
総合ルール付録 A：ルーラー一覧 
最終更新：2022 年 03 月 31 日 

A-1 アプレンティス 

LIFE：12 ATK：4 STK：3 

デッキ構築条件： 

デッキ枚数：50 

所属軍上限：2 

同名カード上限：4 

レジェンドカード上限：2 

デッキレベル上限：50 

カウンター上限：16 

領域数：攻撃ゾーン 2、守備ゾーン 1、セットゾーン 3。手札領域は存在しない。 

ゲーム開始時の処理：なし。 

ターン開始時の処理：2ドライブする。召喚権は無制限。 

ゲーム中の能力：君がカードをプレイする際、そのコストとして求められるカードのレベル分のエナジーの支払い
（14-3b-6a）は求められない。 

 

B-2 バーサーカー 

LIFE：12 ATK：5 STK：4 

デッキ構築条件： 

デッキ枚数：50  

所属軍上限：2 

同名カード上限：4 

レジェンドカード上限：3 

デッキレベル上限：120 

カウンター上限：16 

領域数：攻撃ゾーン 2、守備ゾーン 1、セットゾーン 1。手札領域は存在しない。 

ゲーム開始時の処理：なし。 

ターン開始時の処理：1ドライブする。召喚権は無制限。 

ゲーム中の能力：君がカードをプレイする際、そのコストとして求められるカードのレベル分のエナジーの支払い
（14-3b-6a）は求められない。 

 

C-3 センチュリオン 

LIFE：12 ATK：4 STK：3 

デッキ構築条件： 

デッキ枚数：50 



ユニットカードの所属軍上限：無制限 

ユニットカード以外の所属軍上限：1 

ユニットカードの属性制限：属性を 1つ選択する。デッキ内の全てのユニットカードに、選択した属性が含まれてい
なければならない。（選択した属性を持たないユニットカードはデッキに入れられない。） 

ユニットカード以外の属性制限：無制限 

同名カード上限：4 

レジェンドカード上限：2 

デッキレベル上限：50 

カウンター上限：16 

領域数：攻撃ゾーン 2、守備ゾーン 1、セットゾーン 3。手札領域は存在しない。 

ゲーム開始時の処理：なし。 

ターン開始時の処理：2ドライブする。召喚権は無制限。 

ゲーム中の能力：君がカードをプレイする際、そのコストとして求められるカードのレベル分のエナジーの支払い
（14-3b-6a）は求められない。 

 

D‐4 ドレッドノート 

LIFE：11 ATK：4 STK：3 

デッキ構築条件： 

デッキ枚数：50 

所属軍上限：2 

同名カード上限：4 

レジェンドカード上限：2 

デッキレベル上限：60 

カウンター上限：16 

領域数：攻撃ゾーン 2、守備ゾーン 1、セットゾーン 1。手札領域は存在しない。 

ゲーム開始時の処理：なし。 

ターン開始時の処理：1ドライブする。召喚権は無制限。 

ゲーム中の能力：君がカードをプレイする際、そのコストとして求められるカードのレベル分のエナジーの支払い
（14-3b-6a）は求められない。 

■このルーラーが攻撃する際、君は１ドライブする。 

 

H-8 ハイランダー 

LIFE：12 ATK：4 STK：3 

デッキ構築条件： 

デッキ枚数：50 

所属軍上限：3 

同名カード上限：1 

レジェンドカード上限：3 

デッキレベル上限：50 



カウンター上限：20 

領域数：攻撃ゾーン 2、守備ゾーン 1、セットゾーン 3。手札領域は存在しない。 

ゲーム開始時の処理：なし。 

ターン開始時の処理：2ドライブする。召喚権は無制限。 

ゲーム中の能力：君がカードをプレイする際、そのコストとして求められるカードのレベル分のエナジーの支払い
（14-3b-6a）は求められない。 

 

K-11 ナイト 

LIFE：11 ATK：3 STK：3 

デッキ構築条件： 

デッキ枚数：50 

所属軍上限：2 

同名カード上限：4 

レジェンドカード上限：2 

デッキレベル上限：無制限 

カウンター上限：16 

デッキとは別にエナジーカードを 3枚用意する。 

領域数：攻撃ゾーン 2、守備ゾーン 1、セットゾーン 3。 

ゲーム開始時の処理：デッキとは別に準備したエナジーカード 3枚をエナジーゾーンにアクト状態で置く。デッキか
らカードを 4枚引く。 

ターン開始時の処理：自身のエナジーゾーンのカードを 2枚アクトする。カードを 2枚引く。召喚権は 2。 

ゲーム中の能力：なし。 

 

L-12 レギオン 

LIFE：11 ATK：3 STK：3 

デッキ構築条件： 

デッキ枚数：50 

所属軍上限：3 

同名カード上限：1 

レジェンドカード上限：3 

デッキレベル上限：無制限 

カウンター上限：20 

デッキとは別にエナジーカードを 3枚用意する。 

領域数：攻撃ゾーン 2、守備ゾーン 1、セットゾーン 3。 

ゲーム開始時の処理：デッキとは別に準備したエナジーカード 3枚をエナジーゾーンにアクト状態で置く。デッキか
らカードを 3枚引く。 

ターン開始時の処理：自身のエナジーゾーンのカードを 2枚アクトする。カードを 2枚引く。召喚権は 2。 

ゲーム中の能力：なし。 



 

O-15 オーバーロード 

LIFE：11 ATK：4 STK：3 

デッキ構築条件： 

デッキ枚数：50 

所属軍上限：2 

同名カード上限：4 

レジェンドカード上限：2 

デッキレベル上限：60 

カウンター上限：16 

デッキとは別にエナジーカードを 3枚用意する。 

領域数：攻撃ゾーン 2、守備ゾーン 1、セットゾーン 2。 

ゲーム開始時の処理：デッキとは別に準備したエナジーカード 3枚をエナジーゾーンにアクト状態で置く。デッキか
らカードを 3枚引く。 

ターン開始時の処理：自身のエナジーゾーンのカードを 3枚アクトする。カードを 2枚引く。召喚権は 2。 

ゲーム中の能力： 

■ 君がカードをプレイする際、コストとして支払うエナジー数を決定した後、その部分の内容を実行するのではな
くコストとして 1エナジーを支払う。 

■ 君のエナジーは、君のターン開始時の処理以外ではアクトできない。 

■ 君は相手のターン中、【オープンカード】を持つ、あるいは【CNT】能力によりプレイされるものを除き、イベン
トカードをプレイできない。 

 

T‐20 トリックスター 

LIFE：14 ATK：3 STK：3 

デッキ構築条件： 
デッキ枚数：50 

所属軍上限：2 

同名カード上限：4 

レジェンドカード上限：2 

デッキレベル上限：無制限 

カウンター上限：16 

デッキとは別にエナジーカードを 2枚用意する。 

領域数：攻撃ゾーン 2、守備ゾーン 1、セットゾーン 2。 

ゲーム開始時の処理：デッキとは別に準備したエナジーカード 2枚をエナジーゾーンにアクト状態で置く。デッキか
らカードを 3枚引く。 

ターン開始時の処理：自身のエナジーゾーンのカードを 2枚アクトする。カードを 2枚引く。召喚権は 2。 

ゲーム中の能力： 

■ このルーラーが攻撃する際、君は１ダメージを受ける。 



■ 君が２以上の戦闘ダメージを受けた時、戦闘終了時、手札から【CNT】を持つレベル２以下のカードを１枚選ん
で捨ててよい。そうしたなら、そのカードの【CNT】を使う。 

■ 君の墓地から【CNT】を持つカードがデッキに戻る時、代わりにそのカードをゲームから除外する。 

 

V-22 ヴァンキッシャー 

LIFE：11 ATK：3 STK：3 

デッキ構築条件： 

デッキ枚数：50 

ユニットカードの所属軍上限：無制限 

ユニットカード以外の所属軍上限：1 

ユニットカードの属性制限：属性を 1つ選択する。デッキ内の全てのユニットカードに、選択した属性が含まれてい
なければならない。（選択した属性を持たないユニットカードはデッキに入れられない。） 

ユニットカード以外の属性制限：無制限 

同名カード上限：4 

レジェンドカード上限：2 

デッキレベル上限：無制限 

カウンター上限：16 

デッキとは別にエナジーカードを 3枚用意する。 

領域数：攻撃ゾーン 2、守備ゾーン 1、セットゾーン 3。 

ゲーム開始時の処理：デッキとは別に準備したエナジーカード 3枚をエナジーゾーンにアクト状態で置く。デッキか
らカードを 4枚引く。 

ターン開始時の処理：自身のエナジーゾーンのカードを 2枚アクトする。カードを 2枚引く。召喚権は 2。 

ゲーム中の能力：なし。 

 

W-23 ウィザード 

LIFE：10 ATK：2 STK：2 

デッキ構築条件： 

デッキ枚数：50 

所属軍上限：2 

同名カード上限：4 

レジェンドカード上限：2 

デッキレベル上限：無制限 

カウンター上限：16 

デッキとは別にエナジーカードを 3枚用意する。 

領域数：攻撃ゾーン 2、守備ゾーン 1、セットゾーン 3。 

ゲーム開始時の処理：デッキとは別に準備したエナジーカード 3枚をエナジーゾーンにアクト状態で置く。デッキか
らカードを 3枚引く。 

ターン開始時の処理：自身のエナジーゾーンのカードを 2枚アクトする。カードを 2枚引く。召喚権は 2。 



ゲーム中の能力： 
■「エナジーリペア」 君のターン終了時、このカードとエナジー1枚をアクトする。 

■相手のターン、エナジーゾーンのカードをレストする事を求められる際に、エナジーカード 1枚をレストするので
はなく、代わりにこのカードをレストすることを選んでもよい。 

 

アナザールーラー ジャンケンジャンキー 

LIFE：11 ATK：4 STK：3 

デッキ構築条件： 
デッキ枚数：50 

所属軍上限：2 

同名カード上限：テキストに「ジャンケン」を含むカードは 6、それ以外は 4 

レジェンドカード上限：2 

デッキレベル上限：40 

カウンター上限：16 

領域数：攻撃ゾーン 2、守備ゾーン 1、セットゾーン 3。手札領域は存在しない。 

ゲーム開始時の処理：なし。 

ターン開始時の処理：2ドライブする。召喚権は無制限。 

ゲーム中の能力： 

■ 君がカードをプレイする際、そのコストとして求められるカードのレベル分のエナジーの支払い（14-3b-6a）は
求められない。 

■ 【ターン１】 君が、君のカードや能力の効果によってジャンケンで決着をつけた時、その決着を適用する代わり
に、「もう１度決着がつくまでジャンケンしてその決着を適用する」を行ってよい。 

 

ワールドマスターα2020 

LIFE：11 ATK：3 STK：3 

デッキ構築条件： 

デッキ枚数：50 

所属軍上限：無制限 

同名カード上限：4 

レジェンドカード上限：0 

デッキレベル上限：40 

カウンター上限：16 

デッキに入れることができるのは、コレクター番号が「MD」または「2020」から始まるカードまたはその同名の
カードのみ。 

各所属軍につき、デッキ内のカードは合計最大 12枚まで。 

領域数：攻撃ゾーン 2、守備ゾーン 1、セットゾーン 3。手札領域は存在しない。 

ゲーム開始時の処理：なし。 

ターン開始時の処理：2ドライブする。召喚権は無制限。 



ゲーム中の能力：君がカードをプレイする際、そのコストとして求められるカードのレベル分のエナジーの支払い
（14-3b-6a）は求められない。 

 

ワールドマスターβ2020 

LIFE：9 ATK：3 STK：3 

デッキ構築条件： 

デッキ枚数：50 

所属軍上限：無制限 

同名カード上限：4 

レジェンドカード上限：0 

デッキレベル上限：無制限 

カウンター上限：16 

デッキに入れることができるのは、コレクター番号が「MD」または「2020」から始まるカードまたはその同名の
カードのみ。 

各所属軍につき、デッキ内のカードは合計最大 12枚まで。 

デッキとは別にエナジーカードを 3枚用意する。 

領域数：攻撃ゾーン 2、守備ゾーン 1、セットゾーン 3。 

ゲーム開始時の処理：デッキとは別に準備したエナジーカード 3枚をエナジーゾーンにアクト状態で置く。デッキか
らカードを 2枚引く。 

ターン開始時の処理：自身のエナジーゾーンのカードを 2枚アクトする。カードを 2枚引く。召喚権は 2。 

ゲーム中の能力：なし。 
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