ヴァイスシュヴァルツ デッキ構築ルール ver.1.36
最終更新日：2014 年 8 月 6 日
●

区分の定義

1

サイド
サイドは、ヴァイスサイド（白）とシュヴァルツ
サイド（黒）の２種類に区分されます。すべての
カードは、原則としてヴァイスサイドかシュヴァ
ルツサイドのいずれか一方に含まれます。
1.1 ヴァイスサイド
カードのサイド枠の色が白色のカードは、
ヴァイスサイドのカードです。通常、カー
ド番号が「＊＊/W～」の組み合わせで示さ
れます。
1.2 シュヴァルツサイド
カードのサイド枠の色が黒色のカードは、
シュヴァルツサイドのカードです。通常、
カード番号が「＊＊/S～」の組み合わせで
示されます。
作品
作品は、カード番号「＊＊/～」の＊＊の部分にお
いて、英数字の組み合わせで決められた作品番号
により区分されます。すべてのカードは、原則と
して１つの作品に含まれます。

2

3

タイトル
タイトルは、各作品の作品番号に応じて区分され
ます。複数の作品が同一のタイトルに含まれる場
合もあります。
3.1 タイトルに対応する作品番号の組み合わせ
は次ページの表の通りです。
3.2 特例カード
以下のカードは、特例として、後述「ネオ
スタンダード構築」において、複数のタイ
トルのデッキに使用することができます。
すべてのタイトルで使用可能
カルチャージャパンのアイドル みらい
CJ/MIR-001
カードゲーム大好き！ しよ子
SI/WPR-001
応援しよ子
SI/WPR-002
放課後のしよ子
SI/WPR-003
しろくろフェス しよ子
SI/WPR-004
先導 アイチ
VG/SPR-001
スタンドアップ！
VG/SPR-002
雀ヶ森 レン
VG/SPR-003
ほんわか全開幼なじみ 涼花
WS/PSP-P01
学園のアイドル ミチ
WS/TBS-001
選ばれし戦士 タケシ
WS/TBS-002
平成巨乳娘 しずる
WS/TBS-003
『Love』愛美
WS/SPR-P01
愛美
WS/SPR-P02
笑顔満開 えみつん
WS/WPR-P01
「ダ・カーポ」でも使用可能
衣装変更!? シャロ＆由夢
MK/S11-107
「リトルバスターズ！」でも使用可能
“着ぐるみ幻想”鈴田美夜子
VA/WPR-P38
「Rewrite」でも使用可能
“50cc・ライダー”都乃河勇人 VA/WPR-P06
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【タイトルに対応する作品番号の組み合わせ】
タイトル（ヴァイスサイド）
ダ・カーポ
リトルバスターズ！
ゼロの使い魔
魔法少女リリカルなのは
らき☆すた
CLANNAD
宇宙をかける少女／
舞-HiME＆舞-乙 HiME
Phantom
-Requiem for the Phantom涼宮ハルヒの憂鬱
とある魔術の禁書目録／
とある科学の超電磁砲
Angel Beats!／クドわふたー
灼眼のシャナ
Rewrite
ロボティクス・ノーツ
日常
DOG DAYS
魔法少女まどか☆マギカ
戦姫絶唱シンフォギア
ビジュアルアーツ
ビビッドレッド・オペレーション
ラブライブ！
幻影ヲ駆ケル太陽
ニセコイ

作品番号
DC, DC3
LB, KW
ZM
NS, N1, NV,
NA, N2
LS
CL
SK, MH
PT
SY
ID, RG
AB, KW
SS
RW
RN
NJ
DD
MM
SG
VA
VR
LL
GT
NK

タイトル（シュヴァルツサイド）
ペルソナ
魔界戦記ディスガイア
Fate
シャイニング・フォース
THE KING OF FIGHTERS
戦国 BASARA
アイドルマスター
CANAAN
FAIRY TAIL
MELTY BLOOD／空の境界
探偵オペラ ミルキィホームズ
ヱヴァンゲリヲン新劇場版
ブラック★ロックシューター
劇場版マクロス F
刀語
物語シリーズ（化物語・偽物語）
ギルティクラウン
アクセル・ワールド
ソードアート・オンライン
初音ミク –Project DIVAPSYCHO-PASS サイコパス
翠星のガルガンティア
TV アニメ「デビルサバイバー2」
プリズマ☆イリヤ
うーさーのその日暮らし
キルラキル
ログ・ホライズン
艦隊これくしょん –艦これクレヨンしんちゃん
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作品番号
P3, P4
DG
FS, FU, FH, FZ
SE, SF
KF
SB
IM
CN
FT
MB, KK
MK, MK2
EV
BR
MF
KG
BM, NM
GC
AW
SAO
PD
PP
GG
DS2
PI
Woo
KLK
LH
KC
CS

●

デッキ構築条件

1

スタンダード構築
原則として発売済みのすべてのカード・配布済み
のすべてのＰＲカードを使用できる構築です。
1.1 後述「カードの使用制限に関するルール」の、
【スタンダード構築】で指定されているカ
ードは、デッキに入れることができる枚数
に制限があります。

2

サイド限定構築
「ヴァイスサイド」か「シュヴァルツサイド」の
カードのみを使用できる構築です。
2.1 サイド限定構築は以下に示す 3 種類の構築に
分類されます。
2.1.1 サイド選択構築
プレイヤーごとに「ヴァイスサイド」
か「シュヴァルツサイド」のいずれか
のサイドを選び、選択したサイドのカ
ードのみを使用できる構築です。
2.1.2 ヴァイスサイド限定構築
「ヴァイスサイド」のカードのみを使
用できる構築です。
2.1.3 シュヴァルツサイド限定構築
「シュヴァルツサイド」のカードのみ
を使用できる構築です。
2.2 後述「カードの使用制限に関するルール」の、
【サイド限定構築】で指定されているカー
ドは、デッキに入れることができる枚数に
制限があります。
2.3 「特例カード」の特例は、
「サイド限定構築」
では適用されません。

3

ネオスタンダード構築
プレイヤーごとにタイトルを１つ選び、選択した
タイトルのカードのみを使用できる構築です。
3.1 後述「カードの使用制限に関するルール」の、
【ネオスタンダード構築】で指定されてい
るカードは、デッキに入れることができる
枚数に制限があります。
3.2 「特例カード」に指定されているカードは、
複数のタイトルのデッキに使用することが
できます。

4

タイトル限定構築
指定された１つのタイトルのカードのみを使用
できる構築です。
4.1 後述「カードの使用制限に関するルール」の、
【タイトル限定構築】で指定されているカ
ードは、デッキに入れることができる枚数
に制限があります。
4.2 「特例カード」の特例は、「タイトル限定構
築」では適用されません。

5

その他
5.1 複数のタイトルで表記されている作品番号
のカードや、特例カードに指定されている
カードは、複数のタイトルのデッキに使用
することができます。
5.2 同名のカードで能力などの情報が異なるカ
ードが一部に存在します。特に指定がない
限り、同名のカードは合わせて４枚までし
かデッキに入れることができないので注意
してください。
5.3 同名のカードであっても、作品番号がそれぞ
れ異なる場合、それらは相互の作品番号の
カードとしては扱いません。
5.4 1～4 以外の特殊な構築については、告知され
ている構築条件に従ってください。
5.5 プロトタイプＰＲカードは、すべての構築条
件において使用できません。
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●カードの使用制限に関するルール
ヴァイスシュヴァルツでは、健全
な大会環境の保持を目的に、一部の
カードについて、デッキに入れるこ
とのできる枚数を制限するルールを
設定いたします。
この「カードの使用制限に関する
ルール」はすべての公認大会・公式
大会において適用され、対象となる
カードは、環境の変化に応じて大会
運営部がチェックを行い、必要に応
じて適用内容が更新されます。
「 2014 年 度 後 期 」（ 適 用 期 間 ：
2014/9/1 より約半年間）において、
対象となるカードは次ページ以降の
通りです。

使用不可
デッキに入れることができません。
○枚まで使用可
デッキに指定された枚数まで入れることができます。
○種選抜
当該グループの中から１種まで選び、 選んだカードは（特に指定が
ない限り） デッキに４枚まで入れることができます。当該グループ
のそれ以外のカードは デッキに入れることができません。詳しくは
下記の例をご覧ください。
カード A
３種選抜
カード B
カード C
○ いずれもデッキに入れない
○ 「カードＡ」を４枚入れる
× 「カードＢ」を１枚と「カードＣ」を１枚入れる
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■【2014 年度後期】ネオスタンダード構築／タイトル限定構築
ダ・カーポ
２種選抜
リトルバスターズ！
使用不可
ゼロの使い魔
２種選抜

水着の杏
木琴占い

DC/W01-091
DC/W01-095

長期化
長期化

休憩！

LB/W06-096

長期化

貴族の務め ルイズ
無意識の力 ルイズ

ZM/WE13-05
ZM/WE13-26

バランス
バランス

SY/W08-071
SY/W08-T08, SY/W08-069
SY/W08-077, SY/W08-077R
SY/WE09-24

バランス
バランス
ストレス
バランス

RG/W13-052, RG/W13-052S
ID/W10-084
RG/W10-031
RG/W13-056, RG/W13-056R

バランス
バランス
バランス
バランス

RW/W15-079
RW/W20-041, RW/W20-041S
RW/W20-047

バランス
バランス
バランス

P3/S01-014

ストレス

DG/S02-T17, DG/S02-061
DG/S02-T16, DG/S02-060
DG/S02-051, DG/S02-051R
DG/S02-054, DG/S02-054S

長期化
バランス
バランス
バランス

涼宮ハルヒの憂鬱
色褪せた世界
トラブルガール ハルヒ
４種選抜
おめかし長門
夏祭りの長門
とある魔術の禁書目録／とある科学の超電磁砲
２枚まで使用可 一つ屋根の下 美琴＆黒子
“冥土帰し”
３種選抜
“多才能力者”木山
常盤台のお嬢様 黒子
Rewrite
“散る桜の宿命”咲夜
３種選抜
お風呂上りの朱音
“輝く青空の下で”ちはや
ペルソナ
使用不可
神木 秋成
魔界戦記ディスガイア
使用不可
超魔王ラハール
“ビューティー男爵”中ボス
３種選抜
ラハール＆マオ
元・天使フロン
シャイニング・フォース
使用不可
着替え中のシリル
アイドルマスター
素直で前向き春香
３種選抜
方向音痴あずさ
古き都の貴音
探偵オペラ ミルキィホームズ
使用不可
コーデリアのお花畑
艦隊これくしょん -艦これ大和型戦艦 2 番艦 武蔵
飛鷹型軽空母 2 番艦 隼鷹
３種選抜
ドジっ娘 電

SE/S04-080
IM/S07-051
IM/S07-090
IM/S21-062, IM/S21-062SP
MK/S11-096
KC/S25-002, KC/S25-002S
KC/S25-028
KC/S25-T01, KC/S25-061,
KC/S25-061SP
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長期化
バランス
バランス
バランス
長期化
バランス
バランス
バランス

クレヨンしんちゃん
１枚まで使用可

封印された拳 アクション仮面
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CS/S28-P01

バランス

■【2014 年度後期】スタンダード構築／サイド限定構築

使用不可

DC/W01-E18, DC/WE08-45,
SK/WE05-27

小川で遊ぼう！

キュルケ・アウグスタ・フレデリカ・
ZM/W03-057
フォン・アンハルツ・ツェルプストー
使用不可
休憩！
LB/W06-096
使用不可
色褪せた世界
SY/W08-071
使用不可
おめかし長門
SY/W08-077, SY/W08-077R
（※）
「トラブルガール ハルヒ」は、
「使用不可」から「制限なし」に変更。
使用不可

使用不可
使用不可
使用不可
使用不可
使用不可

神木 秋成
P3/S01-014
超魔王ラハール
DG/S02-T17, DG/S02-061
着替え中のシリル
SE/S04-080
コーデリアのお花畑
MK/S11-096
封印された拳 アクション仮面
CS/S28-P01
（※）
「方向音痴あずさ」は、
「使用不可」から「制限なし」に変更。

長期化
ストレス
長期化
固定化
ストレス

ストレス
長期化
長期化
長期化
バランス

対象カードを判断する主な基準は以下のとおりです。下表ではこれらの中で重要視した内容を掲載しています。
他のカードと組み合わせることで下記のような内容が発生する場合も、対象カードになる基準となります。
【バランス】タイトル間やデッキ間のバランス調整のため。
【固定化】デッキ構築や環境を固定化する可能性がある。
【長期化】容易にゲームを過剰に長期化させる可能性がある。
【ストレス】容易に相手に過剰なストレスを与える可能性がある。
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【主な更新履歴】
2009 年 12 月 11 日 ver.1.00 適用開始
2010 年 5 月 24 日 ver.1.01 改訂
2010 年 8 月 20 日 ver.1.10 改訂
2010 年 9 月 13 日 ver.1.11 改訂
2010 年 9 月 24 日 ver.1.12 改訂
2010 年 12 月 21 日 ver.1.13 改訂
2011 年 1 月 31 日 ver.1.14 改訂
2011 年 4 月 1 日 ver.1.15 改訂
2011 年 4 月 19 日 ver.1.16 改訂
2011 年 8 月 18 日 ver.1.17 改訂
2011 年 10 月 7 日 ver.1.18 改訂
2011 年 12 月 29 日 ver.1.19 改訂
2012 年 2 月 8 日 ver.1.20 改訂
2011 年 2 月 24 日 ver.1.21 改訂
2012 年 5 月 24 日 ver.1.22 改訂
2012 年 6 月 21 日 ver.1.23 改訂
2012 年 8 月 6 日 ver.1.24 改訂
2012 年 8 月 15 日 ver.1.25 改訂
・ 「カードの使用制限に関するルール」の対象カー
ドを更新しました。
・ 「同名異能力のカードの組み合わせ例」を追加し
ました。
2012 年 9 月 6 日 ver.1.26 改訂
・ 「同名異能力のカードの組み合わせ例」を追加し
ました。
・ 「カードの使用制限に関するルール」に関して補
足を追加しました。
2012 年 10 月 12 日 ver.1.27 改訂
・ 「同名異能力のカードの組み合わせ例」を追加し
ました。
2012 年 12 月 22 日 ver.1.28 改訂
・ 「カードの使用制限に関するルール」の対象カー
ドの適用予定を追加しました。
・ 「タイトル」の区分を追加しました。
2013 年 2 月 1 日 ver.1.29 改訂
・ 「カードの使用制限に関するルール」の対象カー
ドを更新しました。
・ 「特例カード」の対象カードを追加しました。
・ 「タイトル」の区分を追加しました。
・ 「同名異能力のカードの組み合わせ例」を追加し
ました。
2013 年 7 月 30 日 ver.1.30 改訂
・ 「カードの使用制限に関するルール」の対象カー
ドの適用予定を追加しました。
・ 「特例カード」の対象カードを追加しました。
・ 「タイトル」の区分を追加しました。

・ 「同名異能力のカードの組み合わせ例」を追加し、
同タイトル中のものにまとめました。
2013 年 8 月 15 日 ver.1.31 改訂
・ 「カードの使用制限に関するルール」の対象カー
ドを更新しました。
・ 「特例カード」の対象カードを追加しました。
2013 年 10 月 15 日 ver.1.32 改訂
・ 「タイトル」の区分を追加しました。
・ 「特例カード」の対象カードを追加しました。
・ 「同名異能力のカードの組み合わせ例」を追加し
ました。
2013 年 11 月 18 日 ver.1.33 改訂
・ 「タイトル」の区分を追加しました。
2014 年 1 月 14 日 ver.1.34 改訂
・ 「カードの使用制限に関するルール」の対象カー
ドを更新しました。
・ 「タイトル」の区分を追加しました。
2014 年 4 月 11 日 ver.1.35 改訂
・ 「カードの使用制限に関するルール」の対象カー
ドを更新しました。
・ 「タイトル」の区分を追加しました。
「特例カード」の対象カードを追加しました。
2014 年 8 月 6 日 ver.1.36 改訂
・ 「カードの使用制限に関するルール」の対象カー
ドを更新しました。
・ 「特例カード」の対象カードを追加しました。

前回よりの主な修正部分は、赤字となっています。
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