
分類 名称 収録 種別 エラッタ前 エラッタ後 備考

IDOL 島村卯月 346基本
誤字・脱字

表記ゆれ
島村卯月 名称

IDOL 島村卯月 346基本
誤字・脱字

表記ゆれ
ニュージェネレーション ニュージェネレーションズ 特徴

IDOL+ 島村卯月 346基本
誤字・脱字

表記ゆれ
ニュージェネレーション ニュージェネレーションズ 特徴

IDOL+ 島村卯月 346基本 調整

【自動/リーダー】

島村卯月が参加しているステージのアピールステップ開始時に

あなたのユニットのアピールスコア+X。Xの値はあなたのアイ

ドルの親愛度の値と同じとする。

【宣言(ステージフェイズ)/リーダー】

あなたのユニットのアピールスコア+X。Xの値は島村卯月の属

性値の合計の半分(端数切捨て)とする。

本来の属性値での上昇
分は10になります。

IDOL+ 島村卯月 346基本 調整 6/5/8 7/6/8 属性値

IDOL 本田未央 346基本
誤字・脱字

表記ゆれ
ニュージェネレーション ニュージェネレーションズ 特徴

IDOL+ 本田未央 346基本
誤字・脱字

表記ゆれ
ニュージェネレーション ニュージェネレーションズ 特徴

IDOL 緒方智絵里 346基本
誤字・脱字

表記ゆれ
iam ima イラストレーター

IDOL 緒方智絵里 346基本 調整

【宣言(お仕事フェイズ)】

相手ユニットのリーダー1人を指名し、デッキの上のカード4枚

までを表にし手札に加える。この効果で表にしたカードの中に

アピールカードが含まれていた場合、指名されたアイドルの親

愛度+1。

【宣言(お仕事フェイズ)】

相手ユニットのリーダー1人を指名し、デッキの上のカード2枚

までを表にし手札に加える。この効果で表にしたカードの中に

アピールカードが含まれていた場合、指名されたアイドルの親

愛度+1。

カードを何枚表にする
かはカードを表にする
前に宣言してくださ

い。

IDOL+ 緒方智絵里 346基本

調整

誤字・脱字

表記ゆれ

【宣言(ステージフェイズ)/リーダー】

プールにあるカードを4枚までゲームから取り除く。その場

合、このターンの終了時まで、緒方智絵理のすべての属性値+

Ｘ。Ｘの値はこの効果でゲームから取り除かれたカードの枚数

の3倍とする。

【宣言(ステージフェイズ)/リーダー】

プールにあるカードを4枚までゲームから取り除く。その場

合、このターンの終了時まで、緒方智絵里のすべての属性値+

Ｘ。Ｘの値はこの効果でゲームから取り除かれたカードの枚数

の2倍とする。

IDOL 的場梨沙 346基本 調整

【常時/リーダー】

的場梨沙のすべての成功値は的場梨沙以外のアイドルの効果で

は増減しない。

【常時/リーダー】

あなたはアイドル以外の効果では手札にカードを加えることが

できない。

IDOL 的場梨沙 346基本 調整 4/5/3 5/6/4 属性値

IDOL+ 的場梨沙 346基本 調整 4/5/3 5/6/4 属性値

Works 舞台『秘密の花園』 346基本
誤字・脱字

表記ゆれ

舞台『秘密の花園』に参加しているアイドルのお成功値の増減

はすべて無効になる。

舞台『秘密の花園』に参加しているアイドルのお仕事成功値の

増減はすべて無効になる

Character 秋月律子 765基本
誤字・脱字

表記ゆれ

【消費(ステージフェイズ)】

このフェイズの終了時まであなたのアイドルのアピール功値

+2。

【消費(ステージフェイズ)】

このフェイズの終了時まであなたのアイドルのアピール成功値

+2。

IDOL 秋月律子 765基本 調整 3 4 初期親愛度

IDOL 我那覇響 765基本
誤字・脱字

表記ゆれ

【自動/リーダー】

我那覇響のアピールの成功判定で2以下の値が出るたびにカー

ドを1枚引くことができる。

【自動/リーダー】

我那覇響のアピール成功判で2以下の値が出るたびにカードを1

枚引くことができる。

IDOL+ 我那覇響 765基本
誤字・脱字

表記ゆれ

【自動】

あなたのアイドルのアピールの成功判定で2以下の値が出るた

びにカードを1枚引くことができる。

【自動】

あなたのアイドルのアピール成功判定で2以下の値が出るたび

にカードを1枚引くことができる。

IDOL+ 菊地真 765基本
誤字・脱字

表記ゆれ

【自動/リーダー】

菊地真と同じステージに参加しているアイドルのアピールが成

功するたびに、あなたのユニットのアピールスコア+2。

【自動/リーダー】

菊地真と同じステージに参加している(菊地真を含む)アイドル

のアピールが成功するたびに、あなたのユニットのアピールス

コア+2。

IDOL 四条貴音 765基本 調整

【常時/リーダー】

あなたのアイドルのすべての成功値と属性値は減少しない。

【常時】

四条貴音のすべての成功値と属性値は減少しない。

【常時/リーダー】

あなたのアイドルのアピール成功値と親愛度は減少しない。

【常時】

あなたのアイドルのお仕事成功値とすべての属性値は減少しな

い。

初期親愛度

Lesson ランニング 283基本
誤字・脱字

表記ゆれ
Works[Job] Lesson[Job] 分類

Audition 踊っていいとも？増刊号 283基本
誤字・脱字

表記ゆれ
/Da/Vi Vo/Da/Vi 特徴

IDOL 天ヶ瀬冬馬 拡張1弾 調整

【常時/リーダー】

天ヶ瀬冬馬と同じステージにアイドルを参加させているすべて

の相手Pはアイドル以外のカードの効果を使用することができ

ない。

【常時】

天ヶ瀬冬馬と同じステージに参加しているすべてのアイドルの

アピール成功値は減少しない。

【常時/リーダー】

あなたのアイドルと同じステージにアイドルを参加させている

すべての相手Pはカードの効果を使用することができない。

【常時】

天ヶ瀬冬馬と同じステージに参加している(天ヶ瀬冬馬を含む)

すべてのアイドルのアピール成功値は減少しない。

カードの効果の使用に
はアイドルの宣言効果

も含まれます。

IDOL+ 天ヶ瀬冬馬 拡張1弾 調整

【常時/リーダー】

あなたのアイドルのすべての属性値+X。Xの値は天ヶ瀬冬馬と

同じステージに参加している相手ユニット1つにつき2とする。

【自動】

あなたのアイドルがお仕事で失敗した場合、あなたのアイドル

の親愛度+1。

【常時/リーダー】

あなたのアイドルと同じステージに参加している相手ユニット

1つにつき、あなたのアイドルのすべての属性値+2。

【自動】

あなたのアイドルがお仕事で失敗した場合、またはステージに

参加して勝利できなかった場合、あなたのアイドルの親愛度

+1。

【常時】効果について
は実際の処理としてエ
ラッタ前後で違いはあ

りません。

IDOL+ 日野茜 拡張1弾 調整

【自動/リーダー】

日野茜のアピールが成功するたびに！このフェイズの終了ま

で！日の茜のすべての属性値+1！！

【自動/リーダー】

あなたのアイドルのアピールが成功するたびに！このフェイズ

の終了まで！日の茜のすべての属性値+1！！



分類 名称 収録 種別 エラッタ前 エラッタ後 備考

IDOL+ 徳川まつり 拡張1弾 調整

【宣言/リーダー】

いずれかのデッキを1つ選び、その上のカード2枚を表にし、あ

なたの手札に加える。この効果で手札に加えられたカードは次

の終了フェイズ開始時に本来の持ち主のデッキの上に移る。

【宣言/リーダー】

いずれかのデッキを1つ選び、その上のカード2枚を表にし、あ

なたの手札に加える。この効果で手札に加えられたカードは次

の終了フェイズ開始時に本来の持ち主の捨て山に移る。

IDOL 水谷絵理 拡張2弾
誤字・脱字

表記ゆれ
水谷絵里 水谷絵理 名称

IDOL+ 水谷絵理 拡張2弾
誤字・脱字

表記ゆれ
水谷絵里 水谷絵理 名称

IDOL 佐久間まゆ 拡張2弾 調整

【常時】

あなたのアイドルのすべての成功値+3

【自動】

佐久間まゆがリーダーでない状態で、あなたのアイドルの親愛

度が上昇した場合、デッキの上のカード2枚をゲームから取り

除く。

【宣言(ステージフェイズ)】

プールのカード1枚を選び佐久間まゆの下に裏向きで重ねる。

その場合、このフェイズの終了時まで佐久間まゆのすべての属

性値+3

【宣言(ステージフェイズ)/リーダー】

手札1枚を佐久間まゆの下に裏向きに重ね、カードを1枚引く。

【宣言(ステージフェイズ)リーダー】

佐久間まゆの親愛度+1。その場合、このフェイズの終了時ま

で佐久間まゆのすべての属性値+X。Xの値は佐久間まゆの下に

裏向きで重ねられているカードの枚数の半分(端数切捨て)と同

じとする。

IDOL+ 佐久間まゆ 拡張2弾 調整

【常時】

佐久間まゆ以外のあなたのアイドルはいないものとして扱う。

また、あなたのアイドルの親愛度は減少しない。

【自動】

ターンの開始時に手札1枚を選びゲームから取り除く。

【常時】

佐久間まゆのすべての属性値とすべての成功値+X。Xの値は佐

久間まゆの下に裏向きで重ねられているカードの枚数と同じと

する。

【常時/リーダー】

佐久間まゆと同じユニットにいる佐久間まゆ以外のアイドルは

いないものとして扱う。また、佐久間まゆは不在状態にならな

い。

【常時/リーダー】

佐久間まゆのすべての属性値とすべての成功値+X。Xの値は佐

久間まゆの下に裏向きで重ねられているカードの枚数と同じと

する。

IODL 松田亜利沙 拡張2弾 調整 誤字・脱字 表記ゆれ

【宣言(ステージ)】

松田亜利沙と同じステージに参加しているアイドルが持つ効果

1つを指定する。その場合、このフェイズの終了時まで、松田

亜利沙は指定した効果を得る。但し、この効果で覚醒している

相手アイドルの効果を指定することはできない。

【常時】

松田亜利沙が相手アイドルが参加しているステージに参加して

いる場合、松田亜利沙のアピール成功値-1。

【宣言(ステージフェイズ)】

松田亜利沙と同じステージに参加している(覚醒していない)相

手アイドルの効果1つを指名する。その場合、このフェイズの

終了時まで、松田亜利沙は指定した効果を得る。

IODL 松田亜利沙 拡張2弾 調整 4 5 初期親愛度

Event らいずおぶおっくんろーる 拡張2弾 調整
(お仕事フェイズ)

捨て山のカード1枚を選びデッキの上に移す。

(お仕事フェイズ)

捨て山のカード2枚までを選びデッキの上に移す。

IDOL 矢吹可奈 拡張3弾 調整

【常時】

あなたのすべての成功値+2。ただし、あなたのアイドルの成

功判定が失敗した場合、そのターンの間、この効果は失われ

る。

【常時】

あなたのアイドルのすべての成功値+2。また、あなたのアイ

ドルの成功判定が失敗した場合、そのターンの終了時まで、こ

の効果は失われる。

IDOL 北沢志保 拡張3弾 調整

【常時】

北沢志保のすべての属性値、成功値はアイドルの効果では減少

しない。また、北沢志保のすべての成功値の下限は4とする。

【常時】

北沢志保のすべての属性値、成功値はアイドルの効果では減少

しない。また、あなたのアイドルのすべての成功値の下限は4

とする。

北沢志保の親愛度が4未
満の場合、成功値の計
算は4から始めてくださ

い。

IDOL+ 北沢志保 拡張3弾 調整

【常時】

あなたのアイドルのすべての成功値+2.。また、あなたのユ

ニットはあなたが持つお仕事1枚につき、1,000人のファンを

獲得する。

【常時】

あなたのアイドルのすべての成功値+2.。また、あなたのユ

ニットはあなたが持つお仕事1枚につき、5,000人のファンを

獲得する。

このお仕事は初期デッ
キのレッスンも含まれ

ます。

IDOL 北条加蓮 拡張3弾
誤字・脱字

表記ゆれ

【常時】

あなたのアイドルの[Vi]属性値+1。また、北条加蓮は1ターン

に3回までしかアピールをすることができない。

【常時】

あなたのアイドルの[Vi]値+1。また、北条加蓮は1

ターンに3回までしかアピールをすることができない。

IDOL+ 北条加蓮 拡張3弾
誤字・脱字

表記ゆれ

【常時】

あなたのアイドルの[Vi]属性値+1。

【常時】

あなたのアイドルの[Vi]値+1。

IDOL 神谷奈緒 拡張3弾
誤字・脱字

表記ゆれ

【常時】

あなたのアイドルの[Da]属性値+1。

【常時】

あなたのアイドルの[Da]値+1。

IDOL+ 神谷奈緒 拡張3弾

調整

誤字・脱字

表記ゆれ

【宣言(お仕事フェイズ)/リーダー】

あなたの手札と捨て山にあるすべてのお仕事は「(ステージ

フェイズ)カードを1枚引く。」という効果を持つイベントカー

ドとしても扱われる。

【常時】

あなたのアイドルの[Da]属性値+1。

【常時/リーダー】

あなたの手札と捨て山にあるすべてのお仕事とステージは

「(ステージフェイズ)カードを1枚引く。」という効果を持つ

イベントカードとしても扱われる。

【常時】

あなたのアイドルの[Da]値+1。

IDOL 星輝子 拡張3弾 調整 5 6 初期親愛度

IDOL+ 宮本フレデリカ 拡張3弾 調整

【宣言】

捨て山のカード1枚を選び、いずれかのデッキの上に移す。そ

の場合、このフェイズの終了時まで宮本フレデリカのすべての

属性値と成功値+X。Xの値はこの効果で移動したカードの発生

マニーの値の半分(端数切捨て)と同じとする。

【宣言】

捨て山のカード1枚を選び、いずれかのデッキの上に移す。そ

の場合、このフェイズの終了時まで宮本フレデリカのすべての

属性値と成功値+X。Xの値はこの効果で移動したカードの発生

マニーの値と同じとする。

IDOL+ 塩見周子 拡張3弾 調整

【宣言】

手札が5枚以上ある相手Pを1人指名する。あなたと指名された

Pはお互いに相手の手札1枚を無作為に選び自分の手札に加え

る。

【宣言】

手札が3枚以上ある相手Pを1人指名する。あなたと指名された

Pはお互いに相手の手札1枚を無作為に選び自分の手札に加え

る。



分類 名称 収録 種別 エラッタ前 エラッタ後 備考

IDOL 所恵美 拡張3弾

調整

誤字・脱字

表記ゆれ

【常時】

手札にあるすべてのアピールカードはアピール属性[Vi]を得

る。また、あなたのアイドルは[Vi]成功値+1。

【常時/リーダー】

手札にあるすべてのアピールカードはアピール属性[Vi]を得

る。また、あなたのアイドルの[Vi]値+1。

覚醒後に上昇するのは
成功値ではなく属性値
になっています。

IDOL+ 所恵美 拡張3弾
誤字・脱字

表記ゆれ

【自動/リーダー】

所恵美が相手アイドルが参加するステージに参加する場合、

デッキの上から5枚までをプールに移す。その場合、あなたの

ユニットのアピールスコア+X。Xの値はこの効果でプールに移

したカードの発生マニー合計値と同じとする。

【自動/リーダー】

所恵美が相手アイドルが参加するステージに参加する場合、

デッキの上から5枚までをプールに移す。その場合、あなたの

ユニットのアピールスコア+X。Xの値はこの効果でプールに移

したカードの発生マニーの合計値と同じとする。

IDOL 高坂海美 拡張3弾
誤字・脱字

表記ゆれ

【常時/リーダー】

あなたの手番の間、市場で表になっている、特徴：[Da]を持つ

お仕事の参加経費-1。また、高坂海美のお仕事成功値はお仕事

の条件によって減少しない。

【常時/リーダー】

あなたの手番の間、市場で表になっている、特徴：[Da]を持つ

お仕事の参加経費-1。また、高坂海美のお仕事成功値はお仕事

の内容によって減少しない。

IDOL+ 高坂海美 拡張3弾
誤字・脱字

表記ゆれ

【宣言(ステージフェイズ)/リーダー】

特徴：[Da]を持つお仕事1枚を手札からプールに移す。その場

合、アピールコストを無視して高坂海美の[Da]アピールをおこ

なう。また、この効果は1ターンに何度でも使用することがで

きる。

【宣言(ステージフェイズ)/リーダー】

特徴[Da]を持つお仕事1枚を手札からプールに移す。その場

合、アピールコストを無視して高坂海美の[Da]アピールをおこ

なう。また、この効果は1ターンに何度でも使用することがで

きる。

IDOL+ 一ノ瀬志希 拡張3弾

調整

誤字・脱字

表記ゆれ

【宣言(ステージフェイズ)/リーダー】

サイコロを振る。その場合、このフェイズの終了時まで一ノ瀬

志希は他のアイドルの効果の影響を受けず、一ノ瀬志希望のす

べての属性値+X、すべての成功値-X。Xの値はこの効果で振っ

たサイコロの値と同じとする。

【宣言(ステージフェイズ)/リーダー】

サイコロを振る。その場合、このフェイズの終了時まで、一ノ

瀬志希のすべての属性値+X、すべての成功値-X。Xの値はこの

効果で振ったサイコロの値と同じとする。

属性値が上昇しない、
または成功値が減少し
ない状態でこの効果を
使用することはできま

せん。

IDOL 城ケ崎美嘉 拡張3弾 調整

【自動/リーダー】

効果によってあなたの手札が捨て山に移るたびに、カードを1

枚引く。

【自動/リーダー】

効果によってあなたの手札が捨て山に移った場合、カードを1

枚引く。

IDOL+ 城ケ崎美嘉 拡張3弾 調整

【自動】

効果によってあなたの手札が捨て山に移るたびに、カードを1

枚引く。

【自動】

効果によってあなたの手札が捨て山に移った場合、カードを1

枚引く。

IDOL 大槻唯 拡張4弾 調整

【自動】

あなたがサイコロをふるたびに(その直前に)手札1枚を捨て山

に移すことができる。その場合、次にふられるサイコロの値-

1。

【常時】

あなたのアイドルの親愛度が4以下の状態で、あなたのアイド

ルの親愛度が増減する場合、その絶対値に+1される。

【宣言】

手札1枚を捨て山に移す。その場合、次にふられるサイコロの

値-1。

【常時】

あなたのアイドルの親愛度が 3 以下の状態で、あなたのアイ

ドルの親愛度が増減する場合、その絶対値に+1される。

お仕事の参加中に宣言
効果を使用することは

できません。

IDOL+ 大槻唯 拡張4弾 調整

【自動】

あなたがサイコロをふるたびに(その直前に)手札1枚を捨て山

に移すことができる。その場合、次にふられるサイコロの値-

1。さらに大槻唯がリーダーの場合、あなたのユニットのア

ピールスコア+5。

【宣言】

手札1枚を捨て山に移す。その場合、次にふられるサイコロの

値-1。

さらに大槻唯がリーダーの場合、あなたのユニットのアピール

スコア+5。また、この効果は1ターンに何度でも使用できる。

この効果は「大槻唯が
リーダーじゃなくて

も」1ターンに複数回使
用することができま

す。

Character 菊地真 拡張3弾
誤字・脱字

表記ゆれ
菊池真 菊地真 名称

Character 菊地真 拡張3弾 調整
【常時】

あなたのアイドルのすべての成功値+2。

【常時】

あなたのアイドルのすべての成功値+3。
名称

Character 星井美希 拡張3弾
誤字・脱字

表記ゆれ

【宣言(お仕事フェイズ)】

次のステージフェイズの終了時まで、あなたはデッキのカード

を手札に加えることができない。また、このフェイズの終了時

まであなたのアイドルのすべての属性値と成功値+4。

【宣言(お仕事フェイズ)】

次のステージフェイズの終了時まで、あなたはデッキのカード

を手札に加えることができない。また、次のステージフェイズ

の終了時まであなたのアイドルのすべての属性値と成功値

+4。

Fes LIVE Groove Visual burst 拡張3弾
誤字・脱字

表記ゆれ
参加アイドルの[Vi]属性値+4。 参加アイドルの[Vi]値+4。

Fes LIVE Groove Dance burst 拡張3弾
誤字・脱字

表記ゆれ
参加アイドルの[Da]属性値+4。 参加アイドルの[Da]値+4。

Fes LIVE Groove Vocal burst 拡張3弾
誤字・脱字

表記ゆれ
参加アイドルの[Vo]属性値+4。 参加アイドルの[Vo]値+4。

Music 秘密のトワレ 拡張3弾
誤字・脱字

表記ゆれ

【常時※】

秘密のトワレは[Vo]値が10以上か属性値が26以上のアイドル

のアピールにのコストにのみ使用することができる。

【常時※】

秘密のトワレは[Vo]値が10以上か属性値が26以上のアイドル

のアピールのコストにのみ使用することができる。


