓレア 前川みく」の能力を使用し、この効果を無視する事が出来ます。

＊他Ｐは、このカードをフロントに出したＰの左隣から時計回りの順に、

自分のガチャ山の一番上のカードを裏向きのまま、このカードをフロントに

出したＰのガチャ山の一番上に１枚ずつ移動させます。

＊ガチャ山が０枚のＰには、この効果は意味がありません。

＊「レッスン」させた時も、この効果は発揮されます。

＊この効果は必ず実行する（must の）効果です。効果が無視された場合を

除いて、このカードをフロントに出したＰの意図で敢えてこの効果を

使用しない、という事はできません。かな子がお腹を空かせてます。

ZRC003 三村かな子
（デビュー時）自分のガチャ山の枚数５枚につきＳレア固定ファン数＋１
＊このカードのデビューコストを支払うため、手札からカードを捨て札に

したあと（通常は８枚です。もちろん、自分のガチャ山に捨てて良い

です。）、自分のガチャ山の枚数を、カードの順番を変えてしまわない

ように数えます。その枚数を５で割って切り捨てた数字分、このカードの

Ｓレア固定ファン数を増やします。ガチャ山の枚数が８枚の時は＋１、

２０枚の時は＋４になります。

＊デビューコストを余分に支払う事はできません。

＊この効果は、Ｓレアデビュー属性ボーナスと重複します。

＊デビュー時の効果で増加した分の「Ｓレア固定ファン数」は、後の

ターンでフロントコスト制限などによってフロントから外れた時に減少

するファンの数に含まれません。Ｓレアデビュー属性ボーナスも減少する

ファンには含みませんので、「Ｓレア 三村かな子」がフロントから外れた

時に減少するファン数は「２６」です。

*NC004 道明寺歌鈴
（デビュー時）あなたは自分のガチャ山に手札を全て捨て、
シャッフルして捨てた枚数分ドローする
＊まず、このカードのデビューコストを支払います（他のカードの

影響がなければ、手札から３枚、いずれかのガチャ山に捨て札します）。

そしてこのカードをデビューさせた後に、残っている手札の枚数を

数えます。この手札を全て自分のガチャ山に、裏向きに置きます。

その後、自分のガチャ山をシャッフルして、先ほど数えた枚数分、

自分のガチャ山からカードをドローします。（右上に続く）

＊このカードをデビューさせた後に、１枚も手札が残らなかった場合

は、この効果は意味がありません。手札を捨てずに、自分のガチャ山を

シャッフルするだけ、という事はできません。

＊「レッスン」させた時も、この効果は発揮されます。

ZRC004 道明寺歌鈴
（デビュー時）他Ｐは全員、自分のガチャ山に手札を全て捨て、
シャッフルして捨てた枚数分ドローする
＊このカードをフロントに出したＰが居た時、他Ｐは「ノーマル

 前川みく」・「Ｓレア 前川みく」の能力を使用し、この効果を無視する事が

出来ます。

＊他Ｐは、残っている手札の枚数を数えます。この手札を全て自分の

ガチャ山に、裏向きに置きます。その後、自分のガチャ山をシャッフルして、

先ほど数えた枚数分、自分のガチャ山からカードをドローします。

＊１枚も手札を持っていなかったＰには、この効果は意味がありません。

手札を捨てずに、自分のガチャ山をシャッフルするだけ、という事は

できません。＊この効果を処理したあと、「Ｓレア固定ファン数」のボーナスを

処理します。

*NC005 前川みく
（常時）このカードをフロントから手札に戻すことで、
赤字の攻撃効果を無視できる
＊このカードをフロントに出しているＰが使える防御の効果です。

＊この効果は、他Ｐが自分に対して赤字の攻撃効果を出した時に

使用する事ができます。赤字の攻撃効果を受けていないのに、この

カードをフロントから手札に戻すだけ、ということはできません。

＊「ノーマル 前川みく」がレッスンされていて、２枚以上重なっている

場合は、一番上の「ノーマル 前川みく」を１枚を手札に戻します。

（レッスン済みの「ノーマル 前川みく」を全て手札に戻す必要は

ありません。逆に、複数枚一度に手札に戻す事はできません）。

ZRC005 前川みく
（常時）手札を１枚捨てることで、赤字の攻撃効果を無視できる
＊このカードをフロントに出しているＰが使える防御の効果です。

＊この効果は、他Ｐが自分に対して赤字の攻撃効果を出した時に

使用する事ができます。赤字の攻撃効果を受けていないのに、手札を

１枚捨てるだけ、ということはできません。

＊１枚も手札を持っていない時は、この効果を使用する事ができません。

*NC006 楊菲菲
（トレード時）スタドリ＋４　　トレード完了時、このアイドルを
課金ガチャ山に加え、シャッフルする。
＊このカードを「トレード」に出したＰは、「３．代表ドロー！／

俺ドロー！」の時に「トレード相場」２に追加でスタドリ＋４本して、

合計でスタドリ６本を得ます。

＊「トレード」に出されたカードは原則、「７．トレード完了！」の時、トレ

ード山に移しますが、それと同じタイミングでこのカードを裏向きに課金

ガチャ山に加えます。その後、課金ガチャ山をシャッフルします。

ZRC006 楊菲菲
（常時）スタドリ－２することで、追加で１回トレードできる
＊このカードをフロントに出しているＰは、自分のターン中、

「１－Ａ．デビュー」「１－Ｂ．トレーナー」「１－Ｃ．トレード」

「１－Ｄ．休暇」のいずれかを行った後に、このターンの「３．代表

ドロー！／俺ドロー！」の時に得られるスタドリを－２することで、

] 追加で１回、「１－Ｃ．トレード」を行う事ができます。（右上に続く）

＊追加でトレードできる回数は１回だけです。

＊例えば、トレード相場「３」のカードをトレードに出した後、追加で

トレード相場「４」のカードをトレードに出した場合、持っているスタドリ

（フロントに居るアイドルが持つスタドリの本数＋トレーナーの枚数）が

３本だった場合は、「３－２＋３＋４」でスタドリ「８」本が得られます。

＊フロントコスト制限でフロントから外れたカードは、「１．代表のターン！

／俺のターン！」の行動が全て終わった後に手札に戻るため、

追加の「トレード」に出す事はできません。

*NK001 渋谷凛
（常時）一位でない時、ファン増加＋１
＊自分の「５．ファン増加！」の時点で、獲得ファンの数が自分よりも

多いＰが他に居る場合、ファン増加＋１します（ターンの初めに一位でも、

手番の関係で先に「ファン増加」したＰが居た結果、自分の「５．ファ

ン増加！」の時点では一位でないケースが結構あります。その場合も、

ファン増加＋１します）。

＊最も獲得ファン数の多いＰが複数居る場合は、その全員が一位であると

みなします（ゲーム開始直後は全Ｐが０点で「全Ｐが一位」となります）。

＊例えば、ゲーム開始１ターン目に代表Ｐが「５．ファン増加！」で

Ｐコマを進めた場合、他のＰはそのターンの自分の「５．ファン増加！」

の時点では「一位でない」状態になっています。

ZRK001 渋谷凛
（常時）クールとクールＳレアのデビューコスト－１
＊このカードをフロントに出しているＰは、「１－Ａ．デビュー」を行う

時、属性が「クール」のノーマルアイドル及びＳレアアイドルをデビュー

させるために支払う「デビューコスト」が１枚安くなります。

＊この効果はフロントコスト制限には影響しません。コストが４のカード

は「デビューコスト」を３枚支払えばデビューできるようになりますが、

フロントコスト制限を確認する時はコスト４のままとして扱います。

NK002 神崎蘭子
（常時）自分のガチャ山にしか捨て札できない
＊原則として捨て札する先を他Ｐのガチャ山を含めて自由に選べるシス

テムですが、このカードをフロントに出しているＰは、自分のガチャ山に

しか捨て札できなくなります。

＊デビューコストを支払う時、手札上限の調整をする時、他のカードの

能力で捨て札をする時、全てのケースでこの効果を適用します。

＊このカードがフロントに無い時、レッスンでなく初めてフロントに

出すためのデビューコストの捨て札は、未だこの効果が発揮される前です

ので、捨て札する先を自由に選ぶことができます。

ZRK002 神崎蘭子
（デビュー時）あなたより上位の他Ｐは全員、このターンのファン増加＝０
＊このカードをフロントに出したＰが居た時点で、獲得ファン数がこの

カードをフロントに出したＰよりも多いＰは「ノーマル 前川みく」・

「Ｓレア 前川みく」の能力を使用し、この効果を無視する事が出来ます。 

＊このカードをフロントに出したＰが居た時点で、獲得ファン数がこの

カードをフロントに出したＰよりも多いＰは、このターンの「５．ファン

増加！」の時にファンが増えません。

＊この効果は、他Ｐの「Ｓレア固定ファン数」によるファンの増加には

影響しません。

＊この効果を処理（どのＰがこのカードの効果に該当するか決定）した

あと、「Ｓレア固定ファン数」のボーナスを処理します。

２

「RO@D TO THE CINDERELLA」カードごとの細かい話 Ver.1.1
「細かい話」最新版は、「さあくる湯沢温泉」のWebページからご覧頂けますよう、お願い致します。

http://www4.airnet.ne.jp/yuz/rttc/　　→　「Webルール・Ｑ＆Ａ」　　→「カードごとの細かい話」
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*NK003 高垣楓
（常時）手札上限の調整をする時、捨てるカードをランダムで選ぶ
＊「４．手札上限！」の際、原則として手札上限を超える枚数の手札を

選んで捨てますが、このカードをフロントに出しているＰは、この時

ランダムで捨て札しなければならなくなります。

＊ランダムで選ぶ方法は公平であれば何でも構いません。推奨する方法は、

手のすいている他Ｐにババ抜きの要領で、カードの表面を見ないで捨て札

するカードを抜いてもらう方法です。

＊ランダムで選ばれたカードが何であったかは捨て札するＰ本人のみが

確認できます。また、「ノーマル 神崎蘭子」が同時にフロントに居ない限り、

どのガチャ山に捨てるかはカードごとに自由に選ぶことができます。

＊手札上限のチェックは「４．手札上限！」のタイミングだけです。

「運営からの贈り物」などで手札が増えた結果、一時的に手札上限を超えて

しまっても、手札を捨てることはありません。

ZRK003 高垣楓
（デビュー時）スタドリ５以上の他Ｐの人数１人につき
Ｓレア固定ファン数＋２
＊このカードをフロントに出した時点で、他Ｐがフロントに出している

トレーナー枚数とアイドルが持つ「スタドリ」の本数を数えます。

その合計が５以上だったＰの人数１人につき、このカードのＳレア

固定ファン数を２ずつ増やします。１人居た場合は＋２、２人居た場合は

＋４、３人居た場合は＋６、４人居た場合は＋８になります。

＊トレードによって一時的に増えるスタドリの本数は、このカウントには

含めません。  

＊この効果は、Ｓレアデビュー属性ボーナスと重複します。

＊デビュー時の効果で増加した分の「Ｓレア固定ファン数」は、後のター

ンでフロントコスト制限などによってフロントから外れた時に減少する

ファンの数に含まれません。Ｓレアデビュー属性ボーナスも減少する

ファンには含みませんので、「Ｓレア 高垣楓」がフロントから外れた時に

減少するファン数は「２５」です。

*NK004 佐城雪美
（常時）自分のガチャ山からドローする前に、シャッフルして良い
＊このカードをフロントに出しているＰは、自分のガチャ山から１枚以上

ドローする場合、ドローする直前に１回だけ、自分のガチャ山を

シャッフルできます。

＊他Ｐのガチャ山や課金ガチャからドローするときは、この効果は使用

できません。＊シャッフルせずに自分のガチャ山をドローしても

問題ありません。

ZRK004 佐城雪美
（デビュー時）他Ｐは全員、このターン手札上限－２（最低５）
＊このカードをフロントに出したＰが居た時、他Ｐは「ノーマル 前川みく」

・「Ｓレア 前川みく」の能力を使用し、この効果を無視する事が出来ます。

＊他Ｐは、このターンの「４．手札上限！」の時に、手札上限が２少ない

ものとして手札を調整します。ただし、この効果で手札上限は４以下には

なりません。

*NK005 川島瑞樹
（デビュー時）いずれかのガチャ山（課金ガチャ山含む）の中身を
確認して良い
＊このカードをフロントに出したＰは、自分のガチャ山か、他Ｐのガチャ山

か、課金ガチャ山の中から一つ選んで、１回だけ中身を見る事ができます。

山の並び順を変えることはできません。（右上に続く）

＊これは赤字の攻撃効果ではないため、選ばれたＰが「ノーマル 前川みく」・

「Ｓレア 前川みく」の能力を使用する事はできません。

＊この効果は実施しなくても問題ありません。  ＊「レッスン」させた時も、

この効果は発揮されます。

ZRK005 川島瑞樹
（常時）自分のターン中に課金ガチャ山の中身を確認して良い
＊このカードをフロントに出しているＰは、自分が「１．代表のターン！

／俺のターン！」又は「３．代表ドロー！／俺ドロー！」「４．手札上限！」

「５．ファン増加！」のいずれかの行動を行っている最中であれば、課金

ガチャ山の中身を見る事ができます。山の並び順を変えることはできません。

 ＊他Ｐのターン中など、上記に該当しない時はこの効果を使用する事は

できません（ダウンタイムを軽減するためです）。

*NK006 神谷奈緒
（常時）トレード山からカードを選んで手札に加える時、トレード相場＋２
＊このカードをフロントに出しているＰは、「３．代表ドロー！／俺ドロー

！」の時に「トレード山」からカードを選んで手札に加える場合、

選んだカードの「トレード相場」に＋２した本数のスタドリが必要になって

しまいます。

ZRK006 神谷奈緒
（常時）トレード山からカードを選んで手札に加える時、トレード相場－１
＊このカードをフロントに出しているＰは、「３．代表ドロー！／俺ドロー

！」の時に「トレード山」からカードを選んで手札に加える場合、選んだ

カードの「トレード相場」に－１した本数のスタドリでカードを手に入れる

事ができます。

*NP001 本田未央
（常時）最下位の時、手札上限＋１
＊自分の「４．手札上限！」の時点で、獲得ファンの数が自分よりも少ない

Ｐが他に居ない場合、手札上限＋１します（ターンの初めに最下位でなく

ても、手番の関係で先に「ファン増加」したＰが居た結果、自分の

「４．手札上限！」の時点では最下位になっているケースが結構あります。

その場合も、手札上限＋１します）。

＊最も獲得ファン数の少ないＰが複数居る場合は、その全員が最下位である

とみなします（ゲーム開始直後は全Ｐが０点なので「全Ｐが最下位」と

なります）。

ZRP001 本田未央
（常時）パッションとパッションＳレアのデビューコスト－１
＊このカードをフロントに出しているＰは、「１－Ａ．デビュー」を行う時、

属性が「パッション」のノーマルアイドル及びＳレアアイドルをデビュー

させるために支払う「デビューコスト」が１枚安くなります。

＊この効果はフロントコスト制限には影響しません。コストが４のカード

は「デビューコスト」を３枚支払えばデビューできるようになりますが、

フロントコスト制限を確認する時はコスト４のままとして扱います。

*NP002 諸星きらり
（常時）このアイドルは、レッスンするたび手札上限＋１
＊原則としてレッスンで強化されたアイドルは、重ねたカードの枚数分、

「獲得ファン数」が増えますが、「ノーマル 諸星きらり」はファン増加数だけ

でなく、手札上限も増えます（２枚重ねでファン増加数＝２・手札上限＝２、

３重ねでファン増加数＝３・手札上限＝３…）。

ZRP002 諸星きらり
（デビュー時）手札からデビューした場合、Ｓレア固定ファン数＋８
＊トレーナーを表返すのではなく、手札からコストを捨て札にした後、

さらに手札から「Ｓレア 諸星きらり」を出してデビューさせた場合、

このカードのＳレア固定ファン数を８増やして「４０」にします。

＊この効果は、Ｓレアデビュー属性ボーナスと重複します。

＊デビュー時の効果で増加した分の「Ｓレア固定ファン数」は、後のターンで

フロントコスト制限などによってフロントから外れた時に減少するファンの数に

含まれません。Ｓレアデビュー属性ボーナスも減少するファンには含みません

ので、「Ｓレア 諸星きらり」がフロントから外れた時に減少するファン数は

「３２」です。

*NP003 十時愛梨
（常時）手札を公開する
＊このカードをフロントに出しているＰの手札は、全Ｐに対しての公開情報と

なります。卓上にスペースがあれば、手札を表向きに並べておくと良いでしょう。

＊どのカードをどの順番でどこに捨て札したか、どのカードをどの順番でどこ

からドローしたか、まで公開する必要はありません（ペナルティが厳しすぎる

ためと、ダウンタイムを軽減するためです。公開しても問題はありません）。

その場合、一旦手札を手に戻し、捨て札やドローの処理が終わった結果を再度

公開するようにしてください。

＊捨て札やドローは一枚ごとではなく、同時に行われるものとし、その間に

他Ｐが手札を確認するタイミングは無いものとします。ただし、「３．ドロー！」

が終わった後、「４．手札上限！」で調整する前の手札は公開情報です。

ZRP003 十時愛梨
（常時）次の代表Ｐになる
＊このカードをフロントに出しているＰは、「８．代表継続！／代表交代！」

の時に現在のＰコマの順位に関わらず、必ず代表Ｐとなります。

*NP004 城ヶ崎莉嘉
（初デビュー時）課金ガチャ山から「城ヶ崎莉嘉」以外のカードを
選んで公開し、自分のガチャ山の一番下に加えて良い。
その後、課金ガチャ山をシャッフルする。
＊このカードをフロントに出したＰは、課金ガチャ山の中身を確認し、１枚

カードを選んで全Ｐに公開してから、自分のガチャ山の一番下に加える事が

できます。ただし、「Ｓレア 城ヶ崎莉嘉」をこの効果で選ぶ事はできません。

＊この効果は実施しなくても問題ありません。その場合、課金ガチャ山を

シャッフルするだけ、ということはできません。また、課金ガチャ山の中身を

確認した後で、自分のガチャ山の一番下にカードを加えず元に戻す、という

こともできません。

＊「レッスン」させた時は、この効果は発揮されません。

＊ただし、一度この効果を使用したゲーム中でも、フロントコストの制限など

で「ノーマル 城ヶ崎莉嘉」を一度フロントから外して、改めて

「ノーマル 城ヶ崎莉嘉」をデビューさせた場合は、この効果が発揮されます。

ZRP004 城ヶ崎莉嘉
（常時）いずれのガチャ山も、下からドローしてよい
＊このカードをフロントに出しているＰは、ドローするときに、自分の

ガチャ山でも、他Ｐのガチャ山でも、課金ガチャ山でも、下からドローする

事ができます。

＊通常通り上からドローしても問題ありません。ただし、ガチャ山ごとに、

上からドローするか、下からドローするかは固定しなければなりません。

（×上から２枚ドローして、下から３枚ドローする、という事はできません）

（○自分のガチャ山は上からドローして、この人のガチャ山からは下から

ドローする、ということはできます。）

＊「ノーマル 城ヶ崎美嘉」など、カードの効果によってドローする時も、

下からドローするか選択できます。

＊ただし「ノーマル 三村かな子」のように、ドローと記載されていない効果に

ついては、影響しません。

*NP005 城ヶ崎美嘉
（デビュー時）あなたより上位か同点の他Ｐを１人指定し、そのガチャ山
から１枚ドローして良い。
＊まず、このカードをフロントに出したＰは、現時点で獲得ファンの数が

自分以上の他Ｐを１人指定します。

＊このカードの効果で指定されたＰは「ノーマル 前川みく」・「Ｓレア 

前川みく」の能力を使用し、この効果を無視する事ができます。

＊このカードをフロントに出したＰは、指定したＰのガチャ山の一番上から

１枚、カードをドローして手札に加える事ができます。

＊「Ｓレア 城ヶ崎莉嘉」が居る場合は、ガチャ山の下からドローする事も

できます。

＊この効果は実施しなくても問題ありません。その場合、他Ｐを１人指定

するだけ、ということはできません。

＊「レッスン」させた時も、この効果は発揮されます。

ZRP005 城ヶ崎美嘉
（デビュー時）あなたより上位の他Ｐの人数１人につき
Ｓレア固定ファン数＋２
＊このカードをフロントに出した時点で、獲得ファン数がこのカードをフロ

ントに出したＰよりも多いＰの人数１人につき、このカードのＳレア固定

ファン数を２ずつ増やします。１人居た場合は＋２、２人居た場合は＋４、

３人居た場合は＋６、４人居た場合は＋８になります。

＊この効果は、Ｓレアデビュー属性ボーナスと重複します。

＊デビュー時の効果で増加した分の「Ｓレア固定ファン数」は、後のターン

でフロントコスト制限などによってフロントから外れた時に減少するファンの

数に含まれません。Ｓレアデビュー属性ボーナスも減少するファンには含み

ませんので、「Ｓレア 城ヶ崎美嘉」がフロントから外れた時に減少する

ファン数は「２２」です。

*NP006 ナターリア
（常時）自分のガチャ山の一番上のカードを公開する
＊このカードをフロントに出しているＰのガチャ山の一番上のカードは、

全Ｐに対しての公開情報となります。ガチャ山の一番上のカードを表返しに

しておくと良いでしょう。

＊一番上のカードが公開されているガチャ山に対して、どの順番でどのカー

ドが捨て札されたか、どの順番でカードがドローされたか、までは公開しま

せん（ペナルティが厳しすぎるためと、ダウンタイムを軽減するためです）。

一旦一番上のカードを裏向きに戻し、捨て札やドローの処理が終わった後、

一番上のカードを表返すようにしてください。なお、捨て札やドローは一枚

ごとではなく、同時に行われるものとし、その間にガチャ山の一番上の

カードを確認するタイミングは無いものとします。

ただし、「３．ドロー！」が終わった後、「４．手札上限！」で調整して

捨て札する前のガチャ山の一番上のカードは公開情報です。

ZRP006 ナターリア
（デビュー時）他Ｐは全員、手札を１枚選んであなたに渡す
＊このカードをフロントに出したＰが居た時、他Ｐは「ノーマル 前川みく」・

「Ｓレア 前川みく」の能力を使用し、この効果を無視する事が出来ます。

＊他Ｐは、手札から１枚選んで、このカードをフロントに出したＰに渡し、

その手札に加えます。

＊１枚も手札を持っていなかったＰには、この効果は意味がありません。

＊この効果を処理したあと、「Ｓレア固定ファン数」の

ボーナスを処理します。 ４


