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12月

2017年
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▶ 好評発売中！
「ラブライブ！サンシャイン!!」
▶ 12月16日(金)
「ペルソナ５」
▶ 12月23日(金)
「ご注文はうさぎですか？？」
「涼宮ハルヒの憂鬱」「キルラキル」「とある科学の超電磁砲S」
▶ 1月13日(金)
「Re:ゼロから始める異世界生活」
▶ 1月20日(金)
「Re:ゼロから始める異世界生活」
▶ 1月27日(金)
TVアニメ「Rewrite」
▶ 2月15日(水)
「BanG Dream!」

2017年発売予定

▶ STAR WARS



『初心者向けデッキ』から
『初心者も経験者も遊べるデッキ』へレベルアップします！

その１ デッキ内容が大幅にレベルアップ！！
★人気能力を持つカードがさらに充実！★レベル３のキャラは２種収録！

その２

その３ 光ってるカード、増えます！

全てのカードを2枚以上、収録します！

どのデッキにも必ず入っているキラキラカードを２種に増量！

トライアルデッキ＋（プラス）



■出演声優の豪華箔押しサインカードを収録！
トライアルデッキ
福山 潤さん （主人公 役）
大谷 育江さん （モルガナ 役）

ブースターパック
福山 潤さん （主人公 役）
宮野 真守さん （坂本 竜司 役）
水樹 奈々さん （高巻 杏 役）
杉田 智和さん （喜多川 祐介 役）
大谷 育江さん （モルガナ 役）
佐藤 利奈さん （新島 真 役）
悠木 碧さん （佐倉 双葉 役）
戸松 遥さん （奥村 春 役）

12月16日(金)発売！
トライアルデッキ＆
ブースターパック
「ペルソナ５」

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.



©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

トライアルデッキ ブースターパック



©ATLUS ©SEGA All rights reserved.



ナビゲーション役 双葉 / NAVI
レアリティ 種類

レベル コスト
パワー ソウル

トリガー 特徴

RR
３
5500

CH
２

《怪盗》《ネット》

他のあなたの、《怪盗》か《コーヒー》のキャラすべてに、
パワーを＋1500。
［①手札の「許す、もんかっ！」を1枚控え室に置く］
他のあなたのキャラがアタックされた時、他のあなたの、《怪盗》

か《コーヒー》のキャラが3枚以上なら、あなたは
コストを払ってよい。そうしたら、あなたは相手のバトル中の
キャラを1枚選び、そのターン中、次の能力を与える。
『【永』このカードはプレイヤーにダメージを与えることが
できない。』

相手のターン中、あなたの受けたダメージがキャンセルされ
なかった時、あなたは自分の山札を上から1枚見て、山札の上か
控え室に置く。

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.



出会えてよかった チノ&ココア
レアリティ 種類

レベル コスト
パワー ソウル

トリガー 特徴

RR
3
9000

CH
2

《ラビットハウス》

他のあなたの《ラビットハウス》のキャラ1枚につき、
このカードのパワーを＋500。

©Koi・芳文社／ご注文は製作委員会ですか？？

このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは2枚
まで引き、自分の手札を1枚選び、控え室に置く。

［② 手札を2枚控え室に置く］ このカードがアタック
した時、クライマックス置場に「枕投げ」があるなら、

あなたはコストを払ってよい。そうしたら、相手に1ダメージ
を与え、相手に1ダメージを与え、そのターン中、このカード
のパワーを＋6000。（ダメージキャンセルは発生する）



お茶目さん チノ
レアリティ 種類

レベル コスト
パワー ソウル

トリガー 特徴

R
０
1000

CH
０

《ラビットハウス》《コーヒー》

相手のアタックフェイズの始めに、あなたは自分の
キャラを1枚選び、そのターン中、パワーを＋500。

集中［①このカードを【レスト】する］
あなたは自分の山札の上から4枚をめくり、控え室に置く。

それらのカードのクライマックス1枚につき、あなたは自分の
山札を見て《ラビットハウス》のキャラを1枚まで選んで相手
に見せ、手札に加え、その山札をシャッフルする。

－

©Koi・芳文社／ご注文は製作委員会ですか？？



“プレゼント交換” リゼ
レアリティ 種類

レベル コスト
パワー ソウル

トリガー 特徴

RR
3
9500

CH
2

《ラビットハウス》《武器》

あなたの、「お見舞い ココア」と「お茶目さん チノ」が
いるなら、あなたの手札のこのカードのレベルを－1。

このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の
クロックの上から1枚を、控え室に置いてよい。

このカードがアタックした時、他のあなたの
《ラビットハウス》のキャラが2枚以上なら、そのターン中、
このカードのパワーを＋2000。

©Koi・芳文社／ご注文は製作委員会ですか？？



■出演声優の豪華箔押しサインカードを収録！
佐倉 綾音さん （ココア 役）
水瀬 いのりさん （チノ 役）
種田 梨沙さん （リゼ 役）
佐藤 聡美さん （千夜 役）
内田 真礼さん （シャロ 役）

■ボックス特典
ボックス封入PRカード全5種のうち1枚を
ボックス内にランダム封入！

12月23日(金)発売！
エクストラブースター

「ご注文はうさぎですか？？」

©Koi・芳文社／ご注文は製作委員会ですか？？



©Koi・芳文社／ご注文は製作委員会ですか？？

思 い 出

クライマックス 本商品
のみで組む
5人デッキに
大注目！12月2日(金)の

「今日のカード」で公開！



©鎌池和馬／冬川基／アスキー・メディアワークス／PROJECT-RAILGUN S



©TRIGGER・中島かずき／キルラキル製作委員会



©2006 谷川流・いとうのいぢ／ＳＯＳ団



“ただそれだけ”美琴
レアリティ 種類

レベル コスト
パワー ソウル

トリガー 特徴

PS
3
10000

CH
2

《超能力》《カエル》

あなたのクロック置場に「夏の楽しみ 黒子」があるなら、
あなたの手札のこのカードのレベルを－1。

［手札のキャラを1枚控え室に置く］あなたのクライマックス置場
に「超電磁砲」が置かれた時、前列にこのカードがいて、

他のあなたの《超能力》のキャラが2枚以上なら、あなたはコストを
払ってよい。そうしたら、あなたは相手の前列のレベル3以下のキャラを
1枚選び、控え室に置き、自分の山札の上から1枚を公開する。
そのカードが特徴を持たないか《超能力》のキャラなら、あなたは相手
の後列のレベル2以下のキャラを1枚選び、控え室に置く。

相手のターン中、あなたの受けたダメージがキャンセルされ
なかった時、前列にこのカードがいるなら、あなたは自分の山札
を上から1枚見て、山札の上か控え室に置く。

©鎌池和馬／冬川基／アスキー・メディアワークス／PROJECT-RAILGUN S



家族と絆 流子＆マコ
レアリティ 種類

レベル コスト
パワー ソウル

トリガー 特徴

PS
0
1000

CH
0

《家族》《服》

［①あなたの【スタンド】しているキャラを2枚【レスト】する］
この能力は1ターンにつき1回まで発動する。あなたのカードが

マーカー置場以外からマーカー置場に置かれた時、あなたはコストを
払ってよい。そうしたら、あなたは自分の山札を上から4枚まで見て、
《服》か《家族》のキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加え、
残りのカードを控え室に置く。

あなたのクライマックスフェイズの始めに、あなたは自分の
キャラを1枚選び、そのターン中、パワーを＋500。

－

©TRIGGER・中島かずき／キルラキル製作委員会



“10th Anniversary”ハルヒ
レアリティ 種類

レベル コスト
パワー ソウル

トリガー 特徴

PS
3
10000

CH
2

《団長》《SOS団》

このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の
控え室の、《団長》か《SOS団》のキャラを1枚選び、
手札に戻してよい。

あなたのクライマックス置場に「サムデイインザレイン」が
置かれた時、前列にこのカードがいるなら、そのターン中、この

カードは次の能力を得る。『【自】［他のあなたの舞台のキャラを1枚
控え室に置く］この能力は1ターンにつき1回まで発動する。このカード
がアタックした時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなた
は自分の山札の上から1枚を公開する。そのカードがレベル1以上の、
《団長》か《SOS団》のキャラなら、あなたはそのキャラを舞台の好き
な枠に置き、そのターン中、そのキャラのパワーを＋1000。』
（そうしないなら元に戻す）

©2006 谷川流・いとうのいぢ／ＳＯＳ団



©長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会

2017年2月
特別タッグ大会開催！

ボックス特典
キャンペーン

ChaosTCG＆WS
予約キャンペーン

WSのボックス特典に
ChaosTCGPRカード1枚

ChaosTCGのボックス特典に
ＷＳPRカード1枚を

それぞれ同梱！

ChaosTCGを
1ボックス以上購入のうえ

同じ店でＷＳを
1ボックス以上予約すると
組立式デッキホルダーを
先着順でプレゼント！

二人一組のタッグファイト！
ひとりはWS

もうひとりはChaosTCG
のデッキでファイト！

【参加賞】
２人一組にPRカードを
2枚ずつプレゼント！



©2015 CIRCUS ©TRIGGER・岡田麿里／キズナイーバー製作委員会 ©ATLUS ©SEGA All rights reserved. ©Koi・芳文社／ご注文は製作委員会ですか？？ ©2016 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!
©長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会 ©BanG Dream! Project ©bushiroad All Rights Reserved. Illust.西あすか

12/16～1/31



ブシロードワールドグランプリ２０１６
ヴァイスシュヴァルツステージ

次回開催

１２月１０日（土）大阪
ハナミズキホール

１２月１７日（土）札幌
ホテルさっぽろ芸文館 ロイヤルホール



WGP2016 ネオスタンダード大会結果

地区 優勝者（敬称略） タイトル
仙台 ユウキ ラブライブ！
博多 なぎ 〈物語〉シリーズ
広島 朴智星 〈物語〉シリーズ

名古屋A キルミー 進撃の巨人
名古屋B オッシー 〈物語〉シリーズ
東京A コス・ルーニー・キノコ 艦隊これくしょん -艦これ-
東京B リタレン 〈物語〉シリーズ
東京C 踊り子マスターMAX 探偵オペラ ミルキィホームズ
金沢 レイジングエティン アクセル・ワールド
大阪A ？？？ ？？？
大阪B ？？？ ？？？
札幌 ？？？ ？？？



ブシロードワールドグランプリ２０１６
ヴァイスシュヴァルツステージ

次回開催

１２月１０日（土）大阪
ゲスト： 桜咲千依さん
１２月１７日（土）札幌
ゲスト： 桜咲千依さん
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