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ピックモン
このカードの進化元効果は、このカードが進化元 はい、このカードを進化元にしているデジモン自身
になっているデジモン自身を1体として数に含めら も数に含みます。
れますか？

BT5-006

ギギモン
このカードを進化元に持つデジモンと、別な自分の いいえ、このカードの進化元効果が発揮する前
デジモンが、相手の使用した1つの効果で同時に に、DP0によって消滅が決定しているので、できま
DP0になりました。このとき、このカードの進化元に せん。
持つデジモンをこのカードの進化元効果で
DP+2000して、DP0による消滅を防ぐことはできま
すか？

BT5-007

アグモン
このカードの効果は、オープンした3枚のカードの いいえ、名称に「グレイモン」を含むデジモンカード
中に、名称に「グレイモン」を含むデジモンカードと と名称に「オメガモン」を含むデジモンカードのどち
名称に「オメガモン」を含むデジモンカードが両方 らかしかなかったときでも、手札に加えます。
ないと手札に加えられないのですか？

BT5-008

ガオスモン
このカードの「支払う進化コストをマイナスできな
い」は、どういう効果ですか？

≪吸収進化≫や「BT3-103 秘めたる力の発
現！！」のような、「支払う進化コストを-xする」効
果が無効になるという効果です。
相手はこれらの効果を発揮しても、支払う進化コス
トをマイナスすることができず、カードに記述されて
いる通りの進化コストを支払わなければ、進化でき
ません。

相手側にこのデジモンがいるとき、自分は手札の いいえ、できません。
カードの持つ≪吸収進化≫を発揮して、進化コスト
をマイナスすることはできますか？

相手側にこのデジモンがいるとき、「BT2-111 ベ
ルゼブモン」のように、「進化条件を無視して進化
コストxで進化できる。」効果は発揮できますか？

BT5-009

はい、「BT2-111 ベルゼブモン」の効果は進化コ
ストをマイナスする効果ではなく、進化条件を無視
して特定の数値の進化コストで進化させる効果で
すので、発揮できます。

シャウトモン
このカードの効果は、オープンした5枚のカードの いいえ、名称に「シャウトモン」を含むデジモンカー
中に、名称に「シャウトモン」を含むデジモンカード ドと≪進撃≫を持つデジモンカードのどちらかしか
と≪進撃≫を持つデジモンカードが両方ないと手 なかったときでも、手札に加えます。
札に加えられないのですか？

このカードの効果は、オープンした5枚のカードの
中に、「BT5-019 シャウトモンDX」が2枚あったと
き、それら2枚とも手札に入れることはできます
か？

BT5-014

はい、「BT5-019 シャウトモンDX」は名称に「シャ
ウトモン」を含み、かつ≪進撃≫を持つカードです
ので、「名称に「シャウトモン」を含むデジモンカード
と≪進撃≫を持つデジモンカード1枚ずつ」として、
2枚とも手札に入れることができます。

オメガシャウトモン
育成エリアの「シャウトモン」からこのカードに進化 いいえ、育成エリアにある「シャウトモン」からはこ
はできますか？
のカードの効果で進化することはできません。

このカードの進化元効果は、≪進撃≫によるアタッ いいえ、このカードを進化元に持つデジモンが≪
クでなければ、≪セキュリティアタック+1≫を得られ 進撃≫を持っているのであれば、≪進撃≫の効果
ないのですか？
によるアタックでなくても、≪セキュリティアタック+1
≫を得ます。

NEW

BT5-018

ドルビックモン
このデジモンがアタックし、【アタック時】効果で手 同じターンであれば効果は残り続けるため、合計
札からDP3000の赤のデジモンカード1枚を破棄し でDP+4000となります。
てDP+3000しました。同じターン内に何らかの効果
でもう一度アタックしたとき、再度手札からDP1000
の赤のデジモンカードを破棄したら、最終的にこの
カードは、合計DP+4000されるのでしょうか、それと
も後から破棄したカードの+1000だけに変更される
のでしょうか？

BT5-019

シャウトモンDX
Lv.5のデジモンからこのデジモンに進化したとき、 はい、可能です。
進化元の1番上に、手札から赤のLv.4以下、もしく
はLv.7のデジモンカードを置くことはできますか？

このデジモンの【進化時】効果で、進化元の1番上 Lv.3のデジモンになります。その下にあった進化元
に、Lv.3のデジモンカードを置きました。その後、こ のカードはそのまま重ねられたままとなり、進化元
のデジモンが≪退化1≫の効果を受けてこのカー 効果も発揮できます。
ドが破棄された場合、デジモンはどうなりますか？

このデジモンの【進化時】効果で、進化元の1番上
に、Lv.3のデジモンカードを置きました。その後、こ
のデジモンが≪退化2≫の効果を受けたとき、どの
ように処理されますか？

≪退化≫の効果でこのカードが破棄されてLv.3の
デジモンになります。≪退化≫はLv.3のデジモンに
対してはそれ以上破棄できないので、そこで≪退
化≫は終了となります。その下にあった進化元の
カードはそのまま重ねられたままとなり、進化元効
果も発揮できます。

このカードは【進化時】効果を2つ持っていますが、
≪進撃≫を先に解決した場合、アタックを終えた後
に、もうひとつの【進化時】効果を解決するのです
か？

いいえ、先に≪進撃≫を解決した場合、アタックの
宣言とデジモンのレストは行いますが、実際のア
タックは他の【進化時】効果を発揮した後に行いま
す。

このカードの【進化時】効果で、「BT5-017 ジーク はい、「ジークグレイモン」の進化元効果でアクティ
グレイモン」を進化元の一番上に置きました。その ブ状態のデジモンにアタックすることができます。
後、≪進撃≫の効果を発揮してアタックをする場
合、「ジークグレイモン」の進化元効果でアクティブ
状態の相手のデジモンにアタックできますか？

BT5-020

ガブモン
このカードの効果は、オープンした3枚のカードの いいえ、名称に「ガルルモン」を含むデジモンカード
中に、名称に「ガルルモン」を含むデジモンカードと と名称に「オメガモン」を含むデジモンカードのどち
名称に「オメガモン」を含むデジモンカードが両方 らかしかなかったときでも、手札に加えます。
ないと手札に加えられないのですか？

BT5-021

シャコモン
このカードの「支払う進化コストをマイナスできな
い」は、どういう効果ですか？

≪吸収進化≫や「BT3-103 秘めたる力の発
現！！」のような、「支払う進化コストを-xする」効
果が無効になるという効果です。
相手はこれらの効果を発揮しても、支払う進化コス
トをマイナスすることができず、カードに記述されて
いる通りの進化コストを支払わなければ、進化でき
ません。

相手側にこのデジモンがいるとき、自分は手札の いいえ、できません。
カードの持つ≪吸収進化≫を発揮して、進化コスト
をマイナスすることはできますか？

相手側にこのデジモンがいるとき、「BT2-111 ベ
ルゼブモン」のように、「進化条件を無視して進化
コストxで進化できる。」効果は発揮できますか？

はい、「BT2-111 ベルゼブモン」の効果は進化コ
ストをマイナスする効果ではなく、進化条件を無視
して特定の数値の進化コストで進化させる効果で
すので、発揮できます。

BT5-022

ブルコモン
このカードの進化元効果は、相手のデジモンを手 いいえ、デジモンを手札に戻す効果では、進化元
札に戻したとき、メモリーを+1できますか？
を破棄したとはみなしませんので、メモリー+1はさ
れません。

このカードの進化元効果は、相手のデジモン2体の いいえ、同時に複数の相手のデジモンの進化元を
進化元を同時に破棄したとき、メモリーを+2できま 破棄したとしても、この効果では1ターンにメモリー
すか？
+1までしかされません。

BT5-030

ネプトゥーンモン
このデジモンが何らかの効果で≪ブロッカー≫を
得ていたとき、相手のデジモンのアタックに対し
て、このデジモンの≪ブロッカー≫を発揮したら、
どうなりますか？

通常通りアタックの対象がこのデジモンに変更さ
れてバトルを行います。
このカードの効果は、「相手はこのデジモンをア
タックの対象に指定できない」というもので、このデ
ジモンが≪ブロッカー≫を発揮してアタックの対象
をこのデジモンに変更させることは可能です。

「BT4-090 カオスモン」の【進化時】効果で、相手 いいえ、できません。
のこのデジモンに対してアタックできますか？

自分にこのデジモンがアクティブ状態でいるとき、 はい、可能です。その場合、このデジモンに対して
相手が「BT4-075 ブラストモン」でアタックを行い アタックされたのと同じようにバトルを行います。
ました。「ブラストモン」の効果で、アタックの対象を
このデジモンに変更できますか？

BT5-032

ヘクセブラウモン
進化元のない相手のデジモンがいないときにこの はい、このカードの【アタック時】効果で進化元のな
デジモンでアタックしました。このカードの【アタック い相手のデジモンができた場合でも、≪ジャミング
時】効果で相手のデジモンの進化元を破棄したこ ≫の効果を得ます。
とで、進化元のない相手のデジモンができたので
すが、そのアタックで≪ジャミング≫の効果を発揮
できますか？

相手にこのデジモンがいるとき、≪セキュリティア いいえ、すでにアタックの宣言を行った後で進化元
タック+1≫を持つ自分のデジモンが相手プレイ
がなくなってしまっても、このカードの効果ではア
ヤーにアタックして、セキュリティから「BT1-101 ネ タックは中断されません。
イルクラッシャー」がめくられました。【セキュリティ】
効果によってアタックしたデジモンの進化元がなく
なってしまったのですが、アタックはその時点で中
断されてしまうのでしょうか？

BT5-033

≪セキュリティアタック+1≫を持つこのデジモンで
相手プレイヤーにアタックして、セキュリティから登
場する【セキュリティ】効果を持ったデジモンカード
がめくられました。これによって進化元を持たない
相手のデジモンがバトルエリアに出た場合、次の
チェックからこのデジモンは≪ジャミング≫を得ら
れますか？

いいえ、すでにこのカードの【アタック時】の効果は
解決が終わっているため、その後で進化元を持た
ない相手のデジモンが登場しても、≪ジャミング≫
は得られません。

このカードの「支払う進化コストをマイナスできな
い」は、どういう効果ですか？

≪吸収進化≫や「BT3-103 秘めたる力の発
現！！」のような、「支払う進化コストを-xする」効
果が無効になるという効果です。
相手はこれらの効果を発揮しても、支払う進化コス
トをマイナスすることができず、カードに記述されて
いる通りの進化コストを支払わなければ、進化でき
ません。

キュートモン

相手側にこのデジモンがいるとき、自分は手札の いいえ、できません。
カードの持つ≪吸収進化≫を発揮して、進化コスト
をマイナスすることはできますか？

相手側にこのデジモンがいるとき、「BT2-111 ベ
ルゼブモン」のように、「進化条件を無視して進化
コストxで進化できる。」効果は発揮できますか？

はい、「BT2-111 ベルゼブモン」の効果は進化コ
ストをマイナスする効果ではなく、進化条件を無視
して特定の数値の進化コストで進化させる効果で
すので、発揮できます。

BT5-035

スターモンズ
このカードの効果は、このデジモン自身を1体と数 はい、このデジモン自身も数に含みます。
えることはできますか？

このカードの効果は、自分のデジモンが2体いると いいえ、できません。対象は相手のデジモン1体の
き、相手のデジモン2体をそれぞれDP-1000ずつす みです。
ることはできますか？

このデジモンを登場させた後、同じターンにまた別 いいえ、すでに【登場時】の効果は発揮済みのた
のデジモンを登場させました。自分のデジモンが め、できません。
増えたことで、さらに相手のデジモンをDP-1000で
きますか？

BT5-037

グラディモン
このカードの効果の「内容を全て確認し～」とはど 相手には公開せず、自分だけ自分のセキュリティ
ういうことですか？
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。

このカードの効果で、セキュリティに手札に加えら ≪リカバリー+1《デッキ》≫を行わずにシャッフルの
れるカードがなかったときは、どうなりますか？
みを行ってください。

BT5-038

キュウビモン
相手のセキュリティをチェックしてめくられたセキュ いいえ、セキュリティデジモンのDPが0になっても、
リティデジモンが、自分のこのカードの進化元効果 チェックしたデジモンとのバトルは行われます。
によってDP0になりました。この場合、チェックした
デジモンとバトルを行わずに消滅するのですか？

このカードの進化元効果によってDP0になったセ
キュリティデジモンが【セキュリティ】効果を持って
いた場合、どうなりますか？

【セキュリティ】効果は、通常通り発揮します。

このカードの進化元効果によってDPをマイナスさ いいえ、登場した時点でセキュリティデジモンでは
れたセキュリティデジモンが、その【セキュリティ】 なくなっているので、このカードによるDPのマイナ
効果で登場した場合、そのデジモンはDPをマイナ スは受けなくなります。
スされたままになりますか？

BT5-041

タオモン
相手のセキュリティをチェックしてめくられたセキュ いいえ、セキュリティデジモンのDPが0になっても、
リティデジモンが、自分のこのカードの進化元効果 チェックしたデジモンとのバトルは行われます。
によってDP0になりました。この場合、チェックした
デジモンとバトルを行わずに消滅するのですか？

このカードの進化元効果によってDP0になったセ
キュリティデジモンが【セキュリティ】効果を持って
いた場合、どうなりますか？

【セキュリティ】効果は、通常通り発揮します。

このカードの進化元効果によってDPをマイナスさ いいえ、登場した時点でセキュリティデジモンでは
れたセキュリティデジモンが、その【セキュリティ】 なくなっているので、このカードによるDPのマイナ
効果で登場した場合、そのデジモンはDPをマイナ スは受けなくなります。
スされたままになりますか？

BT5-044

サクヤモン
このカードの【相手のターン】効果は、育成フェイズ はい、育成フェイズでの移動でも発揮します。
に相手がデジモンを育成エリアからバトルエリアに
移動させたときも発揮するのですか？

相手のセキュリティをチェックしてめくられたセキュ いいえ、セキュリティデジモンのDPが0になっても、
リティデジモンが、自分のこのカードの【自分の
チェックしたデジモンとのバトルは行われます。
ターン】効果によってDP0になりました。この場合、
チェックしたデジモンとバトルを行わずに消滅する
のですか？

このカードの【自分のターン】効果によってDP0に 【セキュリティ】効果は、通常通り発揮します。
なったセキュリティデジモンが【セキュリティ】効果を
持っていた場合、どうなりますか？

このカードの【自分のターン】効果によってDPをマ いいえ、登場した時点でセキュリティデジモンでは
イナスされたセキュリティデジモンが、その【セキュ なくなっているので、このカードによるDPのマイナ
リティ】効果で登場した場合、そのデジモンはDPを スは受けなくなります。
マイナスされたままになりますか？

BT5-047

パルモン
このカードの効果で、消滅したこのカード自身を、 はい、可能です。
緑の自分のデジモン1体の進化元の1番下に置くこ
とはできますか？

BT5-059

ケラモン
このカードの効果は、オープンした5枚のカードの いいえ、特徴に「種族不明」を持つデジモンカード
中に、特徴に「種族不明」を持つデジモンカードと と「真田アラタ」のどちらかしかなかったときでも、
「真田アラタ」が両方ないと手札に加えられないの 手札に加えます。
ですか？

BT5-060

モニタモン
このカードの【登場時】の効果で、デッキの一番上 確認したカードは、伏せてデッキの一番上に戻しま
のカードを確認した後、そのカードはどうするので す。
すか？

BT5-063

クリサリモン
このカードの進化元効果で≪速攻≫を得たデジモ はい、名称が変わったことで≪速攻≫が失われて
ンが進化して別な名称に変わった場合、そのデジ しまうため、アタックできなくなります。
モンは登場したターンにアタックができなくなります
か？

BT5-065

シェイドモン
このカードの効果で登場したデジモンは、バトルエ いいえ、この効果によって登場した時点から、通常
リアでもセキュリティデジモンとして扱われるので のデジモンとして扱います。
すか？

このカードのセキュリティ効果は、アタックしてきた はい、勝敗に関係なく、バトル終了時に登場しま
デジモンとのバトルで敗北しても、登場できます
す。
か？

このカードの【セキュリティ】効果は、チェックによっ アタックしたデジモンとのバトルが終了した時点で
てめくられてバトルした後、アタックしたデジモンが 登場するので、次のチェックよりも前に登場するこ
まだセキュリティのチェックを行う場合、このデジモ とになります。
ンの登場と次のチェックはどちらが先になります
か？

BT5-067

インフェルモン
育成エリアの「ケラモン」からこのカードに進化はで いいえ、育成エリアにある「ケラモン」からはこの
きますか？
カードの効果で進化することはできません。

BT5-070

BT5-071

BT5-072

「トークン」とは何ですか？

効果によって登場する、デジモンやテイマーとして
扱われる特殊なカードのことです。このカードの効
果では、名称が「ディアボロモン」のデジモンとして
扱うトークンを登場させることができます。
トークンに関しての詳しいルールは、ルールマニュ
アルをご確認ください。

このカードの≪デジバースト≫の効果の、「登場コ
スト6以下の相手のデジモン1体を消滅させる。こ
の効果で相手のデジモンが消滅しなかったとき」
は、どういう意味ですか？

≪デジバースト≫を発揮した時点で、コスト6以下
の相手のデジモンがいなかったり、または効果に
よって消滅しないデジモンしかいなかったなど、
「登場コスト6以下の相手のデジモン1体を消滅さ
せる」の効果で消滅させる相手のデジモンが存在
しなかったときを指します。

コスト6以下の相手のデジモンがいるとき、この
カードの≪デジバースト≫を発揮して、あえて相手
のデジモンを消滅させないことで、相手のセキュリ
ティを上から1枚破棄できますか？

いいえ、このカードの≪デジバースト≫を使用し、
コスト6以下の相手のデジモンがいるのであれば、
必ずそのデジモンを対象に効果を発揮させてくだ
さい。適切な対象がいる状態で対象を選択しない
ということはできません。

コスト6以下の、「相手の効果では消滅しない」効果
を持つデジモンと、そうでないデジモンがそれぞれ
いるとき、このカードの≪デジバースト≫を発揮し
て、わざと「相手の効果では消滅しない」効果を持
つデジモンを対象にして消滅させないことで、相手
のセキュリティを上から1枚破棄できますか？

はい、コスト6以下の相手のデジモンであれば対象
として選べるので、わざと「相手の効果では消滅し
ない」効果を持つデジモンを選んで消滅に失敗す
ることは可能です。

このデジモンが相手の効果でDP0にされ、消滅し
ました。このカードの【消滅時】効果は発揮します
か？

いいえ、デジモンのDPが0になって消滅すること
は、ルールによるものでカードの効果ではないの
で、効果で消滅したとはみなしません。

メタルガルルモン

ギルモン

ニセアグモン博士
このカードの効果は、【消滅時】の進化元効果を持 いいえ、この効果では【消滅時】の進化元効果を持
つLv.3のデジモンカードも、トラッシュから手札に戻 つLv.3のデジモンカードは手札に戻せません。
せますか？

BT5-082

タクティモン
他の自分のデジモンがいるとき、このカードの効果 はい、その通りです。
は、3つの効果から好きなものを選べるのですか？

他の自分のデジモンがいないとき、このカードの3 このカードのプレイヤーが順番を選ぶことができま
つの効果は、どの順番で発揮するのですか？
す。

BT5-084

ディアボロモン
「トークン」とは何ですか？

BT5-085

効果によって登場する、デジモンやテイマーとして
扱われる特殊なカードのことです。このカードの効
果では、名称が「ディアボロモン」のデジモンとして
扱うトークンを登場させることができます。
トークンに関しての詳しいルールは、ルールマニュ
アルをご確認ください。

アーマゲモン
このカードを登場させるとき、自分の「ディアボロモ はい、可能です。
ン」トークンを消滅させて、登場コスト-12すること
はできますか？

BT5-086

BT5-087

オメガモン
このカードに進化したとき、≪進撃≫の効果を先に
発揮してアタックし、「このデジモンをアクティブに
する」効果でこのデジモンをアクティブにすることは
できますか？

はい、≪進撃≫の効果を先に発揮した場合、ア
タックの宣言とデジモンをレストさせることはその
時点で行うので、その後に「このデジモンをアクティ
ブにする」効果を発揮することで、このデジモン自
身をアクティブにできます。なお、アタックは同時誘
発した他の効果をすべて発揮した後に行います。

このデジモンが消滅するとき、このカードの【お互
いのターン】効果を発揮してバトルエリアにこのデ
ジモンを残しました。その場合、他のデジモンの持
つ「デジモンが消滅したとき」の効果は発揮できま
すか？

いいえ、このカードの【お互いのターン】効果は、こ
のデジモンが消滅や、手札、デッキに戻る効果を
無効にするというものですので、消滅したとはみな
されません。

オメガモン ズワルト
このカードの【進化時】効果は、この効果で破棄し はい、もともとトラッシュにあった黒か紫の登場コス
たカードでなくても、自分のトラッシュにある黒か紫 ト8以下のデジモンカードでも登場させることができ
の登場コスト8以下のデジモンカード2枚をコストを ます。
支払わずに登場できますか？

BT5-089

泉光子郎&太刀川ミミ
レスト状態の相手のデジモンが、≪再起動≫に
はい、発揮します。
よって自分のターンのアクティブフェイズでアクティ 【自分のターン開始時】の効果は、アクティブフェイ
ブになる場合、このカードの【自分のターン開始
ズよりも前に発揮します。
時】効果は発揮しますか？

このカードの【自分のターン】効果は、緑のLv.5の いいえ、「進化できる」ですので、進化をしなくても
自分のデジモンがアタックしてオープンした緑の
構いません。
Lv.6のデジモンカードに、必ず進化しなくてはいけ
ませんか？

このカードの【自分のターン】効果で、緑のLv.6の
デジモンカードが2枚以上オープンしました。その
中から好きなカードを選んで進化できますか？

はい、好きなほうに進化できます。

このカードの【自分のターン】効果で、緑のLv.5の
デジモンがアタックして進化したとき、進化ボーナ
スによるドローは行いますか？

はい、行います。

このカードの【自分のターン】効果で、緑以外の
Lv.6のデジモンカードがオープンしました。その
カードに進化できますか？

いいえ、できません。

このテイマーが2体いるとき、緑のLv.5デジモンで
アタックしました。そのとき、テイマーを2体ともレス
トさせて、デッキから6枚まとめてカードをオープン
し、その中から進化するカードを選ぶことはできま
すか？

1回のアタックでこのカードの効果を2体分発揮す
ることは可能ですが、カードの効果を2つ同時に発
揮することはできないため、1体ずつ発揮させま
す。
まずこのテイマーの1体目の効果を発揮させ、デッ
キから3枚オープンしたカードの中から、アタックし
たデジモンを進化させるかどうかを選びます。その
後、結果を見てから、続けてこのテイマー2体目の
効果を発揮させるかどうかを決めてください。
なお、もし1体目の効果でオープンしたカードに進
化していた場合、2体目の効果でオープンしたカー
ドは、進化条件に従って、Lv.6から進化できる緑の
Lv.6のカード（「BT5-056 ラフレシモン」など）でな
ければ進化はできません。

このカードの【自分のターン】効果でLv.6のデジモ
ンに進化したとき、そのデジモンが【進化時】効果
を持っていたら、どのタイミングで発揮しますか？

進化ボーナスのドローが終わった直後に発揮しま
す。他の【アタック時】や「自分のデジモンがアタッ
クしたとき」の効果があっても、【進化時】の効果が
新たに誘発した効果として、先に発揮します。

このカードの【自分のターン】効果でLv.6のデジモ いいえ、すでに【アタック時】効果が発揮するタイミ
ンに進化したとき、そのデジモンが【アタック時】効 ングは過ぎていますので、発揮しません。
果を持っていたら、その効果は発揮しますか？

BT5-090

真田アラタ
「トークン」とは何ですか？

BT5-091

効果によって登場する、デジモンやテイマーとして
扱われる特殊なカードのことです。このカードの効
果では、名称が「ディアボロモン」のデジモンとして
扱うトークンを登場させることができます。
トークンに関しての詳しいルールは、ルールマニュ
アルをご確認ください。

相羽タクミ
このカードの【お互いのターン】の効果は、自分の はい、自分のデジモンにも効果を与えます。
Lv.3デジモンにも「【アタック時】メモリーを-1する。」
の効果を与えるのですか？

このテイマーが2体いるとき、Lv.3デジモンがアタッ はい、それぞれの効果が別々に発揮するので、合
クしたら、メモリー-2されるのですか？
計でメモリー-2されます。

BT5-094

ラウディロッカー
このカードの効果で、テイマーカードから進化した はい、可能です。
自分のデジモンに、手札の赤のLv.4以下のデジモ
ンカードを進化元の一番下に置くことはできます
か？

このカードの効果で、テイマーカードから進化した
自分のデジモンの進化元の一番下にデジモンカー
ドを置きました。そのカードが≪退化≫によってテ
イマーカードになった場合、その下の進化元の
カードはどうなりますか？

BT5-097

重ねられたままとなりますが、デジモンでなくなっ
たことで、進化元効果は発揮しなくなります。後に
再びデジモンに進化した場合は、進化元効果も通
常通り発揮するようになります。

アブソリュートブラスト
このカードの効果は、進化元を破棄するデジモンと はい、可能です。
手札に戻すデジモンを、それぞれ別々に選択でき
ますか？

BT5-099

スパイラルマスカレード
自分のデジモンが2体いるとき、このカードの効果 はい、可能です。
で相手のデジモン1体にDP-3000の効果を2回発
揮してDP-6000することはできますか？

NEW

BT5-101

実はキミ……飛べないの？
Lv.7の相手のデジモンがいて、相手のセキュリティ いいえ、その場合は相手のセキュリティのカードを
が0枚のときにこのカードを使用したら、ゲームに 破棄できないだけで、ゲームに勝利はできませ
勝利できますか？
ん。

BT5-103

熱く激しきメタルの嵐！！
相手のこのカードの【セキュリティ】効果が発揮した はい、相手のデジモンへのアタックは可能なので、
後、≪貫通≫を持つデジモンで相手のデジモンに ≪貫通≫の効果によってチェックすることは可能で
アタックしてバトルで消滅させた場合、相手のセ
す。
キュリティをチェックできますか？

BT5-104

カタストロフィーカノン
相手に≪退化2≫の対象となるデジモンがいない はい、可能です。
とき、このカードを使用して、「ディアボロモン」トー
クン1体を出すことはできますか？

自分のバトルエリアに「ディアボロモン」トークンだ はい、可能です。
けがあるとき、このカードを使用して、新たに「ディ
アボロモン」トークン1体を出すことはできますか？

BT5-105

アルティメットフレア
相手に≪退化3≫の対象となるデジモンがいない はい、可能です。
とき、このカードを使用して、登場コスト3以下の相
手のデジモン全てを消滅させることはできます
か？

BT5-107

ヤミよりの復活！！
このカードの効果で、「BT5-081 カオスデュークモ いいえ、すでに消滅した後で登場することになるの
ン」など、「他の自分のデジモンが消滅したとき」の で、できません。
効果を持つデジモンを登場させた場合、このカード
の効果で消滅させた紫の自分のデジモンを「他の
自分のデジモンが消滅したとき」とみなして、その
デジモンの効果を発揮させることはできますか？

BT5-108

壱の太刀
このカードの効果は、Lv.4とLv.5のアクティブ状態 いいえ、Lv.4とLv.5のアクティブ状態の相手のデジ
の相手のデジモンが両方いなければ、効果を発揮 モンのどちらか片方しかいないときでも、効果を発
しないのですか？
揮します。

BT5-110

オールデリート
このカードの効果は、自分のデジモンとテイマーも はい、その通りです。
すべて消滅するのですか？

BT5-111

オメガモンX抗体
育成エリアの名称に「オメガモン」を含むデジモン
からこのカードに進化はできますか？

いいえ、育成エリアにある名称に「オメガモン」を含
むデジモンからはこのカードの効果で進化すること
はできません。

このデジモンで相手のデジモンにアタックし、【ア アタックの対象がいなくなったことにより、バトルは
タック時】効果で、アタック対象の相手のデジモンを 行われず終了します。
消滅させました。この場合、アタックはどうなります
か？

このデジモンで相手のデジモンにアタックし、【ア いいえ、バトルで相手のデジモンを消滅させたので
タック時】効果で、アタック対象の相手のデジモンを はないので、≪貫通≫は発揮しません。
消滅させました。このとき、このデジモンが≪貫通
≫を持っていたら、相手のセキュリティをチェックで
きますか？

相手のこのデジモンが自分のデジモンにアタック
し、【アタック時】効果で、アタック対象の自分のデ
ジモンが消滅しました。この場合、そのアタックに
対して、別の≪ブロッカー≫を持つデジモンでブ
ロックはできますか？

はい、可能です。その場合はブロックを行ったデジ
モンとこのデジモンでバトルになります。

このカードの【相手のターン】効果で、相手のデジ いいえ、この効果はリアクションでの発揮となるた
モンがアタックしたとき、【アタック時】効果を発揮さ め、【アタック時】効果を発揮し終わった後での発
せる前にアタックを終了させることはできますか？ 揮となるので、できません。

相手のデジモンの【アタック時】効果で、【消滅時】 はい、【消滅時】効果は消滅した直後に発揮するの
効果を持つ自分のデジモンが消滅させられまし
で、このカードの【相手のターン】効果よりも先に発
た。それからこのカードの【相手のターン】効果でア 揮します。
タックを終了させた場合、その【消滅時】効果は発
揮しますか？

このカードの【相手のターン】効果で、相手のデジ はい、可能です。
モンがアタックしたとき、自分の「BT1-082 ロゼモ
ン」の持つ効果を発揮させてからアタックを終了さ
せることはできますか？

相手のデジモンがアタックしたとき、バトルでDPを いいえ、すでにバトルが解決した後ではリアクショ
比べた後でこのカードの【相手のターン】効果を発 ンでの効果の発揮のタイミングが過ぎてしまってい
揮して、その時点でアタックを終了させることはで るので、この効果の発揮はできません。
きますか？

このカードの【相手のターン】効果を使用したら、そ いいえ、アタックは行われているため、【アタック
もそもアタックしなかった扱いになるのですか？
時】効果などは通常通り発揮します。

BT5-112

オメガモン ズワルトDEFEAT
このカードの【セキュリティ】効果の「バトルを行わ
ずに」とは、どういうことですか？

このカードは、チェックによってセキュリティデジモ
ンとしてめくられても、アタックしたデジモンとのバト
ルを行わずに、バトルエリアに登場する効果となり
ます。もしアタックしたデジモンのDPがこのカードよ
り低かったとしても、バトルをしないためアタックし
たデジモンは消滅しません。

このカードがセキュリティからチェックによってめく このデジモンが登場した後で、続けてチェックを行
られたとき、アタックしたデジモンが≪セキュリティ います。
アタック+≫の効果でまだチェックできる場合はどう
なりますか？

このカードの【進化時】効果で、テイマーから進化し いいえ、できません。
た相手のデジモンを消滅させられますか？

