
もしよければ、アーツの残りを

見せてもらえないでしょうか。

自分のルリグレベルが３以上の時、いつでも

申し訳ありませんが、このターン、

アタックをしないでいただけないでしょうか。

相手のターン開始時

申し訳ないんですが、そのライフバーストを

使用しないでいただけないでしょうか。

相手がライフバーストを発動する前

もしよければ、ライフクロスを１枚

追加させてもらえないでしょうか。

一番最初のドロー前

よろしければ、初期手札を

選ばせてもらえないでしょうか。

じゃんけんの後

申し訳ありませんが、このターンだけ、

このシグニを選択しないで

いただけないでしょうか。大切なので……。

そのシグニを場に出した瞬間

１枚だけ、デッキかトラッシュから

手札に加えてもよろしいでしょうか。

メインフェイズ

このターン、デッキを裏返して

プレイしてもよろしいでしょうか。

自分のターン開始時

このターン、ドローするカードを

全て見せていただけないでしょうか。

相手のターン開始時

お伺いなのですが、そのカードを採用した

理由を教えていただけないでしょうか。

いつでも。場にあるカード１枚を指定する



これからも、あなたらしく

生きてもらってよろしいでしょうか。

いつでも

このターン、ライフバーストが発動するたびに

「私は幸せ者です」と

言ってもらってもよろしいでしょうか。

自分のアタックフェイズ開始時

このターンに限り、すべてのカード名の前に

“私の愛する”と

言ってもらってよろしいでしょうか。

相手のターン開始時

このターン、語尾に「にゃん」を

付けていただいてもよろしいでしょうか。

いずれかのターン開始時

ギャグを言わせていただいても

よろしいでしょうか。

笑ったらカードを1枚引かせてください。

いつでも。

「私は受け入れる。選択者の理を。

そして今、ここに新たな夢限少女が誕生する」

と言っていただいてもよろしいでしょうか？

とどめを刺される時

申し訳ありませんが、グロウコストが

足りないので1コスト立て替えて

いただいてもよろしいでしょうか。

コスト不足でグロウができず、相手が立て替え可能なエナを保持している時

このターン中、スペルかアーツを使う度に、

フレーバーテキストを全力で

読み上げていただいてよろしいでしょうか。

相手のターン開始時

申し訳ありませんが、現在使用して
いらっしゃるルリグの名前を

愛を込め全力で
読み上げていただいてよろしいでしょうか。

いつでも

このターン、私は語尾に「ニンニン！」と
付けるので、アタックフェイズ開始時に

シグニ1体に『アサシン』を
付与してもよろしいでしょうか。

自分のターン開始時



申し訳ありませんがこのターン、

アタック時に全ての攻撃にそれぞれ

攻撃名を付けてアタックしていただけますか？

相手のターン開始時

申し訳ありません、アタックする時に

アタックするシグニのカードイラストと

同じポーズをしていただけないでしょうか？

相手のアタックフェイズ開始時

お伺いなのですが、このターン中、この
シグニのクラスを《○○》として
扱ってもよいでしょうか。

（クラスは自由に指定する。）

シグニ1体を場に出した時

宜しければ、そのスペルの効果を私が
代わりに使用させて貰っても
よろしいでしょうか。

限定条件も無視しますので…

スペルカットイン

このターン、シグニがトラッシュに

置かれる度に「ごめんよ○○」と

シグニに謝ってもらってもよろしいでしょうか？

どちらかのターン開始時

このターン、ルリグと意思疎通して

喋りながらプレイをして

いただけませんでしょうか。

相手のターン開始時

申し訳ないのですが、このシグニは

「ガード」を持っていることにして

いただけないでしょうか。

相手がルリグアタックをしてきた時

宜しければ、そのルリグと出逢った経緯を

教えていただけないでしょうか？

オープンした時

申し訳ないのですが、どのシグニを

選択されると辛いのか、理由も含めて

教えていただけますか？

能力で相手のシグニを選択する時

すいません。エナが足りないので、デッキから

1枚エナに置いてもよろしいでしょうか。

メインフェイズ



申し訳ないのですが、ライフクロスの

1番上を表向きにしてもらっても

よろしいでしょうか？

メインフェイズ

そのお伺いカードなのですが、内容を

裏声で大きな声でもう一度

言ってもらってもよろしいですか？

相手がお伺いカードを使った時

お互いに手札を全て捨てませんか？

オープンした時

しまったついでに、場にいるシグニを
全てデッキの中にしまっていただいても

よろしいでしょうか？
そのあとシャッフルもしていただけると嬉しいのですが…

相手が「しまった」と言った時

すいません。そのコイン僕が

得たことにしてよろしいでしょうか？

相手がコインを得た時

デッキをシャッフルするのですが、

一番上のカードは選ばせて頂いても

よろしいでしょうか。

あなたがデッキをシャッフルする時

ジャンケンをさせていただいて、私が勝ったら

このシグニのパワーを7兆に

させていただいてもよろしいでしょうか？

アタックフェイズ開始時

私もリフレッシュしたいので、

体を伸ばしてもよろしいでしょうか？

ついでに手札もみせてください。

どちらかがリフレッシュをした時

すいません。

もう1回ルリグアタックをしても

よろしいでしょうか？

ライフクロスが5枚以上ある状態で、対戦相手がガードをした時

すいません。今のダメージだけ

無効にしてもよろしいでしょうか？

とどめを刺された時



ジャンケンを3回して2回勝ったら、

今のダメージはあなたに与えられたことに

してもよろしいでしょうか？

とどめを刺された時

せっかくなので、初期手札10枚で

バトルをはじめませんか？

対戦開始前

すいません。残りのデッキを

全部引いてもよろしいでしょうか？

ドローフェイズ

すいません。今の「オープン！」なんですけど、

裏声で言い直してもらっても

よろしいでしょうか？聞きたいので…

対戦相手が「オープン！」と言った時

すいません。そのシグニと同じ表情を

してもらってもよろしいでしょうか？

見たいので…

対戦相手がシグニを出した時

このターンだけ、リミットを＋１

させていただいてもよろしいでしょうか。

あなたがグロウした時

このターンだけ、リミットを-1

させていただいてもよろしいでしょうか。

対戦相手がグロウした時

このシグニのパワーを5万に

させていただいてもよろしいでしょうか。

来場特典の「３－遊　§タカラトミーたそ§」を場に出した時

すいません。このターン、シークレットカードは

場に出さないでいただいても

よろしいでしょうか。シークレットなので…

対戦相手がシークレットバージョンのシグニを出した時

すいません。そのカードが光って眩しいので、

ターン終了時にトラッシュに

置いてもらってもよろしいでしょうか？

対戦相手が光っているカードを場に出した時



今回は、真ん中のシグニゾーンは

使わないことにしませんか？

シグニゾーンも疲れていると思うので…

オープンした時

お互いにトラッシュを全部デッキに

戻してシャッフルしませんか？　

アタックフェイズ

すいません。完全に私の負けなのですが、

ジャンケンに7回連続で勝ったら、

私の勝ちということにしてもらえませんか。

あなたの負けが確定した時

このターン、起動効果を使うたびに、

無色コストを１支払って

いただいてもよろしいでしょうか？

対戦相手のターン開始時

すいません。そのシグニがガードを

したがっているので、場に出すのは

やめてもらってもよろしいでしょうか？

「ガード」を持つカードが場に出た時

すいません。もしこのライフクロスが

ライフバーストを持っていたら、

2回発動してもよろしいでしょうか？

ライフクロスがクラッシュされる直前

エナフェイズを2回行っても

よろしいですか？

エナフェイズ

先攻後攻は私が決めても

よろしいでしょうか？

対戦開始前

私のライフクロスを全部表向きに

してもよろしいでしょうか？

メインフェイズ

このお伺いカードを破るので、ライフクロスを

1枚トラッシュに置いてもらっても

よろしいでしょうか？

メインフェイズ（1度破ったら2度と使用できません）



ふとした瞬間に、私のことを思い出して

いただいてもよろしいでしょうか？

いつでも

好きな食べ物を同時に言いましょう。

同じものだったら2回グロウしても

よろしいでしょうか？

グロウフェイズ

このターン、シグニを出す時に効果音を

付け足してもらってもよろしいでしょうか？

対戦相手のターン開始時

このターン、ダメージを受けるたびに

「ぎゃふん」と言ってもらっても

よろしいでしょうか？聞いたことがないので…

あなたのターン開始時

昨日の晩御飯のおかずは何だったか

教えてもらってもよろしいでしょうか？

いつでも

隣の席で勝敗が決まったようなので、

勝った方へ「おめでとう！」と

言っていただいてもよろしいでしょうか。

隣の席で勝敗が決まった時

そのプロテクトに描かれているキャラクターの

好きなところを挙げていただいても

いいでしょうか？

いつでも

エナと手札を入れ替えても

よろしいでしょうか？

メインフェイズ

暑い日が続きますが、体を壊さないように

気を付けていただいてもよろしいですか？

いつでも

このターン、カードを引くたびに

「会いたかったよ」とカードに

伝えてもらってもよろしいですか？

対戦相手のターン開始時



マジな話なのですが、

カードを3枚引いてもよろしいでしょうか。

対戦相手が「マジ」と言った時

シャッフルをする間、ずっと私を

見つめていただいてもよろしいでしょうか。

対戦相手がシャッフルをする時

このターンに限り、すべてのカード名の前に

“私と同じくらい美しい”と

言ってもらってよろしいでしょうか。

対戦相手のターン開始時

このターン、私のことを“お母さん”と

呼んでいただいてもよろしいでしょうか。

対戦相手のターン開始時

このターン、ルリグのことを

“最愛の女性”と呼んでいただいても

よろしいでしょうか。

対戦相手のターン開始時

このターン、アタックするたび3秒間私と

見つめ合っていただいてもよろしいでしょうか。

アタックフェイズ開始時

申し訳ないのですが、カードを2枚

引かせていただいてもよろしいでしょうか。

手札が0枚になった時

申し訳ないのですが、デッキの上から

2枚エナチャージさせていただいても

よろしいでしょうか。

エナが0枚になった時

今年のクリスマスに欲しいものを

教えていただけないでしょうか。

いつでも

モノマネをさせていただいても
よろしいでしょうか。

笑ったら私が、笑わなかったらあなたが
追加で1ターンを得るのはいかがでしょうか。

メインフェイズ



せっかくなので、追加で10枚カードを

引いていただいてもよろしいでしょうか。

対戦相手がカードを引いた時

せっかくなので、追加で10枚エナチャージ

していただいてもよろしいでしょうか。

対戦相手がエナチャージをした時

同時に血液型を言いましょう。一緒だったら

このシグニをトラッシュに置いてもらっても

よろしいでしょうか。

メインフェイズ

このカードを褒めていただいても

よろしいでしょうか？励みになるので…

いつでも

私の黒歴史をお伝えしますので、

このシグニをバニッシュさせていただいても

よろしいでしょうか？

メインフェイズ

このターンは身振り手振りだけで

ゲームを進めてもらってもよろしいでしょうか？

対戦相手のターン開始時

申し訳ないのですが、恋の悩みを

聞いていただいてもよろしいでしょうか？

相手がルリグアタックをした時

申し訳ないのですが、私のシグニの

場所を入れ替えてもよろしいでしょうか？

アタックフェイズ

すいません。私とルリグのツーショット写真を

撮っていただけませんか？

いつでも

同時に誕生日の星座を言いましょう。

一緒だったら、ライフクロスを1枚

クラッシュしてもよろしいでしょうか？

メインフェイズ



私もアドバンテージを稼ぎたいので、

1枚ドローして1枚エナチャージしても

よろしいでしょうか？

対戦相手が「アド」と言った時
※「アド」はゲーム中に得したときによく使用される言葉です。

申し訳ないのですが、このターン中、

このシグニの色を無色にしても

よろしいでしょうか。

メインフェイズ

すいません。そのアタックなのですが、

1枚しかクラッシュされないことに

してもよろしいでしょうか

ダブルクラッシュかトリプルクラッシュを受けるとき

すいません。このシグニの【ランサー】を

なかったことにしていただいても

よろしいでしょうか？

アタックフェイズ

すいません。そのカードのマルチエナ

能力なのですが、このターン中は

使わないでいただけますでしょうか

アタックフェイズ

すいません。そのシグニには必ず

アタックしてほしいのですが、よろしいでしょうか？

アタックフェイズ

すいません。このシグニの【アサシン】を

なかったことにしていただいても

よろしいでしょうか

アタックフェイズ

ギャグを言わせていただいても

よろしいでしょうか。笑いが起きなければ、

全てのシグニがダウンして凍結してしまうのですが…

アタックフェイズ

申し訳ないのですが、このターン私が

カードを使うたびに「いよッ！」と

景気づけしていただいてもよろしいでしょうか。

あなたのターン開始時


