
デジモンTCG　FAQ　カード個別編

Ex1
№ Ｑ Ａ
EX1-001 アグモン

1

このカードの進化元効果でオープンしたカードの中
に、テイマーカードと名称に「アグモン」を含むデジ
モンカードがそれぞれあったとき、その両方を手札
に加えられますか？

いいえ、この進化元効果で手札に加えられるの
は、いずれか1枚だけです。

2

このカードの進化元効果で、赤以外のテイマー
カードや名称に「アグモン」を含むデジモンカードを
手札に加えられますか？

はい、可能です。

EX1-002 ピヨモン

1

このカードを進化元に持つデジモンが相手プレイ
ヤーにアタックし、相手のデジモンにブロックされま
した。この場合、このカードの効果は発揮します
か？

はい、発揮します。
【アタック時】効果は、相手のブロックの宣言よりも
先に効果を発揮します。

EX1-003 バードラモン

1

このカードを進化元に持つデジモンが相手プレイ
ヤーにアタックし、相手のデジモンにブロックされま
した。この場合、このカードの効果は発揮します
か？

はい、発揮します。
【アタック時】効果は、相手のブロックの宣言よりも
先に効果を発揮します。

EX1-004 グレイモン

1

このカードの進化元効果で、「八神太一&石田ヤマ
ト」などカード名に「八神太一」を含むカードを登場
させられますか？

いいえ、このカードの進化元効果は、カード名が
「八神太一」のカードのみ条件を満たします。

EX1-005 ティラノモン

1

「ST4-03 テントモン」等の効果でこのカードがデッ
キからオープンされた時、緑のデジモンとして手札
に加える事が出来ますか？

いいえ、「デッキの上からオープンする」効果でこ
のカードがめくられた場合は、このカードの効果は
発揮しないので、緑のデジモンカードとしては扱わ
ず、手札に加えることはできません。

2

バトルエリアのこのデジモンから、進化条件が
「緑・Lv.4」のデジモンに進化できますか？

はい、自分のターンであれば、可能です。

3

育成エリアのこのデジモンから、進化条件が「緑・
Lv.4」のデジモンに進化できますか？

いいえ、育成エリアではこのデジモンの効果は発
揮しないので、緑のデジモンとしては扱わず、進化
条件が「緑・Lv.4」のデジモンには進化できませ
ん。



EX1-006 ガルダモン

1

このカードを進化元に持つデジモンが相手プレイ
ヤーにアタックし、相手のデジモンにブロックされま
した。この場合、このカードの効果は発揮します
か？

はい、発揮します。
【アタック時】効果は、相手のブロックの宣言よりも
先に効果を発揮します。

EX1-008 メタルグレイモン

1

他のカードの効果で≪セキュリティアタック+1≫を
得ていて、さらにこのカードの進化元効果で≪貫
通≫を得ているデジモンがいます。デジモンにア
タックして≪貫通≫の効果で相手のセキュリティを
チェックしたとき、最初にめくられたカードの【セ
キュリティ】効果で≪退化1≫を受け、一番上の
カードが破棄されて、特徴に「マシーン型」「竜人
型」のいずれもないデジモンになりました。
この場合、≪貫通≫は失われて、2枚目のチェック
は行わないのでしょうか？

いいえ、すでに≪貫通≫は発揮しているので、続
けてチェックを行います。

2

このデジモンが相手プレイヤーにアタックし、相手
のデジモンにブロックされました。この場合、この
カードの効果は発揮しますか？

はい、発揮します。
【アタック時】効果は、相手のブロックの宣言よりも
先に効果を発揮します。

EX1-009 ウォーグレイモン

1

このデジモンが相手プレイヤーにアタックし、相手
のデジモンにブロックされました。この場合、この
カードの効果は発揮しますか？

はい、発揮します。
【アタック時】効果は、相手のブロックの宣言よりも
先に効果を発揮します。

2

オプションカードなどの効果によって≪ブロッカー
≫を得ている相手のデジモンを、このカードの効果
で消滅させることはできますか？

はい、可能です。

EX1-010 ホウオウモン

1

このデジモンが相手プレイヤーにアタックし、相手
のデジモンにブロックされました。この場合、この
カードの効果は発揮しますか？

はい、発揮します。
【アタック時】効果は、相手のブロックの宣言よりも
先に効果を発揮します。

EX1-011 ガブモン

1

このカードの進化元効果でオープンしたカードの中
に、テイマーカードと名称に「ガブモン」を含むデジ
モンカードがそれぞれあったとき、その両方を手札
に加えられますか？

いいえ、この進化元効果で手札に加えられるの
は、いずれか1枚だけです。

2

このカードの進化元効果で、青以外のテイマー
カードや名称に「ガブモン」を含むデジモンカードを
手札に加えられますか？

はい、可能です。



EX1-013 ブイモン

1

自分のターンのメインフェイズに、「デジモンをアク
ティブにする」効果を、アクティブ状態のこのカード
を進化元に持つデジモンに発揮させた場合、この
カードの進化元効果は発揮しますか？

いいえ、アクティブ状態の時に「デジモンをアクティ
ブにする」効果を受けても、このカードの進化元効
果は発揮しません。

EX1-019 パイルドラモン

1

このカードの進化元効果の「このデジモンはブロッ
クされない。」とは具体的にどういうことですか？

この進化元効果が発揮している自分のデジモンの
アタックに対して、相手のデジモンが≪ブロッカー
≫の効果を発揮してアタックの対象を変更できな
いということです。

2

このカードを進化元に持つ、名称に「インペリアル
ドラモン」を含む自分のデジモンは、レスト状態の
相手のデジモンに対してアタックすることはできま
すか？

はい、可能です。

3

このカードを進化元に持つ、名称に「インペリアル
ドラモン」を含む相手のデジモンがアタックしてきた
とき、ブロックはできなくても、≪ブロッカー≫を持
つ自分のデジモンを≪ブロッカー≫の発揮を宣言
してレストさせることはできますか？

はい、可能です。

EX1-021 メタルガルルモン

1

このカードの【進化時】効果が発揮したとき、手札
が5枚あったら、メモリーはいくつプラスされます
か？

メモリー+1となります。

2

このカードの【アタック時】効果は、進化元に【消滅
時】効果を持つ、またはオプションカードの効果で
【消滅時】効果を得ている相手のデジモンを対象に
できますか？

はい、可能です。

EX1-022 インペリアルドラモン：ドラゴンモード

1

このカードの【自分のターン】効果は、例えば進化
元に青のカードが4枚あった場合、青が4つあると
してDP+4000されるのでしょうか？

いいえ、4枚青のカードがあっても、色は青1色のた
め、DP+1000となります。
「色1色ごとに」ですので、進化元に同じ色のカード
は何枚あっても、1色としてのみ数えます。

EX1-026 テイルモン

1

このカードの進化元効果で相手のデジモンをDP-
2000した後、同じターン内に自分のセキュリティが
2枚以下になってしまいました。この場合、このカー
ドの進化元効果によるDP-2000は失われるので
しょうか？

いいえ、このカードの進化元効果が発揮した時点
でセキュリティが3枚以上だったのであれば、その
後セキュリティの枚数が2枚以下になっても、この
ターンの間は効果は失われません。



EX1-027 レオモン

1

セキュリティが4枚あるときに相手のデジモンのア
タックでチェックされ、このカードがめくられました。
その場合、このカードの【セキュリティ】効果で≪リ
カバリー+1《デッキ》≫は発揮しますか？

はい、このカードがめくられたことによってセキュリ
ティが3枚になっているため、発揮します。

EX1-028 エンジェモン

1

このカードの進化元効果でDP+1000した後、同じ
ターン内に自分のセキュリティが2枚以下になって
しまいました。この場合、このカードの進化元効果
によるDP+1000は失われるのでしょうか？

いいえ、このカードの進化元効果が発揮した時点
でセキュリティが3枚以上だったのであれば、その
後セキュリティの枚数が2枚以下になっても、次の
相手のターン終了時までは効果は失われません。

EX1-029 ホーリーエンジェモン

1

このカードを進化元に持つ自分のデジモンがいる
とき、自分が「BT1-087　高石タケル」の効果で、セ
キュリティから黄のカードを手札にし、≪リカバリー
+1《デッキ》≫によってセキュリティが1枚増えまし
た。結果的にセキュリティの枚数は変化していませ
んが、このカードの進化元効果でメモリー+1はでき
ますか？

はい、セキュリティが≪リカバリー+1《デッキ》≫で1
回増えているので、メモリー+1されます。

2

このカードの効果でDP+4000した後、同じターン内
に自分のセキュリティが2枚以下になってしまいま
した。この場合、このカードの効果によるDP+4000
は失われるのでしょうか？

いいえ、このカードの効果が発揮した時点でセキュ
リティが3枚以上だったのであれば、その後セキュ
リティの枚数が2枚以下になっても、次の相手の
ターン終了時までは効果は失われません。

EX1-030 エンジェウーモン

1

このカードの【アタック時】効果は、このデジモンの
アタックが終了し、別なデジモンがプレイヤーにア
タックしたときも、相手のセキュリティデジモンのDP
が-3000されるのですか？

はい、「このターンの間」で対象が「相手のセキュリ
ティデジモン全て」の効果なので、ターン終了時ま
で、相手のセキュリティからめくられたセキュリティ
デジモンが全てDP-3000されます。

2

このカードの【アタック時】効果で相手のデジモン1
体と相手のセキュリティデジモン全てのDPを-3000
した後、同じターン内に自分のセキュリティが2枚
以下になってしまいました。この場合、このカード
の効果によるDP-3000は失われるのでしょうか？

いいえ、このカードの効果が発揮した時点でセキュ
リティが3枚以上だったのであれば、その後セキュ
リティの枚数が2枚以下になっても、このターンの
間は効果は失われません。

EX1-032 ホーリードラモン

1

このカードにアクティブ状態で進化した場合、【進
化時】効果を発揮して、自分のセキュリティを1枚破
棄することはできますか？

はい、可能です。

EX1-033 テントモン

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進化するときだけ、進化コスト
-1するのですか？

いいえ、他の自分のデジモンが進化するときも、条
件に合っていれば進化コスト-1します。



2

このカードの進化元効果が発揮してから、「昆虫
型」「古代昆虫型」を持たないデジモンカードの進
化をしたら、この進化元効果はその時点で無効に
なりますか？

いいえ、同じターン内であれば、次に特徴に「昆虫
型」か「古代昆虫型」を持つデジモンカードに進化
するときまで、効果は続きます。

3

このカードを進化元に持つデジモンが、同じターン
に何らかの効果で2回以上アタックしたとき、進化
コスト-1の効果も累積しますか？

はい、このターンの間であればアタックした回数だ
け進化コスト-1されます。
ただし、特徴に「昆虫型」か「古代昆虫型」を持つデ
ジモンカードに進化した場合は、累積した分も全て
効果はリセットされます。

4

このカードの進化元効果は、育成エリアでの進化
も進化コスト-1できますか？

いいえ、育成エリアでの進化は、この効果による進
化コストのマイナスは適用されません。

5

このカードの進化元効果は、バトルエリアにいる特
徴に「昆虫型」か「古代昆虫型」を持つ自分のデジ
モンが進化するときに進化コストを-1するのです
か？

いいえ、自分のデジモンが手札の「昆虫型」か「古
代昆虫型」を持つデジモンカードに進化するときに
進化コストを-1します。

EX1-035 カブテリモン

1

このカードの【アタック時】効果で進化したとき、そ
のデジモンが【アタック時】効果を持っていたら、そ
の効果は発揮しますか？

いいえ、すでに【アタック時】効果が誘発するタイミ
ングは過ぎていますので、発揮しません。

2

このカードの【アタック時】効果で進化したとき、進
化コストを支払ったことでメモリーが相手側の1以
上になってしまいました。そのアタックはどうなりま
すか？

アタックはそのまま継続します。アタックが終了す
るまで、ターンは交代しません。

EX1-038 スティングモン

1

他のカードの効果で≪セキュリティアタック+1≫を
得て、さらにこのカードの進化元効果で≪貫通≫
を得ているデジモンがいます。デジモンにアタック
して≪貫通≫の効果で相手のセキュリティをチェッ
クしたとき、最初にめくられたカードの【セキュリ
ティ】効果で≪退化1≫を受け、一番上のカードが
破棄されて、名称に「インペリアルドラモン」を含
む・特徴に「フリー」を持つ、のいずれでもないデジ
モンになりました。
この場合、≪貫通≫は失われて、2枚目のチェック
は行わないのでしょうか？

いいえ、すでに≪貫通≫は発揮しているので、続
けてチェックを行います。

EX1-040 アトラーカブテリモン

1

このカードの【アタック時】効果で進化したとき、進
化コストを支払ったことで、メモリーが相手の1以上
になってしまいました。アタックはどうなりますか？

アタックは継続します。まだターンは交代しませ
ん。
アタックが終了し、それによって誘発した効果がす
べて発揮した後にメモリーがまだ相手の1以上に
なっていたら、ターンを交代します。



2

自分の「EX1-035　カブテリモン」でアタックし、【ア
タック時】効果でこのカードに進化しました。続けて
このカードの【アタック時】効果で、さらに進化する
ことはできますか？

いいえ、すでに【アタック時】効果が誘発するタイミ
ングは過ぎていますので、できません。

3

このカードの【アタック時】効果は、アタックしたとき
に手札に特徴に「昆虫型」か「古代昆虫型」を持つ
デジモンカードがある場合、必ず進化しなくてはな
りませんか？

いいえ、「進化できる」なので、必ずしも進化しなく
ても構いません。

4

このカードの【アタック時】効果は、進化条件を無視
して手札の特徴に「昆虫型」か「古代昆虫型」を持
つデジモンカードに進化させられますか？

いいえ、進化条件は無視できません。

EX1-043 ヘラクルカブテリモン

1

このデジモンの効果は、このデジモン自身が相手
のデジモンをバトルで消滅させたときだけ、このデ
ジモンがアクティブになるのですか？

いいえ、このデジモンだけでなく、特徴に「昆虫型」
か「古代昆虫型」を持つ他の自分のデジモンがバ
トルで相手のデジモンを消滅させても、このデジモ
ンがアクティブになります。

EX1-044 ケラモン

1

「このデジモンと同じ名称のデジモン」とは、カード
名が「ケラモン」のデジモンのことを指すのです
か？

いいえ、このカードの名称ではなく、このカードを進
化元に持つ、進化先のデジモンの名称です。

EX1-046 クリサリモン

1

「このデジモンと同じ名称のデジモン」とは、カード
名が「クリサリモン」のデジモンのことを指すのです
か？

いいえ、このカードの名称ではなく、このカードを進
化元に持つ、進化先のデジモンの名称です。

EX1-048 アンドロモン

1

このカードの【進化時】の効果は、進化したときに
あえて発揮しないことはできますか？

はい、「オープンできる」なので発揮しないこともで
きます。
ただし、一度デッキからカードをオープンした場合、
それ以降の効果は可能な限り行わなくてはなりま
せん。

EX1-049 メタルティラノモン

1

このカードの【進化時】の効果は、進化したときに
あえて発揮しないことはできますか？

はい、「オープンできる」なので発揮しないこともで
きます。
ただし、一度デッキからカードをオープンした場合、
それ以降の効果は可能な限り行わなくてはなりま
せん。



EX1-050 メタルマメモン

1

このカードの【進化時】の効果は、進化したときに
あえて発揮しないことはできますか？

はい、「オープンできる」なので発揮しないこともで
きます。
ただし、一度デッキからカードをオープンした場合、
それ以降の効果は可能な限り行わなくてはなりま
せん。

EX1-051 インフェルモン

1

このカードの【相手のターン】効果は、育成エリアで
相手のデジモンがLv.5以上のデジモンに進化した
時も発揮しますか？

いいえ、育成エリアのデジモンはこの効果の対象
にはなりません。

2

「このデジモンと同じ名称のデジモン」とは、カード
名が「インフェルモン」のデジモンのことを指すので
すか？

いいえ、このカードの名称ではなく、このカードを進
化元に持つ、進化先のデジモンの名称です。

3

相手が、相手のデジモンをLv.5以上に進化させま
したが、そのデジモンの【進化時】効果によって、こ
のデジモンが消滅させられました。この場合、この
デジモンの【相手のターン】効果でメモリーを+1でき
ますか？

いいえ、このデジモンの効果が発揮する前に消滅
させられてしまうので、できません。

EX1-052 エテモン

1

このデジモンが育成エリアにいるときに、手札の名
称に「エテモン」を含むデジモンカードに進化した
ら、進化コスト-1されますか？

いいえ、育成エリアではこの効果は発揮しません。

EX1-055 バクモン

1

1つの効果で相手のデジモン2体が同時に消滅し
た場合、このカードの進化元効果で2枚ドローでき
ますか？

いいえ、一度に何体消滅しても、このカードの進化
元効果でドローできる枚数は1ターンに1枚までとな
ります。

EX1-056 ピコデビモン

1

このデジモンは、名称に「ヴァンデモン」を含む自
分のデジモンがいないとき、プレイヤーに対してア
タックできますか？

はい、プレイヤーへのアタックは可能です。

2

このデジモンが、名称に「ヴァンデモン」を含む自
分のデジモンがいないときにプレイヤーに対してア
タックし、相手のデジモンにブロックされた場合、ど
うなりますか？

このカードの【自分のターン】効果は、アタックの対
象に相手のデジモンを指定できないという効果で
すので、ブロックされた場合は通常通りのバトルを
行います。



EX1-058 デビモン

1

このカードの進化元効果は、このカード自身を対
象にして手札に戻すことはできますか？

はい、可能です。

2

このカードの進化元効果は、発揮したときは必ずト
ラッシュからLv.4以下のデジモンカード1枚を手札
に戻さなくてはなりませんか？

はい、必ず手札に戻してください。

EX1-060 レディーデビモン

1

このカードの【進化時】の効果は、進化したときに
あえて発揮しないことはできますか？

はい、「破棄できる」なので発揮しないこともできま
す。

EX1-061 ヴァンデモン

1

このデジモンが育成エリアにいるときに、手札の名
称に「ヴァンデモン」を含むデジモンカードに進化し
たら、進化コスト-1されますか？

いいえ、育成エリアではこの効果は発揮しません。

EX1-062 スカルグレイモン

1

このデジモンでプレイヤーにアタックし、セキュリ
ティから「BT2-105　ヘルズグレネード」がめくられ
て、このデジモンが≪退化1≫を受け、このカード
が破棄されました。この場合、このカードの【アタッ
ク終了時】効果は発揮しますか？

いいえ、アタックが終了する前にこのカードがいな
くなってしまうため、【アタック終了時】の効果は発
揮しません。

2

このカードの【消滅時】効果で、トラッシュにある「ア
グモン博士」や「アグモン-勇気の絆-」を登場させ
られますか？

いいえ、このカードの【消滅時】効果は、カード名が
「アグモン」のカードのみ登場させられます。

EX1-063 ヴェノムヴァンデモン

1

このカードの【アタック時】効果で、トラッシュから進
化元効果に≪道連れ≫を持つ紫のLv.4以下のデ
ジモンカードを登場させることはできますか？

いいえ、できません。

EX1-064 ピエモン

1

このデジモンの【登場時】効果で相手のデジモン4
体を消滅させた場合、【自分のターン】効果によっ
て4枚ドロー出来るのですか？

いいえ、同時に何体消滅させたとしても、このカー
ドの【自分のターン】効果でドローできるのはターン
に1枚までです。



EX1-065 ディアボロモン

1

バトルエリアに、自分のこのデジモンと「ディアボロ
モン」トークンがいます。相手のデジモンがアタック
して、【アタック時】効果でこのデジモンが消滅した
場合、「ディアボロモン」トークンはそのアタックに
対して≪ブロッカー≫を発揮してブロックできます
か？

いいえ、【アタック時】効果で「ディアボロモン」が消
滅したのであれば、リアクションの時点ではすでに
「ディアボロモン」トークンは≪ブロッカー≫を失っ
ているため、できません。

2

このカードの【セキュリティ】効果は、アタックしてき
た相手のデジモンとのバトルで敗北しても、バトル
終了時にトークンを登場させられますか？

はい、チェックでめくられた時点で【セキュリティ】効
果は発揮しているので、バトルの勝敗に関係なく
トークンを登場させられます。

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
ンの効果によるトークンの登場と次のチェックの、
どちらが先になりますか？

トークンの登場が先になります。【セキュリティ】効
果やバトルによって誘発した効果などの発揮をす
べて行ってから、次のチェックを行います。

EX1-066 アナログの少年

1

進化元を持つLv.5以上の自分のデジモンが消滅し
たとき、自分の育成エリアが空いていなくても、こ
のカードの【お互いのターン】効果で、このテイマー
をレストさせてメモリー+1の効果のみ発揮すること
はできますか？

はい、可能です。

EX1-068 アイスウォール‼

1

このカードを使用したら、相手のデジモンがアタッ
クするたびにメモリーが-2されてしまうのでしょう
か？

相手から見てメモリー-2なので、このカードを使用
したプレイヤーにとっては、相手のデジモンがア
タックするたびにメモリー+2されることになります。

2

このカードを使用した、次の相手のターンに新たに
登場したり、育成エリアから移動したデジモンは、
このカードの効果によって「【アタック時】メモリーを
-2する。」の効果を持ちますか？

はい、「相手のデジモン全て」の効果なので、この
カードを使用した後からバトルエリアに出たデジモ
ンもこのカードの効果を受けます。

3

このカードを使用した次の相手のターン、相手のデ
ジモンが≪進撃≫の効果で、メモリーが自分側の1
以上にある状態でアタックしました。この場合、メモ
リーは自分から見て+2されますか？

はい、メモリーが自分側の1以上でも、≪進撃≫に
よるアタック中はまだ相手のターンなため、この
カードによって与えられた効果は有効となり、自分
から見てメモリー+2されることになります。

EX1-071 しょうりつ60％！

1

このカードを使用した後に、赤のデジモンから白の
デジモンカードに進化するとき、このカードの効果
で破棄する「進化するデジモンと同じ色のデジモン
カード」とは赤のデジモンカードと白のデジモンカー
ドのどちらになりますか？

赤のデジモンカードとなります。
このカードの効果で破棄するカードは、バトルエリ
アにいる、これから進化する自分のデジモンと同じ
色のデジモンカードです。



2

育成エリアにいるデジモンを進化させるときに、こ
のカードの効果で進化コスト-4できますか？

いいえ、育成エリアのデジモンに対して、この効果
で進化コストをマイナスすることはできません。

3

このカードを使用したターン、バトルエリアの青の
デジモンが「このデジモンの色は赤としても扱う」効
果を持っていた場合、手札の赤のデジモンカードを
破棄して、そのデジモンが進化するときの進化コス
ト-4することはできますか？

はい、可能です。

4

このカードを使用した後に、「BT7-085　神原拓也」
の【メイン】効果を発揮しました。このカードの効果
で手札から破棄した「特徴：ハイブリッド体」持つ
カードを、「神原拓也」の効果でテイマーの下に置く
カードに含めることはできますか？

いいえ、できません。
このカードの効果で手札を破棄するのは、実際に
進化を行うときになります。「BT7-085　神原拓也」
は「自分のトラッシュから、特徴に「ハイブリッド体」
を持つカード5枚を好きな順番でこのテイマーの下
に置く」を行うことで進化ができるようになるため、
先にカードを5枚テイマーの下に置いてから進化を
宣言し、このカードの効果で手札のカードを破棄し
ます。

NEW

5

複数の色を持つデジモンから進化をするときに、こ
のカードの効果で進化コストをマイナスする場合、
破棄するカードはどの色のカードになりますか？

進化するデジモンが持つ色のいずれかと同じ色の
カードを破棄します。
例えば、青・緑のデジモンから進化する場合、青か
緑を持つカードを破棄します。

NEW

6

ジョグレス進化をするときに、このカードの効果で
進化コストをマイナスできますか？
またできる場合、破棄するカードはどの色のカード
になりますか？

はい、可能です。
その場合、進化するデジモンが持つ色のいずれか
と同じ色のカードを破棄します。
例えば、青のデジモンと緑のデジモンでジョグレス
進化する場合、青か緑を持つカードを破棄します。 NEW

EX1-072 プログラム緊急停止！

1

このカードを使用した後、プレイヤーにアタックし
て、セキュリティから【セキュリティ】効果を持つオプ
ションカードがめくられた場合、そのカードは効果
を発揮しますか？

はい、チェックでめくられたオプションカードの【セ
キュリティ】効果は、オプションカードの使用とはみ
なさないので、通常通り発揮します。

2

相手がこのカードを使用した次の自分のターンで、
バトルエリアに置かれていた≪ディレイ≫を持つオ
プションカードの≪ディレイ≫を発揮させることはで
きますか？

はい、すでにバトルエリアに置かれているオプショ
ンカードの≪ディレイ≫の発揮は、オプションカード
の使用とはみなさないので、通常通り発揮します。

EX1-073 ムゲンドラモン

1

このカードの【登場時】効果で進化元に置くカード
の条件がよくわかりません。

・自分の手札かトラッシュにあるカード
・特徴に「サイボーグ型」を持つカード
・赤か黒のデジモンカード
・Lv.5のデジモンカード
上記の条件をすべて満たし、かつカードナンバー
がすべて異なるカードを進化元に置くことができま
す。



2

このカードが消滅するとき、進化元にLv.5のデジモ
ンカードが2枚以上あっても、あえて進化元を破棄
せずに消滅することを選ぶことはできますか？

はい、「破棄することで」の効果なので、破棄しない
ことを選択することが可能です。


