
レジェンドデュエリスト 必須カード 選択カード枚数 選択カード スキル
闇遊戯 ブラック・マジシャン 3 ブラック・マジシャン ディスティニー・ドロー

マジシャンズ・ナビゲート 魔法の使い手
黒・魔・導 闇の力
千本ナイフ 天よりの宝札
オシリスの天空竜 魔導招来

カオス・ソルジャー 2 カオス・ソルジャー マスター・オブ・マジシャン
カオスの儀式 聖戦士カオス・ソルジャー 受け取れぇぇい遊戯！！

カオス・ソルジャー　－宵闇の使者－

海馬瀬人 青眼の白龍 0 - 頂に立つ者
青眼の白龍 ヘビースターター
青眼の白龍 粉砕！
オベリスクの巨神兵

城之内克也 真紅眼の黒竜 3 真紅眼の黒竜 戦力補充
レッドアイズ・スピリッツ ラスト・ギャンブル
真紅眼の飛竜 戦士たちの草原
真紅眼の鎧旋 運を味方に！

根性
ダイスdeレベリング

孔雀舞 ハーピィ・レディ三姉妹 2 ハーピィ・レディ ハーピィ・ドロー！
万華鏡－華麗なる分身－ ハーピィ・レディ・ＳＢ ハーピィの狩場

ハーピィ・レディ１ 香水戦術（アロマ・タクティクス）
ハーピィ・レディ２ ハーピィの遺志
ハーピィ・レディ３
ハーピィの狩場
アマゾネスの急襲
アマゾネスの鎖使い
アマゾネスの剣士

真崎杏子 ブラック・マジシャン・ガール 3 ブラック・マジシャン・ガール デュエルスタンバイ
魔術の呪文書 聖なる守護
賢者の宝石 サプライズ・プレゼント
黒・魔・導・爆・裂・破
黒魔術の継承
黒魔導強化

武藤遊戯 破壊竜ガンドラ 3 破壊竜ガンドラ 絆の力！
磁石の戦士α じいちゃんのカード
磁石の戦士β パズルの封印
磁石の戦士γ 沈黙の決闘者
磁石の戦士マグネット・バルキリオン

サイレント・マジシャン　ＬＶ８ 2 沈黙の魔術師－サイレント・マジシャン
サイレント・マジシャン　ＬＶ４ サイレント・マジシャン　ＬＶ８

サイレント・マジシャン　ＬＶ４

インセクター羽蛾 インセクト女王 3 インセクト女王 フライング寄生
究極完全態・グレート・モス 昆虫結束<毒鱗粉>
進化の繭 ヒョヒョヒョヒョヒョー！
究極変異態・インセクト女王 モス進化促進
超進化の繭

ダイナソー竜崎 真紅眼の黒竜 3 真紅眼の黒竜 恐竜こいや！
二頭を持つキング・レックス 恐竜王国
黒竜の雛 巨大決戦
化石発掘 恐竜重撃
化石調査 恐竜大進撃

梶木漁太 伝説のフィッシャーマン 2 海 海の伝説
伝説のフィッシャーマン二世 要塞クジラ 海からの刺客

要塞クジラの誓い
城塞クジラ

闇マリク 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム 2 ダークジェロイド 闇のゲーム
ラーの翼神竜 バイサー・ショック リバースペイン

リバイバルスライム 生贄を束ねる力
グラナドラ
地獄詩人ヘルポエマー

闇バクラ ダーク・ネクロフィア 3 ダーク・ネクロフィア 悪魔送り
闇の支配者－ゾーク 負の連鎖
闇の支配者との契約 ウィジャ盤
人喰い虫 ゾーク出現
沈黙の邪悪霊
ゴブリンゾンビ

バンデット・キース リボルバー・ドラゴン 2 リボルバー・ドラゴン イカサマコイン
７カード 時の機械－タイム・マシーン インチキドロー

メタル化・魔法反射装甲 シークレット・ドロー
デスペラード・リボルバー・ドラゴン スリカエ

バンデット
イシズ・イシュタール 生贄の抱く爆弾 3 生贄の抱く爆弾 未来予知

ムドラ 天使の微笑み
アギド 墓守の運命
ゾルガ 現世復帰の制約
現世と冥界の逆転 墓所封印

リシド アポピスの化神 1 聖獣セルケト 罠戦術の使い手
アポピスの化神 王家の神殿 終わらない罠地獄
アポピスの化神 マジック・ジャマー 連動トラップ

アヌビスの裁き 偽トラップ
ペガサス・J・クロフォード サクリファイス 2 サクリファイス マインドスキャン

イリュージョンの儀式 トゥーン・ワールド イッツ・ア・トゥーンワールド
トゥーン・マーメイド 儀式の使い手
トゥーン・ブルーアイズ 増刷

創造者
海馬モクバ 青眼の白龍 3 正義の味方　カイバーマン モンスターチェンジ・進化

光の導き モンスターチェンジ・退化
滅びの爆裂疾風弾 セレブ副社長

迷宮兄弟 ゲート・ガーディアン 0 - 合体魔神招来
雷魔神－サンガ 迷宮作成
風魔神－ヒューガ 三星降格
水魔神－スーガ 魔神招来

守護者招来
パンドラ ブラック・マジシャン 3 ブラック・マジシャン マーキング・カード

黒魔術のカーテン マスター・オブ・マジシャン
黒・魔・導 悪夢のショー
千本ナイフ

ゴースト骨塚 ゴースト王－パンプキング－ 3 ゴースト王－パンプキング－ 墓場の一丁目
マーダーサーカス・ゾンビ 這いよるゾンビ軍団
鎧武者ゾンビ アンデッドロー
ドラゴン・ゾンビ
闇晦ましの城



エスパー絽場 人造人間－サイコ・ショッカー 2 魔導ギガサイバー サイコデッキ猛攻
電脳増幅器 サイコ・ショックウェーブ テレパシー能力

人造人間－サイコ・リターナー トラップサーチ能力
人造人間－サイコ・ショッカー 宇宙の法則
人造人間－サイコ・ジャッカー 電脳エナジー増幅

本田ヒロト コマンダー 2 アクロバットモンキー サバイバルテクニック！
バーバリアン１号 デッキマスター能力[コマンダー]
バーバリアン２号 やるときゃやるぜ！

リロード
光と闇の仮面 仮面魔獣デス・ガーディウス 0 - 光と闇の交換

遺言の仮面 仮面カードチェンジ
仮面呪術師カースド・ギュラ 仮面魔獣の下準備
メルキド四面獣 怒りと復讐心のオーラ

遊城十代 Ｅ・ＨＥＲＯ　ネオス 1 Ｅ・ＨＥＲＯ　ネオス ヒーローの戦う舞台
Ｎ・アクア・ドルフィン ミラクル・コンタクト 融合ヒーロー
Ｎ・エア・ハミングバード ネオス・フュージョン 奇跡の融合
Ｅ・ＨＥＲＯ　アクア・ネオス ネオスペース・コネクター 奇跡のドロー
Ｅ・ＨＥＲＯ　ストーム・ネオス 新たな宇宙！
Ｅ・ＨＥＲＯ　フレイム・ウィングマン 1 Ｅ・ＨＥＲＯ　クレイマン
Ｅ・ＨＥＲＯ　フェザーマン Ｅ・ＨＥＲＯ　スパークマン
Ｅ・ＨＥＲＯ　バーストレディ Ｅ・ＨＥＲＯ　バブルマン
ミラクル・フュージョン Ｏ－オーバーソウル

Ｒ－ライトジャスティス
ヘルカイザー亮 サイバー・エンド・ドラゴン 2 サイバー・ドラゴン・ドライ サイバー流奥義

融合 サイバー・ドラゴン・ツヴァイ オレに介錯はいらん！
サイバー・ドラゴン プロト・サイバー・ドラゴン ５連打！！

裏サイバー流奥義
エド・フェニックス Ｄ－ＨＥＲＯ　Ｂｌｏｏ－Ｄ 3 Ｄ－ＨＥＲＯ　Ｂｌｏｏ－Ｄ 運命のステージ

Ｄ－ＨＥＲＯ　ダイヤモンドガイ カモン！
Ｄ３
Ｄ－ＨＥＲＯ　ディアボリックガイ
Ｄ－ＨＥＲＯ　ダークエンジェル
Ｄ－ＨＥＲＯ　ダッシュガイ
Ｄ－ＨＥＲＯ　ディバインガイ

ヨハン・アンデルセン 究極宝玉神　レインボー・ドラゴン 3 レア・ヴァリュー 宝玉の絆
虹の行方 俺の家族だぜ！
宝玉の解放 受け継がれる宝玉
宝玉の樹 天使の微笑み
宝玉の契約
宝玉の導き
宝玉の絆
宝玉の恵み

万丈目準 おジャマ・キング 0 - おジャマたちの故郷
おジャマ・グリーン 行けおジャマ！
おジャマ・イエロー 行けおジャマども！！
おジャマ・ブラック ドラゴニックフュージョン
融合
アームド・ドラゴン　ＬＶ７ 1 アームド・ドラゴン　ＬＶ１０
アームド・ドラゴン　ＬＶ５ アームド・ドラゴン　ＬＶ７
アームド・ドラゴン　ＬＶ３ アームド・ドラゴン　ＬＶ５

アームド・ドラゴン　ＬＶ３
おジャマッチング

天上院明日香 サイバー・ブレイダー 2 エトワール・サイバー 儀式の使い手２
エトワール・サイバー ブレード・スケーター 機械天使招来
ブレード・スケーター 機械天使の儀式 融合の使い手

機械天使の絶対儀式
サイバー・エンジェル－伊舎那－
サイバー・エンジェル－韋駄天－
サイバー・エンジェル－荼吉尼－
サイバー・エンジェル－弁天－
サイバー・プチ・エンジェル

クロノス・デ・メディチ 古代の機械巨人 3 古代の機械巨人 闇黒？古代の機械
古代の機械熱核竜 教育的指導
古代の機械合成竜
古代の機械素体
古代の機械箱

ユベル ユベル 1 グレイブ・スクワーマー 愛を与える
ユベル－Ｄａｓ　Ａｂｓｃｈｅｕｌｉｃｈ　Ｒｉｔｔｅｒ サクリファイス・ロータス 闇からの誘惑
ユベル－Ｄａｓ　Ｅｘｔｒｅｍｅｒ　Ｔｒａｕｒｉｇ　Ｄｒ
ａｃｈｅｎ

マジック・クロニクル 我が名はユベル

スプリット・Ｄ・ローズ 進化形態降臨
三沢大地 ウォーター・ドラゴン 3 ハイドロゲドン 動かざること地の如し！

オキシゲドン 静かなること水の如く！
デューテリオン 侵略すること火の如く！
ボンディング－Ｈ２Ｏ 疾きこと風の如く！
ボンディング－Ｄ２Ｏ 光射す！
ボンディング－ＤＨＯ 悪の闇に……
ウォーター・ドラゴン－クラスター

丸藤翔 スーパービークロイド－ジャンボドリル 1 ビークロイド・コネクション・ゾーン ボクの乗りものだぁ！
スチームロイド スチームロイド これがボクの融合だぁ！
ドリルロイド ドリルロイド 補助輪
サブマリンロイド サブマリンロイド フュージョン・リザーブ[ロイド]

ボクのモンスターカード
ティラノ剣山 究極恐獣 0 - 恐竜さんに進化するドン！

究極進化薬 進化系デッキの使い手
大進化薬 超進化薬・改
超進化薬 恐竜のDNA

恐竜さんと一心同体
恐竜パワーは止まらないドン！

斎王琢磨
アルカナフォースＥＸ－ＴＨＥ　ＬＩＧＨＴ　Ｒ
ＵＬＥＲ

3 アルカナフォースⅣ－ＴＨＥ　ＥＭＰＥＲＯＲ アルカナチェンジ

アルカナフォースⅦ－ＴＨＥ　ＣＨＡＲＩＯＴ 絶対運命力！
アルカナフォースⅩⅡ－ＴＨＥ　ＨＡＮＧＥＤ　ＭＡＮ
光の結界 当然　正位置！
アルカナコール 光の結界
逆転する運命 逆転する運命

不動遊星 スターダスト・ドラゴン 2 スピード・ウォリアー 赤き竜の痣：ドラゴン・ヘッド
ジャンク・シンクロン クイック・シンクロン ウォリアーズ・ブースター
ボルト・ヘッジホッグ ジャンク・シンクロン LV2ブースター

マッハ・シンクロン 調律
レベルコピー

ジャンク・ウォリアー 2 スピード・ウォリアー
ジャンク・シンクロン クイック・シンクロン
ボルト・ヘッジホッグ ジャンク・シンクロン

マッハ・シンクロン

ジャック・アトラス レッド・デーモンズ・ドラゴン 2 バイス・ドラゴン 赤き竜の痣：ドラゴン・ウィング
ダーク・リゾネーター ストロング・ウィンド・ドラゴン キング・オブ・デーモン
ダーク・リゾネーター ダーク・リペアラー 王者の鼓動

ダーク・スプロケッター 粉砕！
フレア・リゾネーター



クロウ・ホーガン ブラックフェザー・ドラゴン 4 ＢＦ－漆黒のエルフェン 赤き竜の痣：ドラゴン・テイル
ＢＦ－極夜のダマスカス 舞い上がれ！ブラックフェザー！！
ＢＦ－黒槍のブラスト レベル上昇
ＢＦ－蒼炎のシュラ
黒い旋風

十六夜アキ ブラック・ローズ・ドラゴン 4 ホワイトローズ・ドラゴン 赤き竜の痣：ドラゴン・レッグ
ブルーローズ・ドラゴン 墓地より芽吹くもの
ダーク・ヴァージャー レベル上昇
憎悪の棘

龍亞 パワー・ツール・ドラゴン 4 Ｄ・スコープン 勇気と力をドッキング！
Ｄ・リモコン イクイップ・チェンジ
Ｄ・スマホン イクイップ・リターン
Ｄ・モバホン
Ｄ・スピードユニット
ダブルツールＤ＆Ｃ

龍可 エンシェント・フェアリー・ドラゴン 4 レグルス 赤き竜の痣：ドラゴン・クロー
サンライト・ユニコーン フィールド・チェンジ
サニー・ピクシー フィールド・リターン
スポーア

牛尾哲 ジュッテ・ナイト 3 アサルト・ガンドッグ であえ！　ゴヨウ・ガーディアン！
ヘル・セキュリティ
サムライソード・バロン
ゲート・ブロッカー
手錠龍

DS鬼柳京介 地縛神　Ｃｃａｐａｃ　Ａｐｕ 3 インフェルニティ・ガーディアン ダークチューニング100
インフェルニティ・ネクロマンサー 地縛結界
インフェルニティ・リベンジャー 虚無の波動
インフェルニティ・ビートル 地縛神の施し
インフェルニティ・インフェルノ 贄の石碑
インフェルニティ・ブレイク ハンドレスコンボ100

ワンハンド・スターター
インフェルニティ・インフェルノ


