ブースター NEW EVOLUTION【BT-01】編
№
BT1-001

Ｑ

Ａ

ピョコモン
このカードの進化元効果はセキュリティデジモンとバトルする いいえ、デジモンを対象にアタックを宣言したときだけ発揮し
ときも発揮しますか？
ます。
このカードの進化元効果は≪ブロッカー≫にブロックされて、 相手のデジモンに対してアタックを行っていた場合は、ブロッ
バトルする場合でも発揮しますか？
クされても発揮します。逆に相手プレイヤーに対してアタック
した場合は、ブロックされて相手のデジモンとのバトルになっ
ても発揮しません。

BT1-002

べビドモン
このカードの進化元効果はオプションカードの効果で≪貫通 はい、発揮します。
≫を付与している場合も発揮しますか？

BT1-003

ウパモン
このカードの進化元効果は、育成エリアに進化元を持たない いいえ、育成エリアにいるデジモンは参照されません。
相手のデジモンがいる場合でも発揮しますか？

BT1-004

ワニャモン
このカードの進化元効果は、育成エリアにいる進化元を持た いいえ、育成エリアにいるデジモンは参照しません。
ない相手のデジモンも数に含められますか？

BT1-007

タネモン
このターン、育成エリアで進化を行っていても「1回以上進化 いいえ、「育成エリア」の記述がないため、育成エリアでの行
させている場合」の条件を満たしますか？
動を参照する事でこのカードの条件を満たすことはできませ
ん。
このターン、「BT-071 ジャガモン」の効果で進化していま
はい、満たします。
す。「1回以上進化させている場合」の条件を満たしますか？

BT1-010

アグモン
このデジモンの効果で赤以外のテイマーカードを手札に加え はい、可能です。
られますか？

BT1-011

BT1-012

デッキが4枚以下のとき、このカードの効果は発揮できます
か？

はい、可能です。

このデジモンの効果で「アグモン博士」を手札に加えられま
すか？

はい、可能です。

このカードの進化元効果によるDP+2000の効果はいつまで
続きますか？

この効果を発揮した自分のターン終了時までです。

アグモン博士

ピヨモン

このカードの進化元効果が発揮してDPが上昇しました。その その時点でDP+2000の効果は失われます。
後、この進化元が破棄されました。DPはどうなりますか？
このカードの進化元効果は、相手のデジモンに対してアタッ いいえ、相手が≪ブロッカー≫の効果でブロックを宣言した
クしたときも発揮しますか？
のでなければ、発揮しません。
BT1-017

バードラモン
このカードの効果で、他の自分のデジモンに≪セキュリティ いいえ、失われません。
アタック+1≫を与えました。そのターンにこのデジモンが消滅
するなどしてバトルエリアから取り除かれてしまったら、≪セ
キュリティアタック+1≫の効果も失われますか？
このデジモンの効果は、「バードラモン」自身を対象にできま はい、可能です。
すか？

このカードの効果で、他の自分のデジモンに≪セキュリティ はい、残ります。
アタック+1≫を与えました。そのデジモンが進化した場合、与
えた効果は残りますか？
BT1-018

フレアリザモン
メモリーが3のとき、このカードの効果で≪セキュリティアタッ いいえ、メモリーが2以下になった時点で≪セキュリティアタッ
ク+1≫を得て、相手プレイヤーにアタックしました。チェックに ク+1≫が失われるので、2枚目のチェックは行えません。
より、セキュリティから「ST2-13 ハンマースパーク」がめくら
れ、セキュリティ効果によってメモリーが-2されて1になってし
まいました。この場合、2枚目のチェックは行えますか？

BT1-021

メタルグレイモン
このカードでアタックし、アタック時の効果でメモリーを+3しま はい、すでに効果は発揮しているので、ターン終了時にメモ
した。そのアタックの結果、このデジモンが消滅してしまった リーが-3されます。
ら、ターンの終了時にメモリ-を-3する効果は発揮します
か？

BT1-022

ガルダモン
このカードの進化元効果は、相手のデジモンに対してアタッ いいえ、相手が≪ブロッカー≫の効果でブロックを宣言した
クしたときも発揮しますか？
のでなければ、発揮しません。

BT1-023

スカルグレイモン
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 はい、可能です。
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？

BT1-025

ウォーグレイモン
このカードの行ったチェックで、セキュリティ効果を持つオプ セキュリティ効果が発揮しないため、そのまま破棄されます。
ションカードがめくられました。効果を発揮しなかったそのオ
プションカードはどうなりますか？

BT1-030

ゴマモン
相手のターンに、このカードを進化元に持つデジモンが消滅 はい、効果やバトルの解決後、ターンを交代します。
し、このカードの進化元効果でメモリーが自分側の1になりま
した。これによってターンが交代しますか？
このカードを進化元に持つ自分のデジモンが、≪貫通≫を持 はい、発揮します。ターンの交代は、未解決の効果をすべて
つ相手のデジモンをブロックして消滅しました。その結果メモ 解決してからとなります。
リーが+1されて自分側の1になったとき、相手の≪貫通≫の
効果は発揮しますか？

BT1-033

ルカモン
自分のターンに、進化元を持たない相手のデジモンがすべ 進化元を持たない相手のデジモンがいなくなった時点で効
て消滅しました。このカードの進化元効果はどうなります
果は失われます。
か？
このカードの進化元効果は、育成エリアに進化元を持たない いいえ、育成エリアにいるデジモンは参照されません。
相手のデジモンがいる場合でも発揮しますか？

BT1-034

イッカクモン
「進化元を持たない相手のデジモンにはブロックされない。」 この進化元効果を持つデジモンのアタックに対して、進化元
とは具体的にどういうことですか？
を持たない相手のデジモンが≪ブロッカー≫の効果を使用し
てブロックを行えないということになります。

BT1-035

レオモン
相手のターンに、このカードが消滅し、このカードの効果でメ はい、効果やバトルの解決後、ターンを交代します。
モリーが自分側の1以上になりました。これによってターンが
交代しますか？

BT1-039

ケルベロモン
このカードの効果は、アタックしてバトルやチェックをし終わっ いいえ、できません。アタック時の効果処理で手札を破棄し
た後に使用してもよいのですか？
なければアクティブにすることはできません。
このカードの効果は、アタックしたら必ず使用しなければなり いいえ、任意で発揮できます。
ませんか？
手札が2枚以下のときにこのカードの効果は使用できます
か？

BT1-040

いいえ、手札が3枚以上無い場合は、手札を破棄すること
も、このカードをアクティブにすることもできません。

ワーガルルモン
このカードでアタックし、アタック時の効果でメモリーを+3しま はい、すでに効果は発揮しているので、ターン終了時にメモ
した。そのアタックの結果、このデジモンが消滅してしまった リーが-3されます。
ら、ターンの終了時にメモリ-を-3する効果は発揮します
か？

BT1-041

ズドモン
このカードの進化元効果は、進化元を持たない相手のデジ
モン1体ごとにメモリーを+1できますか？

いいえ、進化元を持たない相手のデジモンが何体いても、メ
モリー+1だけとなります。

このカードの進化元効果は、育成エリアに進化元を持たない いいえ、育成エリアにいるデジモンは参照されません。
相手のデジモンがいる場合でも発揮しますか？
BT1-043

サーベルレオモン
このカードの効果は、進化元を持たない相手のデジモンに対 いいえ、進化元を持たない相手のデジモンに対しては、この
して使用して、そのデジモンを消滅させられますか？
進化元効果を使用しても何の効果も発揮しません。

BT1-044

メタルガルルモン
このカードの効果で、このデジモンの進化元のデジタマカー いいえ、デジタマカードはデジモンカードではないので、でき
ドをバトルエリアに登場させられますか？
ません。
アタックの宣言によってこのカードはレスト状態になります
いいえ、別のデジモンとして登場させるので、アクティブ状態
が、このカードの効果で進化元のデジモンカードを登場させ で登場します。
たら、そのデジモンもレスト状態のままですか？
このカードの効果で進化元のデジモンカードを登場させた
いいえ、別のデジモンとして登場させるので、元のデジモン
ら、それ以前にこのデジモンが受けていた効果は、登場した が受けていた効果は受けません。
デジモンにも引き継がれますか？
このカードの効果で、登場時の効果を持つデジモンカードを はい、発揮します。
デジモンとして登場させたら、その登場時の効果は発揮しま
すか？

このカードの効果で、登場時の効果を持つデジモンカードを アタック時の効果やブロックなど、アタック宣言の時点で発揮
登場させたら、その登場時の効果はどのタイミングで発揮し する効果を自分と相手のお互いがすべて解決した後、バト
ますか？
ルの解決の前に発揮します。
このカードの効果で登場したデジモンは、そのターンにアタッ いいえ、登場したターンとなるので、アタックはできません。
クできますか？
このカードの効果は、このデジモンにLv.4以下のデジモン
はい、可能な限り発揮します。
カードが進化元としてある場合、必ず発揮しなくてはなりませ
んか？
BT1-047

BT1-048

BT1-049

ティンカーモン
「BT1-056 ピーターモン」の効果で登場したこのデジモン
は、そのターンにアタックできますか？

いいえ、登場したターンとなるので、アタックはできません。

デッキが4枚以下のとき、このカードの効果は発揮できます
か？

はい、可能です。

パタモン
ラブラモン
相手のデジモンが2体以上同時に消滅したときは、2枚ドロー いいえ、同じタイミングで消滅した場合は1枚しかドローでき
できますか？
ません。
「BT2-041 シャイングレイモン」の【進化時】効果で相手のデ いいえ、「シャイングレイモン」の効果による消滅は、複数の
ジモンが2体以上同時に消滅したときは、2枚ドローできます デジモンでも同じタイミングとみなすため、1枚しかドローでき
か？
ません。
NEW
これまでは「シャイングレイモン」の【進化時】効果は、複数回
発揮した場合、別なタイミングとしていましたが、2020/12/18
より、上記のように裁定を変更いたします。

BT1-053

ダルクモン
このデジモンがレスト状態で、効果でデジモンを登場させまし はい、可能です。
た。≪1ドロー≫できますか？
育成フェイズに、育成エリアからLv.3のデジモンをバトルエリ いいえ、登場と移動は異なるため、ドローできません。
アに移動させました。このカードの効果でドローできますか？

BT1-054

ライアモン
このデジモンで相手のデジモンにアタックし、そのアタック対 バトルは行われず、他のアタック時効果などを解決した後
象をこのデジモンの効果によって、DP0にして消滅させまし で、終了となります。
た。そのアタックはどうなりますか？

このデジモンでアタックし、相手が≪ブロッカー≫を持つデジ いいえ、アタック時の効果はブロックの宣言前に解決される
モンでブロックを行いました。ブロックした相手のデジモンを、 ので、ブロック宣言がされた後でこのデジモンの効果を発揮
このデジモンの効果によって、DP0にして消滅させることはで させることはできません。
きますか？
このデジモンの効果で相手のデジモンをDP-2000した後、メ いいえ、すでに効果は発揮しているので、ターン終了時まで
モリーが2以下になってしまったら、その相手のデジモンの DP-2000は、残り続けます。
DPは元に戻るのですか？

BT1-056

ピーターモン
このカードの効果で「BT1-047 ティンカーモン」を登場させる いいえ、できません。
場合、手札とトラッシュからそれぞれ1体ずつ登場させること 手札かトラッシュのどちらかから1体しか登場させることはで
ができますか？
きません。

このカードの効果で登場したデジモンは、そのターンにアタッ いいえ、登場したターンとなるので、アタックはできません。
クできますか？

BT1-058

チィリンモン
このカードでアタックし、アタック時の効果でメモリーを+3しま はい、すでに効果は発揮しているので、ターン終了時にメモ
した。そのアタックの結果、このデジモンが消滅してしまった リーが-3されます。
ら、ターンの終了時にメモリ-を-3する効果は発揮します
か？

BT1-060

ホーリーエンジェモン
自分のセキュリティが2枚以下のとき、このカードの進化元効 3枚ごとに「+1000」であるため、セキュリティが2枚以下の場
果はどうなりますか？
合は、DPは+されません。

BT1-061

ミスティモン
このカードの効果を、相手のデジモン1体だけに発揮させるこ いいえ。可能であるなら2体に発揮してください。相手のバト
とはできますか？
ルエリアにデジモンが１体の場合のみ1体にのみ発揮できま
す。

BT1-063

BT1-066

BT1-067

セラフィモン
自分のセキュリティが6枚あるとき、このカードの効果でこの
デジモンは≪セキュリティアタック+2≫になりますか？

いいえ、セキュリティが何枚あっても、≪セキュリティアタック
+1≫だけとなります。

このカードの進化元効果で、ブロックを宣言した相手のデジ
モンをレストさせて、ブロックを無効にできますか？

ブロックの宣言よりも、アタック時効果の解決のほうが早いた
め、無効にはできません。

テントモン

パルモン
このカードの効果で緑以外のLv.4のデジモンカードを手札に はい、可能です。
加えられますか？

BT1-072

ウッドモン
このデジモンは、メモリーが2以上ないときはアタックできない いいえ、アタックできます。
のですか？
このデジモンのアタック時の効果でメモリーが相手側の1以
上に移動したとしても、そのアタックが終了するまではターン
は交代しません。

BT1-074

トゲモン
このカードの効果で緑以外のLv.5以上のデジモンカードを手 はい、可能です。
札に加えられますか？

BT1-075

デジタマモン
このカードでアタックし、アタック時の効果でメモリーを+3しま はい、すでに効果は発揮しているので、ターン終了時にメモ
した。そのアタックの結果、このデジモンが消滅してしまった リーが-3されます。
ら、ターンの終了時にメモリ-を-3する効果は発揮します
か？

BT1-076

アトラーカブテリモン
このカードの進化元効果は、レスト状態の相手のデジモンが いいえ、レスト状態の相手のデジモンが何体いても、メモリー
4体いるとき、メモリー+2されますか？
+1だけとなります。

BT1-077

オオクワモン
このカードの進化元効果は、セキュリティデジモンとのバトル いいえ、セキュリティデジモンとのバトルでは発揮しません。
でも発揮しますか？
このカードの進化元効果は、相手プレイヤーにアタックして、 はい、アタック時の対象にデジモンをとっていなくても、バトル
ブロックされたときのバトルでも発揮しますか？
で消滅した場合は発揮します。

BT1-078

ジャガモン
このカードの効果は、オープンした緑のLv.6のデジモンカード いいえ、「進化できる」ですので、進化をしなくてもよいです。
に、必ず進化しなくてはいけませんか？
このカードの効果で、緑のLv.6のデジモンカードが2枚以上 はい、好きなほうに進化できます。
オープンしました。その中から好きなカードを選んで進化でき
ますか？
このカードの効果で、緑以外のLv.6のデジモンカードがオー いいえ、できません。
プンしました。そのカードに進化できますか？
デッキが2枚以下のとき、このカードの効果は発揮できます
か？

BT1-081

はい、可能です。

ヘラクルカブテリモン
このカードの効果でメモリーを-3したとき、メモリーが相手側 はい、アタック終了後にターンを交代します。
の1以上になりました。このとき、相手のターンになります
か？
このカードのアタック終了時の効果は、アタックしたら必ず発 いいえ、任意で発揮できます。
揮しなくてはなりませんか？

BT1-082

ロゼモン
このカードの効果でレストさせるデジモンは、どちらのプレイ ターンプレイヤーではない側が選びます。
ヤーが選ぶのですか？

BT1-084

相手が、アタック時に相手のデジモン1体をレストさせる効果
を持つデジモンでアタックし、自分のアクティブ状態のこの
カードがレストしました。このとき、このカードの効果は発揮し
ますか？
このデジモンが≪ブロッカー≫を持っていてアクティブ状態
のとき、相手のデジモンがアタックしました。このデジモンで
ブロックさせてレスト状態になった場合、このカードの効果を
発揮させて相手のデジモン1体をレストさせられますか？

はい、ターンプレイヤーのアタック時効果の処理→ターンプ
レイヤーではないほうの効果処理の順で効果処理していく
為、発揮できます。

このカードにはどうやって進化するのですか？

赤のLv.6デジモンか、青のLv.6デジモンから進化コストを支
払って進化できます。

はい、可能です。

オメガモン

このカードの進化時効果は、効果で選んだ相手のデジモンも はい。選んだデジモンも、選んだデジモンと同じ名称なので
消滅させますか？
消滅します。

このカードの進化時効果で「グレイモン」を指定しました。「メ いいえ、名称が完全に一致してない場合は選んだデジモン
タルグレイモン」や「ウォーグレイモン」を消滅させることはで 以外消滅しません。
きますか？
相手のバトルエリアには「ST-09 メタルグレイモン」、「BT1- はい、カードナンバーが異なっても同じ名称のデジモンは全
021 メタルグレイモン」、「BT1-114 メタルグレイモン」がい て消滅させることができます。
ます。
このカードの進化時効果で「ST-09 メタルグレイモン」を選
びました。相手の「メタルグレイモン」全てを消滅させることは
できますか？
このカードのアタック時効果は、進化元のLv.6のデジモン
いいえ、できません。
カードを手札に戻して、このカードをアクティブにしないことは
できますか？
BT1-085

八神太一
自分のバトルエリアに、このカードと、「ST2-12 石田ヤマト」 好きな順番で処理を行えます。例として、メモリーが1でター
の両方が登場していたら、効果の解決はどうなりますか？ ンを開始したとき、このカードの処理を先に行ってメモリーを3
にした後で、「ST2-12 石田ヤマト」の効果を発揮して、メモ
リーを4以上にできます。
このカードが2体、自分のバトルエリアに登場していたら、自 はい、それぞれ効果が発揮するので、≪セキュリティアタック
分のターンに進化元を4枚以上持つ自分のデジモンは≪セ +1≫が2回かかることになり、≪セキュリティアタック+2≫に
キュリティアタック+2≫を得られますか？
なります。
このカードの効果で≪セキュリティアタック+1≫を得ていたデ その時点で失われ、2枚目のチェックは行えません。
ジモンが、相手プレイヤーにアタックし、1枚目のチェックで相
手のカードのセキュリティ効果によって進化元を破棄されて3
枚以下になってしまいました。≪セキュリティアタック+1≫は
どうなりますか？

BT1-086

石田ヤマト
自分のバトルエリアに、このカードと、「ST2-12 石田ヤマト」 好きな順番で処理を行えます。例として、メモリーが1でター
の両方が登場していたら、効果の解決はどうなりますか？ ンを開始したとき、このカードの処理を先に行ってメモリーを3
にした後で、「ST2-12 石田ヤマト」の効果を発揮して、メモ
リーを4以上にできます。
レストしているこのカードの【自分のターン開始時】効果は発 はい。発揮されます。レスト状態でも効果が失われるわけで
揮されますか？
はありません。

BT1-087

高石タケル
自分のバトルエリアに、このカードと、「ST2-12 石田ヤマト」 好きな順番で処理を行えます。例として、メモリーが1でター
の両方が登場していたら、効果の解決はどうなりますか？ ンを開始したとき、このカードの処理を先に行ってメモリーを3
にした後で、「ST2-12 石田ヤマト」の効果を発揮して、メモ
リーを4以上にできます。

BT1-088

登場時効果の「内容を全て確認し～」とはどういうことです
か？

相手には公開せず、自分だけ自分のセキュリティのカードす
べての内容を見ることができます。その後、手札に加える
カードを1枚選び、そのカードのみ相手に公開します。

登場時効果で、セキュリティから手札に加えるカードが黄の
カード以外だった場合、どうなりますか？

≪リカバリー+1《デッキ》≫を行わずにシャッフルのみを行っ
てください。

「メイン」とはどのタイミングですか？

オプションカードのメイン効果のように、メインフェイズであれ
ば好きなタイミングで発動可能です。

泉光子郎

育成エリアに緑のLv.5以上のデジモンがいる場合もメイン効 いいえ、育成エリアにいるデジモンは参照しません。
果は使えますか？
BT1-089

太刀川ミミ
自分のバトルエリアに、このカードと、「ST2-12 石田ヤマト」 好きな順番で処理を行えます。例として、メモリーが1でター
の両方が登場していたら、効果の解決はどうなりますか？ ンを開始したとき、このカードの処理を先に行ってメモリーを3
にした後で、「ST2-12 石田ヤマト」の効果を発揮して、メモ
リーを4以上にできます。
「メイン」とはどのタイミングですか？

オプションカードのメイン効果のように、メインフェイズであれ
ば好きなタイミングで発動可能です。

育成エリアに緑のLv.5以上のデジモンがいる場合もメイン効 いいえ、育成エリアにいるデジモンは参照しません。
果は使えますか？
レストしているこのカードの自分のターン開始時効果は発揮 はい、発揮されます。レスト状態でも効果がそのものが失わ
されますか？
れるわけではありません。

育成フェイズにデジタマデッキから孵化したLv.2デジモンを、 はい、アタックできます。
そのターンのメインフェイズでLv.3に進化させました。さらに
そのデジモンをこのカードの効果でバトルエリアに出した場
合、そのデジモンはすぐにアタックできますか？
BT1-092

ヌークリアレーザー
≪2ドロー≫だけ、またはDP+2000だけを発揮させることはで いいえ、可能であるなら、2ドローとDP+2000はどちらも必ず
きますか？
行ってください。

BT1-093

ブレイブトルネード
DP+2000だけ、または≪セキュリティアタック+1≫を与える効 いいえ、可能であるなら、DP+2000と≪セキュリティアタック
果だけを発揮させることはできますか？
+1≫を与える効果はどちらも必ず行ってください。

BT1-094

オブリビオンバード
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 はい、可能です。
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？

BT1-095

ブレイブシールド
このカードの効果は、アクティブ状態の自分のデジモンに対 はい、可能です。
して発揮して、そのデジモンに≪ブロッカー≫を与えることは
できますか？

BT1-099

ラブリーアタック
このカードを進化元を持たないデジモンに対して発揮したと
き、どうなりますか？

このカードの効果を使用しても何の効果も発揮しません。

BT1-100

グレイスクロスフリーザー
このカードの効果が発揮した時点では進化元を持っていな はい、アタックできるようになります。
いデジモンが、その後で進化して進化元を得た場合、アタッ
クすることができるようになりますか？

BT1-102

ホーリーエスパーダ
自分のセキュリティが1枚以下のときにこのカードを使用した 何の効果も発揮しません。
とき、どうなりますか？

BT1-104

ヘブンズリッパー
このカードを使用した後、自分のデジモンが進化しても、効
果は引き続き受けられますか？

はい、受けられます。

このカードの効果発揮後、「BT1-089 太刀川ミミ」の効果で はい、発揮します。
育成エリアからデジモンをバトルエリアに移動させました。こ
のカードの効果はそのデジモンにも発揮しますか？
このカードによって得たアタック時効果を、アタックの対象と
なった相手のデジモンに対して発揮し、ＤＰを0にして消滅さ
せました。アタックはどうなりますか？

バトルは行われず、他のアタック時効果などを解決した後
で、終了となります。

このカードによってアタック時効果を得た自分のデジモンの いいえ、アタック時の効果はブロックの宣言前に解決される
アタックを、相手が≪ブロッカー≫を持つデジモンでブロック ので、ブロック宣言がされた後でこのアタック時効果を発揮さ
を行いました。ブロックした相手のデジモンを、このアタック時 せることはできません。
効果によって、ＤＰ0にして消滅させることはできますか？

このカードのを使用した後で登場したデジモンは、このカード はい、受けられます。
の効果を受けられますか？

このカードを2枚使用した場合、自分のデジモンは相手のデ はい、発揮できます。
ジモン1体のDPを-2000する効果を、1回のアタックで2回発
揮できますか？
BT1-105

ブラストファイア
「元々のDP」とは、どういう意味ですか？

そのカードに書かれているDPの数値です。このカードの効果
は、対象のデジモンのカードに書かれているDPの数値を、
一時的に3000として扱うようにします。

このカードの効果で、相手のデジモンの元のDPを3000にし はい、DPが0になったので消滅します。
ました。その後、「ST3-11 セラフィモン」の効果で、その相手
のデジモンをDPを-4000しました。対象のデジモンはDP0に
なって消滅しますか？
このカードの効果によって元々のDPが3000になったデジモ
ンに対し、「ST1-13 シャドーウィング」を使用したら、
DP+3000されてDP6000になりますか？

はい、DPを増減する効果は通常通り発揮しますので、
DP6000になります。

そのデジモン自身をDP+1000する効果を持つデジモンに対し いいえ、元々のDPが3000になり、そこに効果による+1000が
てこのカードの効果を発揮させたら、DP3000になりますか？ 加わるので、DP4000となります。

このカードの効果の対象になったデジモンが進化した場合、 進化を行っても、カードに書かれたDPは3000として扱うの
DPはどうなりますか？
で、ターン終了時まではDP3000のままとなります。
BT1-107

改心の波動
自分のセキュリティが1枚のときに、≪セキュリティアタック+1 はい、続けて≪リカバリー+1《デッキ》≫で増えたセキュリティ
≫を持つ相手のデジモンがプレイヤーにアタックして、この をチェックします。
カードがチェックされました。セキュリティ効果によって≪リカ
バリー+1《デッキ》≫が発揮し、0枚だったセキュリティが1枚
になりましたが、このとき、続けてチェックを行うのですか？

BT1-109

スマッシュポテト
このカードの効果は、進化コスト3のLv.6デジモンに進化する いいえ、進化コスト0として進化を行ってください。進化コスト
とき、コストを-4すると進化コスト-1になるので、メモリーを+1 はマイナスにはならず、0が最低となります。
して進化させるのですか？

BT1-110

BT1-111

このカードの効果発揮後、育成エリアで進化させる場合も、
コストは下がりますか？

いいえ、下がりません。「育成エリア」の記述がないので、育
成エリアのデジモンの進化では、この効果は発揮できませ
ん。

このカードのセキュリティ効果は、オプションカードなどの効
果で≪ブロッカー≫を得ている相手のデジモンはレストさせ
られますか？

いいえ、オプションカードの効果などによって≪ブロッカー≫
を得ている場合もレストできません。

フラウカノン

ギガブラスター
このカードの効果は、相手のデジモン1体とDP5000以下のデ いいえ、DPに関係なく相手のデジモン1体をレストするか、
ジモン2体をレストさせることができるのですか？
DP5000以下の相手のデジモン2体をレストさせるかのどちら
かを選んで行います。
このカードの効果は、DP5000以下の相手のデジモン1体だ
けをレストさせることはできますか？

BT1-112

はい、相手のデジモン１体をレストさせる効果を選択して発
揮させることで可能です。

ディメンションシザー
このカードの効果を受けたデジモンが相手のデジモンをバト はい、この効果に回数はないため、レストしている相手のデ
ルで消滅させるたびに何回でもアクティブにできますか？
ジモンをバトルで消滅させ続ける限りアクティブにできます。
このカードの効果を受けたデジモンが、相手のセキュリティ いいえ、セキュリティデジモンとのバトルでは発揮しません。
デジモンをバトルで消滅させたときもアクティブになります
か？
このカードの効果を受けたデジモンが、相手プレイヤーにア はい、ブロックされた場合でも、バトルで相手のデジモンを消
タックし、ブロックされました。ブロックしたデジモンをバトルで 滅させれば、アクティブになります。
消滅させた場合もアクティブになりますか？
このカードの効果を受けたデジモンがアタックし、バトルして いいえ、バトルしているデジモン以外を消滅させてもアクティ
いる相手のデジモン以外のデジモンを、何らかの効果で消 ブにすることはできません。
滅させました。このとき、アタックした自分のデジモンをアク
ティブにできますか？

BT1-113

フォービドゥンテンプテイション
このカードの効果の対象になったデジモンが進化しました。
アタックやブロックすることはできますか？

いいえ、できません。

このカードのセキュリティ効果は、レスト状態の相手のテイ
いいえ、デジモンのみを対象にしているため、テイマーはアク
マーもアクティブフェイズにアクティブにならないようにするの ティブになります。
ですか？
BT1-114

メタルグレイモン
このデジモンは、メモリーが5以上ないときはアタックできない いいえ、アタックできます。
のですか？
このデジモンのアタック時の効果でメモリーが相手側の1以
上に移動したとしても、そのアタックが終了するまではターン
は交代しません。

BT1-115

ブイドラモン
このカードのアタック時効果は、青以外のテイマーがいるとき はい、青以外のテイマーでも効果を発揮します。
でも効果を発揮しますか？
このカードの進化元効果は青の自分のテイマーが2体いる場 いいえ、青のテイマーが何体いてもDP+1000だけとなりま
合、自分のターンに、このカードはDP+2000されますか？
す。

