
カードの使用制限に関するルール
「2022年度前期3月更新」対象カード一覧

発表日：2022年3月8日(火)
適用開始日：2022年3月12日（土）

使用不可
デッキに入れることができません。

N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。

カードＡ
カードＢ
カードＣ

３種選抜

OK いずれもデッキに入れない
OK 「カードＡ」を４枚入れる
NG 「カードＢ」を１枚と「カードＣ」を

１枚入れる

株式会社ブシロード

N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。
詳しくは右記の例をご覧ください。

Fate
共に戦う覚悟 士郎 FS/S34-004,FS/S34-004S

銀糸錬金 天使の詩 イリヤ
FS/S34-078,FS/S34-078S,
FS/S77-079,FS/S77-079S

“闇夜の巡回”凛＆アーチャー FS/S36-P03

HEROIC 凛＆アーチャー FS/S64-063,FS/S64-063S

冴えない彼女の育てかた
意外な贈り物 出海 SHS/W56-005、SHS/W56-005S

裏切りと別れ 詩羽 SHS/W71-033、SHS/W71-033S

新しい物語 恵 SHS/W71-056、SHS/W71-056SP

デート・ア・ライブ

“最悪の精霊”狂三 DAL/W79-053、DAL/W79-053SEC

マイ・リトル・シドー DAL/W79-022 ※①

制服姿 十香 DAL/W79-086

“空分かつ剣”十香 DAL/W79-079,DAL/W79-079S

春のひととき 四糸乃 DAL/W79-088

※①「DAL/W79-T18」は選抜に入っていません。 

ソードアート・オンライン
再会の時 アスナ SAO/S71-001, SAO/S71-001SP
《血盟騎士団》ギルドリーダー ヒースクリフ SAO/S71-012, SAO/S71-012S

《スプリガン》の剣士 キリト SAO/S71-075, SAO/S71-075S

グリザイアの果実
名実ともに天才 一姫 GRI/S72-078, GRI/S72-078S

餌付け GRI/S72-023

戦姫絶唱シンフォギア
元気いっぱい 響 SG/W89-012

聖詠 切歌 SG/W89-034,SG/W89-034S

アマルガム 調 SG/W89-028,SG/W89-028SP

アマルガム クリス SG/W89-054,SG/W89-054SSP+

かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～
至福の時 千花 KGL/S79-001,KGL/S79-001SP

天才たちの真剣勝負 圭 KGL/S79-024,KGL/S79-024SP

勇気を与える愛 KGL/S79-077,KGL/S79-077S

ラブライブ！スーパースター!!
1年生 葉月 恋 LSP/W92-T16

ギャラクシー すみれ LSP/W92-062

しろくろフェス しよ子 SI/WPR-004

※3種選抜を新たに設定しました。

2種選抜

2枚まで使用可

3種選抜

4種選抜

4種選抜

3種選抜

3種選抜

４種選抜

3種選抜

■ネオスタンダード構築／タイトル限定構築

ダ・カーポ＆Dal Segno

水着の杏 DC/W01-091

木琴占い DC/W01-095

リトルバスターズ！

休憩！ LB/W06-096

※使用不可から変更しました。

涼宮ハルヒの憂鬱
情報連結解除 SY/W08-T16,SY/W08-097

色褪せた世界 SY/W08-071

※1枚まで使用可から変更しました。

ペルソナ
神木 秋成 P3/S01-014

探偵オペラ　ミルキィホームズ

※使用制限はなくなりました。

艦隊これくしょん -艦これ-
飛鷹型軽空母2番艦 隼鷹 KC/S25-028

陽炎型駆逐艦7番艦 初風 KC/S25-006,KC/S42-105

暁型駆逐艦2番艦 響 KC/S25-056

ニセコイ

乙女心 万里花 NK/W30-052,NK/W30-052SP

ご注文はうさぎですか？？

出会えてよかった チノ&ココア
GU/WE26-018,GU/WE26-018SPa,
GU/WE26-018SPb

いっしょに行こう ココア GU/WE26-021,GU/W88-P16S

ラブライブ！サンシャイン!!

“MIRAI TICKET”渡辺 曜 LSS/WE27-21,LSS/WE27-21SP

“恋になりたいAQUARIUM”黒澤 ルビィ 　LSS/W45-005,LSS/W45-005R

“MIRAI TICKET”桜内 梨子 　LSS/WE27-19,LSS/WE27-19SP

“WATER BLUE NEW WORLD”小原 鞠莉 　LSS/W53-072

BanG Dream!
キラキラを求めて 香澄 BD/W47-P28, BD/W47-P28S

市ヶ谷有咲 　BD/W47-082,BD/W47-082SP

“クライブ”有咲 　BD/W47-099

がんばれパン 　BD/W54-065

ひなろじ ～from Luck ＆ Logic～
見守る者 学園長 　HLL/WE29-11

けものフレンズ
※使用制限はなくなりました。

２種選抜

1枚まで使用可

使用不可

2種選抜

１枚まで使用可

使用不可

2枚まで使用可

使用不可

3種選抜

２種選抜

使用不可

３種選抜

使用不可

2枚まで使用可
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使用不可
デッキに入れることができません。

N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。

カードＡ
カードＢ
カードＣ

３種選抜

OK いずれもデッキに入れない
OK 「カードＡ」を４枚入れる
NG 「カードＢ」を１枚と「カードＣ」を

１枚入れる

株式会社ブシロード

N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。
詳しくは右記の例をご覧ください。
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■スタンダード構築／サイド限定構築

使用不可 小川で遊ぼう！

DC/W01-E18,
DC/WE08-45,
DC/WC01-E18,
SK/WE05-27,
DS/W46-116

使用不可
キュルケ・アウグスタ・
フレデリカ・フォン・アン
ハルツ・ツェルプストー

ZM/W03-057

使用不可 神木 秋成 P3/S01-014 P3/SC01-014

使用不可 封印された拳 アクション仮面 CS/S28-P01
使用不可 むらさきぷよ PY/S38-120
使用不可 むらさきパプリス PY/S38-125
使用不可 うそ発見器 KS/W55-034
使用不可 後輩としての自覚 桜坂 しずく LNJ/W85-030
使用不可 サポート役 キュゥべえ MM/W17-067
使用不可 SD園崎 KI/S44-104
使用不可 反英雄アヴェンジャー FH/SE03-004,FH/SE03-004SP

使用不可 共に戦う覚悟 士郎 FS/S34-004,FS/S34-004S

使用不可 小悪魔的微笑み 凛 FS/S34-054,FS/S34-054S

使用不可 ソーサラー・スプリーム ドクター・ストレンジ MAR/S89-038,MAR/S89-038MR

使用不可 “囚われのお姫様”松原花音 BD/W54-013
使用不可 こちょこちょ メグ GU/W57-087
使用不可 牧 カオル MR/W59-093
使用不可 “強敵に挑む者” ベルベ GZL/SE33-41
使用不可 “甘い贈り物”小原 鞠莉 LSS/W69-091,LSS/W69-091A

使用不可 Pyon-Pyon Music ココア&チノ

GU/W57-P09,
GU/W94-082,
GU/W94-082S

使用不可 人事課の平乃 MK/S33-035
使用不可 世界の救済 オジマンディアス FGO/S87-031,FGO/S87-031S

※「封印された拳 アクション仮面」の使用制限はなくなりました。


