
デジモンTCG　FAQ　カード個別編

ST9
№ Ｑ Ａ
ST9-01 ミノモン

1

このカードの進化元効果は、このカードを進化元に
持つデジモン自身が青のデジモンだった場合、効
果を発揮しますか？

はい、このカードを進化元に持つデジモン自身が
青のデジモンであれば、効果を発揮します。

ST9-02 ブイモン

1

このカードの【登場時】効果は、登場したら必ず
デッキから3枚オープンするのですか？

はい、「オープンする」なので、可能な限り、デッキ
から3枚オープンします。

2

このカードの【登場時】効果は、デッキからオープン
したカードに特徴に「フリー」を持つカードがあった
ら、必ず手札に加えなければいけませんか？

はい、「手札に加える」なので、可能な限り、オープ
ンしたカードから条件に合うカードを手札に加えま
す。

ST9-04 エクスブイモン

1

このカードの進化元効果は、このカードを進化元に
持つデジモン自身が緑のデジモンだった場合、効
果を発揮しますか？

はい、このカードを進化元に持つデジモン自身が
緑のデジモンであれば、効果を発揮します。

ST9-05

1

このカードの【進化時】効果は、ジョグレス進化でな
い進化をしたときには発揮しませんか？

はい、ジョグレス進化をしたときだけ効果を発揮し
ます。

ST9-06

1

このカードの【進化時】効果は、進化元にLv.4以下
の青と緑のデジモンカードが1枚ずつあるとき、必
ず両方とも登場させなくてはなりませんか？

いいえ、「登場できる」なので、進化元のLv.4以下
の青と緑のデジモンカードのうち、片方だけ登場さ
せる、または両方とも登場させないことが可能で
す。

ST9-07 コカブテリモン

1

相手のデジモンがアタックし、【アタック時】効果で
青の自分のデジモンが消滅してしまいました。他
に青の自分のデジモンがいない場合、このカード
の効果でそのアタックをブロックできますか？

いいえ、【アタック時】効果は≪ブロッカー≫が誘発
するリアクションよりも先に効果を発揮するため、リ
アクションの時点ではすでにこのカードは≪ブロッ
カー≫を失っていますので、ブロックできません。

パイルドラモン

インペリアルドラモン：ドラゴンモード



ST9-08 ワームモン

1

このカードの進化元効果は、どういう効果なのです
か？

自分のターン終了時に、このカードを進化元に持
つデジモンともう1体のデジモンで、手札の「ジョグ
レス」を持つデジモンに、相手にターンが移る前に
ジョグレス進化ができる効果となります。

2

このカードの進化元効果で、手札の「ジョグレス」を
持たないデジモンカードにジョグレス進化できます
か？

いいえ、進化条件を無視することはできないので、
「ジョグレス」を持たないデジモンカードにジョグレ
ス進化することはできません。

3

このカードの進化元効果で、手札の「ジョグレス」に
指定されていない色・Lv.のデジモンでジョグレス進
化はできますか？

いいえ、進化条件を無視することはできないので、
「ジョグレス」で指定されていない色・Lv.のデジモン
でジョグレス進化することはできません。

ST9-09 スティングモン

1

このカードの進化元効果は、このカードを進化元に
持つデジモン自身が青のデジモンだった場合、効
果を発揮しますか？

はい、このカードを進化元に持つデジモン自身が
青のデジモンであれば、効果を発揮します。

ST9-10 スナイモン

1

このカードの【セキュリティ】効果は、アタックしてき
たデジモンとのバトルで敗北しても、登場できます
か？

はい、勝敗に関係なく、バトル終了時に登場しま
す。

2

このカードの【登場時】効果は、このカードの【セ
キュリティ】効果で登場した時も発揮しますか？

はい、発揮します。

3

このカードの【セキュリティ】効果は、チェックによっ
てめくられてバトルした後、アタックしたデジモンが
まだセキュリティのチェックを行う場合、このデジモ
ンの効果と次のチェックはどちらが先になります
か？

アタックしたデジモンとのバトルが終了した時点で
登場するので、次のチェックよりも前に登場するこ
とになります。
【登場時】効果も、登場してすぐ、次のチェックを行
う前に発揮します。

ST9-11

1

このカードの【進化時】効果は、ジョグレス進化でな
い進化をしたときには発揮しませんか？

「相手のデジモン1体をレストさせる」の部分は、
ジョグレス進化でなくても発揮します。「次の相手
のアクティブフェイズでは、そのデジモンはアクティ
ブにならない」は、ジョグレス進化したときだけ発揮
します。

ディノビーモン



2

このカードの進化元効果は、進化元のカードの色
も数えることができるのですか？

いいえ、この進化元効果の場合は、一番上のカー
ドの持つ色だけを数えます。単色のデジモンカード
であれば、進化元のカードで別な色があっても1色
としてのみ数えます。

ST9-14

1

このカードの効果は、この効果でレストさせたデジ
モンとは別の、もともとレストしていた相手のデジモ
ンを手札に戻すことはできますか？

はい、可能です。

ST9-15 ヘルマスカレード

1

このカードの効果は、この効果でDP+2000したデジ
モンとは別のデジモンに≪貫通≫を与えることは
できますか？

はい、可能です。

メガデス



ST10
№ Ｑ Ａ
ST10-01

1

このカードの進化元効果は、このカードを進化元に
持つデジモン自身が黄のデジモンだった場合、効
果を発揮しますか？

はい、このカードを進化元に持つデジモン自身が
黄のデジモンであれば、効果を発揮します。

ST10-02

1

このカードの進化元効果は、どういう効果なのです
か？

自分のターン終了時に、このカードを進化元に持
つデジモンともう1体のデジモンで、手札の「ジョグ
レス」を持つデジモンに、相手にターンが移る前に
ジョグレス進化ができる効果となります。

2

このカードの進化元効果で、手札の「ジョグレス」を
持たないデジモンカードにジョグレス進化できます
か？

いいえ、進化条件を無視することはできないので、
「ジョグレス」を持たないデジモンカードにジョグレ
ス進化することはできません。

3

このカードの進化元効果で、手札の「ジョグレス」に
指定されていない色・Lv.のデジモンでジョグレス進
化はできますか？

いいえ、進化条件を無視することはできないので、
「ジョグレス」で指定されていない色・Lv.のデジモン
でジョグレス進化することはできません。

ST10-04

1

このカードの【登場時】効果は、登場したら必ず
デッキから3枚オープンするのですか？

はい、「オープンする」なので、可能な限り、デッキ
から3枚オープンします。

2

このカードの【登場時】効果は、デッキからオープン
したカードに黄と紫のデジモンカード1枚ずつが
あったら、その両方を必ず手札に加えなければい
けませんか？

はい、「手札に加える」なので、可能な限り、オープ
ンしたカードから条件に合うカードを手札に加えま
す。

3

このカードの進化元効果は、どういう効果なのです
か？

自分のターン終了時に、このカードを進化元に持
つデジモンともう1体のデジモンで、手札の「ジョグ
レス」を持つデジモンに、相手にターンが移る前に
ジョグレス進化ができる効果となります。

4

このカードの進化元効果で、手札の「ジョグレス」を
持たないデジモンカードにジョグレス進化できます
か？

いいえ、進化条件を無視することはできないので、
「ジョグレス」を持たないデジモンカードにジョグレ
ス進化することはできません。

ニャロモン

プロットモン

テイルモン



5

このカードの進化元効果で、手札の「ジョグレス」に
指定されていない色・Lv.のデジモンでジョグレス進
化はできますか？

いいえ、進化条件を無視することはできないので、
「ジョグレス」で指定されていない色・Lv.のデジモン
でジョグレス進化することはできません。

ST10-05

1

このカードの進化元効果は、このカードを進化元に
持つデジモン自身が紫のデジモンだった場合、効
果を発揮しますか？

はい、このカードを進化元に持つデジモン自身が
紫のデジモンであれば、効果を発揮します。

ST10-06

1

このカードの【進化時】効果は、ジョグレス進化でな
い進化をしたときには発揮しませんか？

「自分のトラッシュから、黄か紫のデジモンカード1
枚を自分のセキュリティの上に裏向きで置く」の部
分は、ジョグレス進化でなくても発揮します。「自分
のセキュリティを全て確認して、その中のLv.5以下
のデジモンカード1枚をコストを支払わずに登場で
きる」は、ジョグレス進化したときだけ発揮します。
「その後、自分のセキュリティをシャッフルする」
は、どの進化でも発揮します。

2

このカードの【お互いのターン】効果は、【セキュリ
ティ】効果でセキュリティデジモンが自分のデジモ
ンとして登場したときも効果を発揮しますか？

はい、発揮します。

3

このカードの【お互いのターン】効果は、「BT1-089
太刀川ミミ」の効果で育成エリアからバトルエリア
にデジモンが移動したときも発揮しますか？

いいえ、育成エリアからの移動は登場とはみなさ
ないので、発揮しません。

ST10-08

1

このカードの【登場時】効果は、登場したら必ず
デッキから3枚オープンするのですか？

はい、「オープンする」なので、可能な限り、デッキ
から3枚オープンします。

2

このカードの【登場時】効果は、デッキからオープン
したカードに特徴に「天使型」か「大天使型」か「堕
天使型」を持つカードがあったら、必ず手札に加え
なければいけませんか？

はい、「手札に加える」なので、可能な限り、オープ
ンしたカードから条件に合うカードを手札に加えま
す。

ST10-09

1

このカードの【セキュリティ】効果は、アタックしてき
たデジモンとのバトルで敗北しても、登場できます
か？

はい、勝敗に関係なく、バトル終了時に登場しま
す。

ウィッチモン

ツカイモン

エンジェウーモン

マスティモン



2

このカードの【登場時】効果は、このカードの【セ
キュリティ】効果で登場した時も発揮しますか？

はい、発揮します。

3

このカードの【セキュリティ】効果は、チェックによっ
てめくられてバトルした後、アタックしたデジモンが
まだセキュリティのチェックを行う場合、このデジモ
ンの効果と次のチェックはどちらが先になります
か？

アタックしたデジモンとのバトルが終了した時点で
登場するので、次のチェックよりも前に登場するこ
とになります。
【登場時】効果も、登場してすぐ、次のチェックを行
う前に発揮します。

ST10-12

1

このカードの【進化時】効果は、進化したら必ず
デッキから3枚オープンするのですか？

いいえ、「自分の手札を1枚破棄することで」なの
で、手札を破棄しないことを選択すれば、以降の効
果は発揮しません。

2

このカードの【進化時】効果は、デッキからオープン
したカードに特徴に「天使型」か「大天使型」か「堕
天使型」を持つ黄と紫のカード1枚ずつがあった
ら、必ず手札に加えなければいけませんか？

はい、「手札に加える」なので、可能な限り、オープ
ンしたカードから条件に合うカードを手札に加えま
す。

ST10-14

1

このカードの効果は、相手のデジモンをセキュリ
ティの上に置くことを選択した場合、その置いた
カードをそのまま破棄するのですか？

はい、その通りです。
セキュリティの上に置くことを選択した場合、実質
対象となったデジモンを破棄することになります。

2

このカードの効果でセキュリティに置かれたデジモ
ンは、【消滅時】効果を発揮しますか？
また、別のデジモンやテイマーの持つ「デジモンが
消滅したとき」の効果は発揮しますか？

いいえ、消滅ではないので、いずれも発揮しませ
ん。

ST10-15

1

このカードの効果は、この効果でデッキから破棄し
たカードが黄か紫のデジモンカードだったら、その
カードを手札に戻すことはできますか？

はい、可能です。
ダークネスウェーブ

レディーデビモン

カオスディグレイド


