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*NC024 一ノ瀬志希
（常時） あなたのターン開始時、ファン数が奇数の場合、 このアイドルを自分の
ガチャ山に移す。その後、自分のガチャ山をシャッフルする。
＊「１．俺のターン！」の前に、現在の自分のファン数を確認します。奇数だっ

た場合、このカードをフロントから外し、自分のガチャ山に加えてシャッフル

します。このアイドルに重なっている（レッスンされている）カードがあれば、

それも全てフロントから外し、自分のガチャ山に加えてシャッフルします。

ZRC024 一ノ瀬志希
（デビュー時・条件） ファン数が奇数の場合、単独でＳレアデビューできる。
そうした場合、Ｓレア固定ファン数－４
＊通常、Ｓレアデビューするためにはフロントに同名の「ノーマルアイドル」が

居る必要がありますが、このカードはフロントに「ノーマル 一ノ瀬志希」が

居ない場合でも、現在の自分のファン数が奇数ならば、このカード１枚だけで

フロントに「Ｓレアデビュー」することができます。手札から８枚デビューコ

ストとしてカードを捨て、フロントコスト制限を確認して、フロントからカード

を外して手札に戻し、デビューさせる流れは他の８コストのアイドルと同じです。

ただし、その時のこのカードのＳレア固定ファン数は「２６」－「４」＝「２２」

となります。

＊ファン数が奇数で、フロントに「ノーマル 一ノ瀬志希」が居る場合は、

単独でＳレアデビューすることはできません。通常通りＳレアデビューさせて

ください。

*NC025 櫻井桃華
（デビュー時）全Ｐはモバコイン＋１
＊このカードをフロントに出したＰが居た時、全てのＰは、モバコインを１つ

増やします。

＊これは赤字の攻撃効果ではないため、「ノーマル 塩見周子」などの能力を使用

する事はできません。

ZRC025 櫻井桃華
（デビュー時）Ｓレア固定ファン数＋全Ｐが持っているモバコインの合計
＊このカードをフロントに出した時点で、全Ｐが持っているモバコインの合計

数を数えます。その数の分、このカードのＳレア固定ファン数を増やします。

＊「Ｓレア 櫻井桃華」をデビューさせるためにモバコインを使用した場合、

使用した分のモバコインはＳレア固定ファン数に含めません。

*NC026 中野有香
（常時・条件）このアイドルは、フロントコスト２として扱う。
（デビュー時）他Ｐを１人指定し、そのガチャ山から３枚ドローして良い。
＊「１－Ａ．デビュー」で、このカードをデビューさせるためのコストは「４」

ですが、フロントコスト制限を確認する時は「２」のコストを専有するだけで

済みます。

＊このアイドルが寝ている場合、フロントコスト制限を確認する時は「４」の

コストを専有してしまいます。

＊まず、このカードをフロントに出したＰは、Ｐを１人指定します。自分を指定

することはできません。

＊このカードをフロントに出したＰは、指定したＰのガチャ山から３枚ドロー

します。ガチャ山が２枚以下だった場合は、ある限りドローします。

ZRC026 中野有香
（デビュー時）他Ｐを１人指定できる。そのＰコマを５マス戻し、そのガチャ山
から５枚ドローする。
＊まず、このカードをフロントに出したＰは、Ｐを１人指定します。自分を指定

することはできません。

＊このカードの効果で指定されたＰは「ノーマル 塩見周子」などの能力を使用し、

この効果を無視する事ができます。その場合、２つの効果を両方とも無視します。

どちらか片方の効果だけを無視する事はできません。

＊このカードの効果で指定されたＰは、ファンの数が５万人減少し、Ｐコマを

５マス戻します。

＊ファンの人数は０万人未満にはなりません。

＊その後、このカードをフロントに出したＰは、指定したＰのガチャ山から

５枚ドローします。ガチャ山が４枚以下だった場合は、ある限りドローします。

*NC027 水本ゆかり
（常時）あなたのターン開始時、このアイドルを寝かすことで、
モバコイン＋１して良い。
＊「１．俺のターン！」の前に、このカードを横向きに寝かす事ができます。

その後、モバコインを１つ増やします。

＊「ノーマル 水本ゆかり」や「Ｓレア 水本ゆかり」をデビューさせたばかりの

ターンにテキストの効果を使うことはできません。

ZRC027 水本ゆかり
（常時）あなたのターン開始時、このアイドルを寝かせてよい。
そうした場合、Ｓレア固定ファン数＋４
＊「１．俺のターン！」の前に、このカードを横向きに寝かす事ができます。

その後、このカードのＳレア固定ファン数が「４」増えるので、Ｐコマを４マス

進めます。

＊このアイドルが寝ても、増えたＳレア固定ファン数は有効なので、Ｐコマを

戻す必要はありません。

*NC028 西園寺琴歌
（常時）一位の時、スタドリ＋１ 最下位の時、ファン増加＋１
＊自分の「３．ドロー！」の時点で、獲得ファンの数が自分よりも多いＰが

他に居ない場合、スタドリ＋１します（ターンの初めに一位であっても、手番

の関係で先に「ファン増加」したＰが居た結果、自分の「５．ファン増加！」

の時点では一位でなくなっているケースが結構あります。その場合は、

スタドリ＋１しません）。

＊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「３．ドロー！」の時点では

「一位でない」状態になっています。

＊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少ない

Ｐが他に居ない場合、ファン増加＋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、

ファン増加＋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）。

＊一位でも最下位でもある場合は、両方の効果を得られます。

ZRC028 西園寺琴歌
（常時）他Ｐのガチャ山からドローする時、必要なスタドリ－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！」の時に他Ｐのガチャ山からカードをドローする場合、スタドリを

１本余計に支払わず、自分のガチャ山のようにドローできます。

＊他のカードの効果や、「１－Ｄ．休暇」で自分のガチャ山が０枚の時など

に、他Ｐのガチャ山からドローする場合は、この効果は適用されません。

*NC029 棟方愛海
（常時）手札上限－２
＊このカードをフロントに出しているＰは、手札上限が２少なくなります。

＊この効果について、手札上限の最低値はありません。他に手札上限が

増加するアイドルがフロントに居ない場合、手札上限は３になります。

ZRC029 棟方愛海
（デビュー時）自分のフロントの「棟方愛海」以外のアイドルを全員寝かす。
寝かせたアイドル１人につき、Ｓレア固定ファン数＋５
＊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「Ｓレア 棟方愛海」

以外の寝ていないアイドルが残っていれば、それらを全て横向きに寝かし

ます。その後、寝かせたあカード１枚につき、このカードのＳレア固定

ファン数を５ずつ増やします。

＊この効果をが適用される前から寝ていたカードはカウントしません。

＊寝かせたアイドルにレッスンされているカードはカウントしません。

*NK024 塩見周子
（常時）このアイドルを寝かすか、モバコイン－１することで、
赤字の攻撃効果を無視できる
＊このカードをフロントに表向きに出している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、このカードを寝かす

だけ、あるいはモバコインを減らすだけ、ということはできません。

＊モバコインを１つも持っていない場合は、このアイドルを寝かさなけれ

ば、この防御の効果を使うことはできません。

ZRK024 塩見周子
（常時）ターン開始時に自分のフロントのアイドルを１人選び、
その（常時）効果をこのターン無効にできる
＊「１．俺のターン！」の前に、自分のフロントからアイドルを１人選ぶ

ことができます。選ばれたアイドルの（常時）の効果は、このターンの

終了時、「９．REST@RT ！」のタイミングまで無効になります。

＊状況をわかりやすくするため、無効になった（常時）の効果のテキスト

の上に、サイコロを置いておく事をお勧めします。

＊「Ｓレア 塩見周子」をデビューさせたばかりのターンにこの効果を使う

ことはできません。

*NK025 橘ありす
（常時）このアイドルを寝かし、手札からノーマルカードを１枚捨てるこ
とで、その（デビュー時）の効果を使うことができる。（１ターン１回まで）
＊このカードをフロントに出しているＰは、自分が「１．俺のターン！」の

行動を行っている最中であれば、このカードを横向きに寝かす事ができます。

その後、手札からノーマルカードを１枚選び、公開して捨てます。

この時、捨てたカードに記載されている（デビュー時）の効果を使うこと

ができます。

＊この効果で（初デビュー時）・（常時）の効果を使うことはできません。

＊「ノーマル 橘ありす」をデビューさせたばかりのターンにもこの効果を

使うことができます。

＊この効果を使用したターンに、「ノーマル 橘ありす」を起こしてもう一度

この効果を使うということはできません。

ZRK025 橘ありす
（デビュー時・条件）赤字の攻撃効果を受けた時、自分のフロントに
「ノーマル 橘ありす」が居れば、その効果を無視し、即座に手札から
Ｓレアデビューできる。この時のデビューコストは０として扱う。
＊「ノーマル 橘ありす」をフロントに表向きに出していて、このカードを手札に

持っているか、またはフロントに裏向きにこのカードを置いている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。

＊通常、「１．俺のターン！」の行動でなければアイドルのデビューはできま

せんが、この効果を使用する時は例外的に他Ｐの「１．俺のターン！」中の

行動に割り込んで「Ｓレア 橘ありす」をＳレアデビューさせます。さらにこの

時、このカードをデビューさせるために支払う「デビューコスト」は０枚に

なります。

＊通常、「１．俺のターン！」の行動でアイドルがデビューする際はフロント

コスト上限を確認してフロントを整理しますが、この効果によって一時的に

フロントコストが上限を超えてしまった場合でも、直ちにフロントからカード

を外す必要はありません。次に自分が「１－Ａ．デビュー」又は「１－Ｂ．

トレーナー」をした際か、「１－Ｃ．トレード」「１－Ｄ．休暇」を行った後に

改めてフロントコスト制限を確認して、フロントからカードを外して手札に

戻してください。

＊「Ｓレア 橘ありす」の効果に割りこまれたアイドルのデビュー処理は、

「Ｓレア 橘ありす」のデビュー処理が全て終わった後に行います。

＊この効果は、フロントに出ている「ノーマル 橘ありす」が寝ている状態

でも使うことができます。

＊この効果は、「Ｓレア 橘ありす」が手札でなくフロントに裏向きに置いて

ある状態でも使うことができます。

＊「Ｓレア 村上巴」のように、自分の出した攻撃効果に対しても使うことが

できます。

＊「ノーマル 脇山珠美」の効果で、「最も多くモバコインを持っている他Ｐ」に

該当しなかった場合は、赤字の攻撃効果を受けていないとみなします。

そのため、この効果を使うことはできません。

＊「Ｓレア 橘ありす」は、この効果を使用せず、通常通りＳレアデビュー

させる事もできます。その場合のデビューコストは５枚、フロントコストも

「５」です。

*NK026 二宮飛鳥
（常時）他Ｐのガチャ山にしか捨て札できない。
（「ノーマル 神崎蘭子」がフロントに居る場合、お互いの効果が無効となる）
＊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。

＊第一弾の「ノーマル 神崎蘭子」が同時にフロントに居る場合は、お互いの

効果が無効となり、捨て札する先を自由に選ぶ事ができるようになります。

ZRK026 二宮飛鳥
（常時）あなたがゲーム終了条件を満たしても、ゲームは終了しない。
ファン増加－２
＊このカードをフロントに出しているＰが「ファン 50万人マスに到達したＰ

が出た」ゲーム終了条件を満たしても、ゲームは終了しません。

＊このカードをフロントに出しているＰは、ファン増加が２少なくなります。

ファン増加数がマイナスになっている場合は、「５．ファン増加！」の時点で

Ｐコマを戻します。

２

「RO@D TO THE CINDERELLA 5」カードごとの細かい話 Ver.1.0
「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」



３

*NK027 佐々木千枝
（常時）追加で１枚トレーナーを置ける。または、追加でトレーナーを１枚
手札に戻し、モバコイン＋１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、追加で１枚トレーナーを置く事ができます。あるいは、

すでにフロントにあるトレーナーを１枚手札に戻し、モバコインを１つ得る

事ができます。

＊追加のトレーナーを、自分のターンの行動より先に置いたり戻したりする

ことはできません。

＊追加のトレーナーを出したことでフロントコスト制限を超える場合は、

必要であればフロントからアイドルを外さなければなりません。

＊「ノーマル 佐々木千枝」をデビューさせたばかりのターンにもこの効果を

使うことができます。

＊トレーナーのフロントコストは１枚目が「０」、２枚目は「１」、３枚目は

「２」、４枚目は「４」。通常、５枚以上のトレーナーを同時にフロントに置く

ことはできません。パートナーＳレアもトレーナーの１枚として扱います。

＊フロントコスト制限でフロントから外れたカードは、「１．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。

ZRK027 佐々木千枝
（デビュー時）自分のフロントの裏向きのカードを手札に戻してよい。
手札に戻したカード１枚につき、Ｓレア固定ファン数＋４
＊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、フロントに裏向きのカードが残って

いれば、それらを何枚でも手札に戻すことができます。その後、手札に戻した

カード１枚につき、このカードのＳレア固定ファン数を４ずつ増やします。

*NK028 脇山珠美
（デビュー時）最も多くモバコインを持っている他Ｐ（同数の場合全員）から
１つずつモバコインを得る。
＊このカードをフロントに出したＰは、他Ｐの中で最も多くモバコインを持っ

ているＰから１つずつモバコインを奪って自分のものにします。

＊このカードをフロントに出したＰ自身が持っているモバコインの数は、この

効果に関係しません。

＊他Ｐの中で最も多くモバコインを持っているＰが複数人居る場合は、その

全員がこの効果を受けます。

ZRK028 脇山珠美
（デビュー時）可能なら、続けてもう一人Ｓレアデビューさせても良い。
その時のデビューコストは、手札１枚につきモバコイン１つを代わりに
支払うことができる。（全てモバコインで支払っても良い）
＊このカードをフロントに出したＰは、フロントに残っているアイドルと手札

の条件が合えば、もう１枚「Ｓレアデビュー」を行う事ができます。

＊この効果で「Ｓレアデビュー」させる際、デビューコストを手札の代わりに、

モバコインで支払うことができます。手札１枚につき、モバコイン１つの

レートで、いくつモバコインで支払っても構いません。

＊２枚目のＳレアアイドルをフロントに出した時、さらに２枚めのＳレアアイ

ドルに（デビュー時）効果があれば処理した後で、２人のアイドルのＳレア固定

ファン数を合算してＰコマを進めます。

＊２枚目の「Ｓレアデビュー」をする時のフロントコスト制限で「Ｓレア 脇山珠

美」をフロントから外してしまった場合、「Ｓレア 脇山珠美」の分のＳレア固定

ファン数は増加しません。

＊フロントコスト制限でフロントから外れたカードは、「１．俺のターン！」の

行動が終わった後に手札に戻るため、２枚目の「Ｓレアデビュー」の時に再度

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。

*NK029 木場真奈美
（常時）手札のノーマルカードをデビューコスト４として扱っても良い。
その場合、同じ属性で名前の違うアイドルの下にレッスンできる。
＊このカードをフロントに出しているＰは、手札のノーマルカードのデビュ

ーコストを「４」として扱うことができます。そうした場合、あなたのフロ

ントにいるそのカードと属性の同じアイドルに、名前に関係なく「１－Ａ．

デビュー」させて下に置く（レッスンする）ことができます。

＊下に置く側のカードに（デビュー時）の効果がある場合は発揮されます。

（常時）の効果は適用しません。

＊寝ているアイドルには属性が無いため、この効果を使ってレッスンする

ことはできません（寝ていてもカードの名前はなくならないので、同名の

カードなら普通にレッスンできます）。

ZRK029 木場真奈美
（デビュー時）Ｓレア固定ファン数＋自分のフロントで最もレッスンしている
アイドルの下にあるカード枚数
＊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、自分のフロントで最も多くレッスンして

いるアイドルの下に重なっているカード枚数を数えます。その数の分、この

カードのＳレア固定ファン数を増やします。

＊最も多くレッスンしているアイドルが複数居る場合、どちらか片方の下に

あるカード枚数を数えます。合算はしません。

*NP025 片桐早苗
（デビュー時）他Ｐは全員、赤字の攻撃効果を持つアイドルを１人選んで寝かす。
＊他Ｐは、フロントで起きている赤字の攻撃効果を持つアイドルのうちの１人

を横向きに寝かせます。

＊どのカードを寝かすかは、攻撃効果を受けたＰが選びます。

＊自分のフロントに、起きていて赤字の攻撃効果を持つアイドルがいないＰ

には、この効果は意味がありませんが、「Ｓレア 橘ありす」をデビューさせる

きっかけとすることはできます。

ZRP025 片桐早苗
（デビュー時）全Ｐのフロントの赤字の攻撃効果を持つアイドル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、全てのＰのフロントにいる赤字の

攻撃効果を持つアイドル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。

*NP026 大槻唯
（デビュー時）他Ｐは全員、自分のガチャ山から１枚ドローしてよい。
＊このカードをフロントに出したＰが居た時、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２枚です。）

他Ｐは自分のガチャ山から１枚ずつドローする事ができます。

＊自分のガチャ山が０枚の他Ｐは、このドローする効果を実施できません。

ZRP026 大槻唯
（デビュー時）Ｓレア固定ファン数＋全Ｐの中で最も多い手札の枚数
＊このカードをフロントに出した時点で、他Ｐの手札の枚数を数えます。

その中で最も高かった枚数分、このカードのＳレア固定ファン数は増加します。

＊デビューした後で他Ｐの手札の枚数に変動があっても、このカードのＳレア

固定ファン数は変動しません。

*NP027 浜口あやめ
（デビュー時）パートナーＳレア以外で裏向きのカードを１枚、表返して、
フロントの同じ属性のアイドルの下に移すことができる。
＊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、フロントに残っている裏向きで縦向きの

カード（パートナーＳレア以外のトレーナー）を１枚選んで表返し、自分の

フロントのいずれかのアイドルの下に重ねて置きます。この時、フロントの

アイドルと、下に重ねて置くカードの属性（キュート・クール・パッション）

が一致していなければなりません。

＊この効果自体は「レッスン」とは別ものなので、下に重ねて置くカードに

（デビュー時）の効果があっても、発揮されません。

＊寝ているアイドルには、この効果を使用することはできません。

ZRP027 浜口あやめ
（デビュー時・条件）名前の違うアイドルの上にＳレアデビューできる
＊通常、Ｓレアデビューするためにはフロントに同名の「ノーマルアイ

ドル」が居る必要がありますが、このカードは「ノーマル 浜口あやめ」

以外のノーマルアイドルの上にＳレアデビューすることができます。

＊Ｓレアアイドルの上にＳレアデビューすることはできません。

＊「ノーマル 浜口あやめ」がフロントに居る時、別のアイドルの上に

Ｓレアデビューした場合は、フロントに居る「ノーマル 浜口あやめ」も

「Ｓレア 浜口あやめ」の下に置かなければなりません。この時「ノーマ

ル 浜口あやめ」に重なっている（レッスンされている）カードがあれば、

それらも全て「Ｓレア 浜口あやめ」の下に置きます。

*NP028 村上巴
（デビュー時）★他Ｐを１人指定できる。そのＰのフロントの２コスト
以下のカードを選んで１枚裏返す。
＊まず、このカードをフロントに出したＰは、他Ｐを１人指定します。

★注★自分を指定することはできません、ごめんなさい。誤植です。★

＊このカードをフロントに出したＰは、指定したＰのフロントの２コスト

以下のカードを１枚指定して、裏返します。

＊どのカードを裏返すかは、このカードをフロントに出したＰが選びます。

＊レッスンされているカードも、レッスンしているカードも関係なく

指定することができます。裏返しになったカードは、重なったカードから

外して、独立した１枚のトレーナーとして扱います。

＊重なっているカードの一番上のカードがこの効果により裏返しに

なった場合、その下に重なっていたカードが新たにフロントのアイドルと

なります。

＊「ノーマル 村上巴」や「Ｓレア 村上巴」の効果によって一時的にフロン

トコストが上限を超えてしまった場合でも、直ちにフロントからカードを

外す必要はありません。次に自分が「１－Ａ．デビュー」又は「１－Ｂ．

トレーナー」をした際か、「１－Ｃ．トレード」「１－Ｄ．休暇」を行った

後に改めてフロントコスト制限を確認して、フロントからカードを外して

手札に戻してください。

ZRP028 村上巴
（デビュー時）全Ｐは、フロントの２コスト以下のカードを全て裏返す。
＊このカードで自分が発生させた攻撃効果によって、自分の「Ｓレア 橘あ

りす」をＳレアデビューさせる事も可能です。

＊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、全てのＰはフロントの２コスト

以下のカードを全て裏返します。

＊レッスンされているカードも、レッスンしているカードも関係なく全て

裏返します。裏返しになったカードは、重なったカードから外して、独立

した１枚のトレーナーとして扱います。これにより、一時的にフロントに

トレーナーが溢れかえる事態も起こり得ます。　　　（右上へ続く）

＊重なっているカードの一番上のカードがこの効果により裏返しになった

場合、その下に重なっていた３コスト以上のカードが新たにフロントの

アイドルとなります。

*NP029 依田芳乃
（デビュー時）他Ｐを１人指定し、そのガチャ山からノーマルカードを１枚
選んで公開し手札に加えて良い。その後、そのガチャ山をシャッフルする。
＊まず、このカードをフロントに出したＰは、Ｐを１人指定します。自分を

指定することはできません。

＊このカードをフロントに出したＰは、指定したＰのガチャ山のガチャ山の

中身を確認し、１枚ノーマルカードを選んで全Ｐに公開してから、自分の

手札に加える事ができます。その後、そのガチャ山はシャッフルしてください。

＊指定したＰのガチャ山が０枚だった場合、この効果は意味がありません。

なお、このカードをデビューさせるために指定したＰのガチャ山にカードを

捨てた場合は、捨てたカードを引き戻してくる事になります。

＊この効果は実施しなくても問題ありません。

ZRP029 依田芳乃
（常時）このアイドルは、手札のＳレアカードをレッスンできる。
そうした場合、Ｓレア固定ファン数＋そのカードのコストの２倍
（そのカードのデビューコストを支払ってこの下に重ねる。
デビュー時の効果も処理する）
＊通常、ＳレアカードはＳレアデビューにしか使うことができませんが、「Ｓ

レア 依田芳乃」がフロントに居る場合、そのＳレアカードがＳレアデビュー

する際に必要なデビューコストを手札から支払うことで、「Ｓレア 依田芳乃」の

下に重ねて「レッスン」することができます。

＊レッスンしたＳレアカードに（デビュー時）の効果がある場合は、それが

発揮されます。

＊その後、このカードのＳレア固定ファン数がレッスンしたＳレアカードの

「コストの２倍」増えるので、Ｐコマをその分進めます。例えば、「Ｓレア 西園

寺琴歌」（コスト４）をレッスンした場合はＳレア固定ファン数は「８」、

「Ｓレア 一ノ瀬志希」をレッスンした場合はＳレア固定ファン数は「１６」

増えます。

＊「Ｓレア 依田芳乃」の能力によるレッスンには回数制限はありません。

何枚でもレッスンが可能で、そのたびにＳレア固定ファン数が増えます。

＊「Ｓレア 依田芳乃」の能力によるレッスンを行った際、同時にモバコイン

を６つ消費することによって「特訓」し、「Ｓレア＋」になることも可能です。

その場合は、さらにＳレア固定ファン数を＋１５します。

*NP030 財前時子
（デビュー時）あなたより下位か同点の他Ｐは全員、Ｐコマを２マス戻す
＊このカードをフロントに出したＰが居た時、獲得ファンの数がそのＰと同点

かそれより少ない他Ｐは「ノーマル 塩見周子」などの能力を使用し、この効果

を無視する事ができます。

＊獲得ファンの数がこのカードをフロントに出したＰと同点かそれより少ない

他Ｐは、Ｐコマを２マス戻します（獲得ファン数が－２万人されます）。

＊ファンの人数は０万人未満にはなりません。

ZRP030 財前時子
（デビュー時）フロントのＳレアアイドルが一人だけの他Ｐは全員、
 Ｐコマを１５マス戻す。
＊自分のフロントにＳレアアイドルをデビューさせて居ないＰと、自分の

フロントにＳレアアイドルを二人以上デビューさせているＰにはこの効果は

発揮されません。

＊自分のフロントにＳレアアイドルを一人だけデビューさせている他Ｐは、

Ｐコマを１５マス戻します（獲得ファン数が－１５万人されます）。

＊ファンの人数は０万人未満にはなりません。

４


