先鋒使用制限カード一覧
①以下に【使用禁止】と記載されているカードはデッキに入れることができません。
②以下に【PR一種選択】と記載されているカードは、その中のカードから1種類しかデッキに入れることができません。
③PRカード(※)は、デッキに合計4枚までしか入れることができません。 【PR一種選択】のリストにあるカードとないカードを合わせて4枚までです。
④すべてのOSにおいて、＜OS:ブシロード＞のPRカードを使用することができますが、【PR一種選択】の中の1種類として含まれます。
⑤2019年1月以降に配布されたPRカードは、デッキに入れることができません。
⑥公式ルールの「カードの使用制限に関するルール」は今大会においても適用されます。
※「PRカード」とは、カード番号に“PR”と付いているカード、“UD”と付いているカード、”∞”と付いているカード、
OS名

使用制限内容

＜OS:ストライクウィッチーズ＞

【PR一種選択】
SW-UD001 Refined beauty
SW-UD002 仲良しの相棒
SW-UD003 礼装
SW-UDPR001 因縁のユニット
SW-PR008 花紅柳緑

＜OS:真・恋姫†無双＞

【PR一種選択】
SKe-PR008 “蜀”二人は大親友「朱里」＆「雛里」
SKe-PR009 “呉”責任の重圧「蓮華」
SKe-PR010 共に歩む覇道
SKe-PR011 共に歩む戦場
SKe-PR012 馬と生きる
SKk-PR001 七星餓狼
SKk-PR002 “魏”曹一門の癒し「柳琳」
SKk-PR003 餓狼爪
SKk-PR004 遼来来
SKk-PR005 兵站管理
SKk-PR006 “魏”軍師の奇策「桂花」
SKk-PR007 月下演奏
SKk-PR008 妄想の末に
SKk-PR009 狂虎
SKk-PR010 “呉”断金の酒宴「冥琳」&「雪蓮」
SKk-PR011 “呉”孫呉三代の宿願「蓮華」

＜OS:あっぱれ！天下御免＞
＜OS:アマカノ＞
＜OS:戦国†恋姫＞
＜OS:Deep One＞
この5つのOSは、
どれも同じ【PR一種選択】が適用されます。

”DS”と付いているカード のことを指しています。

AK-PR005
AK-PR006
AK-PR007
AK-PR008
AK-PR009

海辺の女神「高社 紗雪」
恋人として妻として「高社 紗雪」
明るい笑顔「星川こはる」
うきうき新妻「一ノ瀬 穂波」
二人きりの夏旅行「硯川・e・涙香」

SKo-PR013 “織田家”天下布武「久遠」
SKo-PR014 剣丞隊の頭脳

【使用禁止】
「千の刃濤、桃花染の皇姫」のカード
(AU-369からAU-468のカード)

＜OS:オーガスト＞

【PR一種選択】
AU-PR024 どうしようもなく愛おしい「宮国 朱璃」
AU-BPR001 案外着やせする「宮国 朱璃」
AU-BPR002 引き締まった肢体「鴇田 奏海」
AU-BPR003 あどけない表情「椎葉 古杜音」
AU-BPR004 均整のとれた美しさ「稲生 滸」
AU-BPR005 相当に大胆「エルザ・ヴァレンタイン」
AU-PR025 武人の証の呪紋
AU-PR026 灯篭流しに照らされて「宮国 朱璃」

【使用制限】
NV-PR010 NV-T05「溺れる魚」は、デッキに2枚までしか入れることができません。
※NV-T05の「溺れる魚」もPRカードとして扱います。
＜OS:Navel＞

【PR一種選択】
NV-UD001 乙女理論とその後の周辺 -Belle EpoqueNV-UD002 マルセイユの決着「ブリュエット」
NV-UD003 輝く夜明け
NV-UDPR001 大蔵家集合写真

＜OS:ビジュアルアーツ＞

“リトルバスターズ”物憂げな美女「来ヶ谷 唯湖」はva-315もPRカードとして扱います。

【使用禁止】
「グリザイア：ファントムトリガー」に収録のカード
(GRP-001からGRP-100およびGR-394のカード)
＜OS:グリザイアの果実＞

＜OS:真剣で私に恋しなさい！＞
＜OS:みなとカーニバル＞
＜OS:辻堂さんの純愛ロード＞
この3つのOSは、
どれも同じ【PR一種選択】が適用されます。

＜OS:英雄＊戦姫＞

【PR一種選択】
GR-PR036 歩んできた道の先
GRP-BPR001見張りの間引き「獅子ヶ谷 桐花」
GRP-BPR002 ワン・ダウン
GRP-BPR003 私の役目
GRP-SD001 マスタニウム補給
GRP-SD002 ハルトの刀
GRP-PR001 真摯な言葉「深見 玲奈」

【PR一種選択】
MJA-PR021 “猟犬部隊”共に歩む道「マルギッテ・エーベルバッハ」
MJA-PR022 大人びた私服「最上 旭」
MJA-PR023 ユニークなスピーチ「南條･M･虎子」
MJA-PR024 月下美人「源 義経」
MJA-UD001 超上機嫌
MJA-UD002 ドッキリ大成功
MJA-UD003 楽しい時間
MJA-UDPR001 甘い口直し
MJSP-PR001 ミステリアスな少女「ウルラ」
MC-PR001 和田学園の不良娘「鬼塚」さん
MC-PR002 正義感の強い風紀委員「朱足 由比」

【PR一種選択】
ES-UD001 シュガー・ナイトメア
ES-UD002 世界の鏡「チハヤ」
ES-UD003 これからの物語
ES-UDPR001 持説の証明「コペルニクス」

【使用禁止】
「OS:ダ・カーポ 3.00」に収録されているカード
(番号がDC-266からDC-365のカード)
＜OS:ダ・カーポ＞

【PR一種選択】
DC-UDPR001 繋げた想い
DC-BPR001 逆サプライズ企画「杉並（III）」
DC-BPR002 本物の笑顔「アイシア」
DC-BPR003 お忍び院内散策「桜内 音姫」
DC-BPR004 想い出の継承「芳乃 さくら」
DC-PR019 愛念の雛人形
DC-PR020 二人だけの祝勝会

【使用禁止】
「タユタマ ＆ タユタマ２」および「タユタマ2 After Stories ＆ 縁りて此の葉は紅に」に収録のカード
(LoS-196からLoS-395のカード)

＜OS:Lump of Sugar＞

【PR一種選択】
LoS-PR013 純真な瞳「泉戸 こはく」
LoS-BPR001 初めてのプール“太転依”「鵺」
LoS-BPR002 初未来について“太転依”「泉戸 こはく」
LoS-BPR003 二人の新しい関係「西条 緋文」
LoS-BPR004 餅つき大会に参加「湯ノ花 菜乃」
LoS-PR014 自然な動作「西条 緋文」
LoS-PR015 まさかの展開「湯ノ花 菜乃」
LoS-PR016 楽しい縁日“太転依”「鵺」
LoS-PR017 子供になりきり
LoS-BPR005 冬の装い“太転依”「泉戸 こはく」
LoS-BPR006 自分探しの寄り道
LoS-BPR007 ご主人との時間“幻夷”「木那里 もみじ」
LoS-BPR007 紅の傘
LoS-PR018 初めてのペットショップ“幻夷”「木那里 もみじ」
LoS-PR019 色褪せない記憶

【使用禁止】
「千恋＊万花」「RIDDLE JOKER」のカード
(YZ-301からYZ-500のカード)

＜OS:ゆずソフト＞

【PR一種選択】
YZ-BPR001 “制服”の「朝武 芳乃」
YZ-BPR002 “制服”の「常陸 茉子」
YZ-BPR003 “制服”の「ムラサメ」
YZ-BPR004 “制服”の「レナ・リヒテナウアー」
YZ-PR015 ぬくもり
YZ-PR016 巫女姫様「朝武 芳乃」
YZ-PR017 朝武家にお仕えする「常陸 茉子」
YZ-PR018 住み込み修行「レナ・リヒテナウアー」
YZ-BPR005 天網恢恢「二条院 羽月」
YZ-BPR006 私服の「壬生 千咲」
YZ-BPR007 償いの抱擁
YZ-SD001 真夜中の密会「三司 あやせ」
YZ-SD002 プールデート
YZ-PR019 妹として「在原 七海」
YZ-PR020 咄嗟の救出劇
YZ-PR021 悲痛な恋心

【使用禁止】
「ご注文はうさぎですか？？ Vol.2」に収録のカード
(GU-201からGU-300のカード)

＜OS:ご注文はうさぎですか？＞

【PR一種選択】
GU-PR034 野原でのんびり
GU-PR035 暖炉の前でまったり (※)
GU-SD001 いつもポジティブ！「ココア」
GU-SD002 スマイルショット
GU-BPR001 みんなでお洗濯「チノ」
GU-BPR002 キャンプの思い出
GU-BPR003 シストの地図
GU-PR036 甘兎庵看板姉妹「チノ」＆「あんこ」＆「千夜」
GU-PR038 サプライズが大好き「モカ」
(※) GU-PR035「暖炉の前でまったり」は、デッキに1枚までしか入れることができません。

【使用禁止】
「蒼の彼方のフォーリズム Vol.2」に収録のカード
（s/f-201からs/f-300のカード）

＜OS:sprite/fairys＞

【PR一種選択】
s/f-PR014 一年生同盟 (※)
s/f-PR015 つかの間の休息
s/f-PR016 蒼の彼方へ「倉科 明日香」
s/f-PR017 メイドナースのご奉仕
s/f-PR018 黄昏の少女達
s/f-PR019 ご主人さまのために
s/f-PR020 きらめきの彼方
s/f-BPR005 この空に描く奇跡「倉科 明日香」
s/f-BPR006 この空に刻む軌跡「鳶沢 みさき」
s/f-BPR007 未遂の理想
s/f-BPR008 藍の浴衣
s/f-SD001 花火と子猫様「有坂 真白」
s/f-SD002 無限軌道
s/f-PR021 ペアリング飛行
s/f-PR022 Way to Fly
s/f-PR023 空色の花
(※)s/f-PR014「一年生同盟」は、デッキに1枚までしか入れることができません。

【使用制限】
NP-480 SA-010 家族の時間“ラボメン”「橋田 至」はデッキに1枚までしか入れることができません。
NP-483 SA-013 精一杯の強がり“ラボメン”「牧瀬 紅莉栖」はデッキに1枚までしか入れることができません。
＜OS:科学アドベンチャー＞

【PR一種選択】
SA-PR001 ゲロカエルんストラップ (※)
SA-PR004 CHAOS;CHILD
(※)「ゲロカエルんストラップ」はNP-061のカードもPRカードとして扱います。

【使用禁止】
「この素晴らしい世界に祝福を！２」に収録のカード
(KS-101からKS-200のカード)

＜OS:この素晴らしい世界に祝福を！＞

＜OS:東方混沌符＞

【PR一種選択】
KS-BPR005 カズマ達への表彰「セナ」
KS-BPR006 悪感情が大好物「バニル」
KS-BPR007 討伐クエスト説明「ルナ」
KS-BPR008 カズマの悪友「ダスト」
KS-PR002 紅魔族随一の魔法の使い手「めぐみん」
KS-PR003 退けぬ戦い「ダクネス」
KS-PR004 真打ち登場「めぐみん」＆「荒くれ者」
KS-PR005 ランダムテレポート
KS-PR006 ドレインタッチー！！
KS-PR007 あの店の割引券
KS-PR008 洪水クラスの水だって出せますから！
KS-PR009 汚れ無き立場
KS-PR010 ゴッドブロー
KS-PR011 全身ねっちょり
KS-PR012 チキンレース
KS-PR013 あとは任せたぞ！みんな！
KS-PR014 早くこっちに帰ってきなさいよ！

【PR一種選択】
TPsp-UDPR001 “復刻”霊符 夢想封印
TPsp-UD004 アースライトレイ「霧雨 魔理沙」
TPsp-UD005 表情豊かなポーカーフェイス「秦 こころ」
TPsp-UD006 希望の面
TPsp-UD007 東方混沌符「博麗 霊夢」夏祭り
TPsp-UD008 奥義 西行春風斬
TPsp-UD009 風祝の支援
TPsp-UD010 幻想郷の宴
TPsp-UD011 “東方妖々夢”「霧雨 魔理沙」夏祭り
TPsp-UD012 “東方妖々夢”「アリス・マーガトロイド」春祭り
TPsp-UD013 アリスの人形
TPsp-UD014 白玉楼の宴
TPsp-UD015 東方混沌符「レミリア・スカーレット」
TPsp-UD016 東方混沌符「十六夜 咲夜」
TPsp-UD017 恋符 ノンディレクショナルレーザー
TPsp-UD018 紅魔館の宴
TPsp-UD019 東方混沌符「射命丸 文」
TPsp-UD020 コンディションドテレポート (※)
TPsp-UD021 こころのルーレット
TPsp-UD022 天狗山の宴
(※)TPsp-UD020 コンディションドテレポートは、デッキに1枚までしか入れることができません。

＜OS:ハイスクール・フリート＞
＜OS:ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？＞
＜OS:Re:ゼロから始める異世界生活＞
＜OS:クオリディア・コード＞
＜OS:魔法少女育成計画＞
＜OS:ブレイブウィッチーズ＞
＜OS:けものフレンズ＞
＜OS:冴えない彼女の育てかた＞
＜OS:幼女戦記＞
＜OS:HARUKAZE＞
＜OS:Re:CREATORS＞
＜OS:ロクでなし魔術講師と禁忌教典＞
＜OS:ノーゲーム・ノーライフ＞
＜OS:アホガール＞
＜OS:オーバーロード＞
＜OS:ブレンド・S＞
＜OS:フルメタル・パニック！＞
＜OS:りゅうおうのおしごと！＞
＜OS:Fate＞
＜OS:ミルキィホームズ＞

全カード使用不可

