カード名

カードNo

1 ST01-001 モンキー・D・ルフィ
2 ST01-001 モンキー・D・ルフィ

3 ST01-002 ウソップ

4 ST01-004 サンジ

5 ST01-005 ジンベエ

効果

カード種類
リーダー

リーダー

キャラ

キャラ

回答

キャラについているドン!!をこの【起動メイン】効果で いいえ、できません。キャラに付与されているドン!!カードは「レ

にレストのドン‼1枚までを付与する。

他のキャラに付与できますか？

【起動メイン】【ターン1回】このリーダーか自分のキャラ1枚

この【起動メイン】効果でレストのドン!!を付与すると いいえ、キャラに付与されるドン!!は向きを問いません。

にレストのドン‼1枚までを付与する。

き、横向きのままキャラに付与されますか？

【ドン‼×2】【アタック時】相手は、このバトル中、パワー

このキャラをブロックしているキャラがカウンターで

5000以上のキャラの【ブロッカー】を発動できない。

パワー6000以上になった場合、アタックの対象は元に は【ブロッカー】を発動したキャラのままとなります。

【トリガー】このカードを登場させる。
【ドン‼×2】このキャラは【速攻】を得る。

キャラ

質問

【起動メイン】【ターン1回】このリーダーか自分のキャラ1枚

(このカードは登場したターンにアタックできる)

ストのドン!!」ではありません。

いいえ、既に【ブロッカー】は発動した後のため、アタックの対象

戻りますか？
登場したターンに他の効果でこのキャラがレストに

いいえ、レストとなっているキャラでアタックをすることはできま

なった場合、アタックできますか？

せん。

【ドン‼×1】【アタック時】このキャラ以外の自分のリーダー

このカードが自分の場に2枚ある場合、一方のジンベエ はい、使用できます。「このキャラ以外の」はカード名ではなくこ

かキャラ1枚までを、このターン中、パワー+1000。

でもう一方のジンベエにこの【アタック時】効果を使

のキャラ自体を指します。

用できますか？

6 ST01-007 ナミ

キャラ

7 ST01-011 ブルック

キャラ

8 ST01-011 ブルック

9 ST01-012 モンキー・D・ルフィ

10 ST01-013 ロロノア・ゾロ

11 ST01-015 ゴムゴムのJET銃

12 ST01-016 悪魔風脚

キャラ

キャラ

【起動メイン】【ターン1回】自分のリーダーかキャラ1枚にレ

このカード自身にこの【起動メイン】効果でドン!!を付 はい、付与できます。

ストのドン‼1枚までを付与する。

与できますか？

【登場時】自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン‼2枚ま

この【登場時】効果でレストのドン!!を1枚だけ付与で はい、付与できます。”~枚まで”と表記されている場合、0枚を選

でを付与する。

きますか？

【登場時】自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン‼2枚ま

この【登場時】効果でリーダーかキャラ合計2枚にドン いいえ、できません。

でを付与する。

‼を1枚ずつ付与できますか？

【速攻】(このカードは登場したターンにアタックできる)

このキャラがアタックした後に他のキャラがアタック

【ドン‼×2】【アタック時】相手は、このバトル中、【ブロッ した場合、相手は【ブロッカー】を発動できますか？
カー】を発動できない。
【ドン‼×1】このキャラのパワー+1000。

キャラ

イベント

イベント

ぶことができます。

はい、このキャラの【アタック時】効果の発動したバトル中ではな
いため、相手は【ブロッカー】を発動できます。

この【ドン‼×1】効果で相手ターン中にもこのキャラ はい、＋1000されます。この効果はお互いのターン中有効です。
のパワーは＋1000されますか？

【メイン】相手のパワー6000以下のキャラ1枚までを、KOす

元々のパワーが6000以下のキャラが効果で7000以上

る。

となっている場合、この【メイン】効果でKOできます ます。

【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。

いいえ、できません。現在のパワーが6000以下のキャラをKOでき

か？

【メイン】自分の特徴《麦わらの一味》を持つ、リーダーかキャ 選んだキャラがアタックした後、他のキャラがアタッ

はい、発動できます。このイベントで選んだキャラのアタックして

ラ1枚までを選ぶ。相手は、このターン中、そのリーダーかキャ

クした場合、相手は【ブロッカー】を発動できます

いるバトル中ではないため、相手は【ブロッカー】を発動できま

ラがアタックする場合【ブロッカー】を発動できない。

か？

す。

【トリガー】相手のコスト3以下の【ブロッカー】を持つキャラ
1枚までを、KOする。

13 ST01-016 悪魔風脚

イベント

【メイン】自分の特徴《麦わらの一味》を持つ、リーダーかキャ 「ST01-012 モンキー・D・ルフィ」などの、【ブ

いいえ、できません。このカードを使用した時点で【ブロッカー】

ラ1枚までを選ぶ。相手は、このターン中、そのリーダーかキャ

ロッカー】効果自体を持たず【ブロッカー】と効果に

効果自体を持つキャラのみKOできます。

ラがアタックする場合【ブロッカー】を発動できない。

記載されているキャラをこの【トリガー】効果でKOで

【トリガー】相手のコスト3以下の【ブロッカー】を持つキャラ
1枚までを、KOする。

きますか？

【起動メイン】このステージをレストにできる：自分の特徴《麦 このステージが登場したターンに、「このステージを

14 ST01-017

サウザンド・サニー号

ステージ

わらの一味》を持つリーダーかキャラ1枚までを、このターン
中、パワー+1000。

レストにできる：」効果を発動できますか？

はい、発動できます。

【起動メイン】【ターン1回】③(コストエリアのドン‼を指定の 既にこのターンにアタックしており、この効果でアク

15 ST02-001 ユースタス・キッド

リーダー

はい、アタックできます。

数レストにできる)，自分の手札1枚を捨てることができる：この ティブになったリーダーでもう1度アタックできます
リーダーをアクティブにする。

か？

16 ST02-003 ウルージ

キャラ

17 ST02-003 ウルージ

キャラ

18 ST02-003 ウルージ

キャラ

19 ST02-007 ジュエリー・ボニー

【ドン‼×1】自分のキャラが3枚以上いる場合、このキャラのパ このキャラのバトル中に自分のキャラの数が変化した

そのバトルのダメージステップ時点での自分のキャラの数が3枚以

ワー+2000。

上なら、パワー＋2000された状態でバトルの結果を処理します。

場合、このキャラのパワーはどうなりますか？

【ドン‼×1】自分のキャラが3枚以上いる場合、このキャラのパ 「自分のキャラが3枚以上」とは、このキャラ自身を数 はい、このキャラを合わせて3枚以上ならパワーが上昇します。
ワー+2000。

えて3枚以上ですか?

【ドン‼×1】自分のキャラが3枚以上いる場合、このキャラのパ この【ドン‼×1】効果で相手ターン中にもこのキャラ はい、＋2000されます。この効果はお互いのターン中有効です。

キャラ

ワー+2000。

のパワーは＋2000されますか？

【起動メイン】①(コストエリアのドン‼を指定の数レストにで

このカードの効果で緑以外の《超新星》を持つカード

はい、加えられます。

きる)，このキャラをレストにできる：自分のデッキの上から5枚 を手札に加えられますか？
を見て、特徴《超新星》を持つカード1枚までを公開し、手札に
加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。
【起動メイン】①(コストエリアのドン‼を指定の数レストにで

20 ST02-007 ジュエリー・ボニー

キャラ

《超新星》を持つカードがなかった場合はどうなりま

きる)，このキャラをレストにできる：自分のデッキの上から5枚 すか？
を見て、特徴《超新星》を持つカード1枚までを公開し、手札に

デッキの上から見たカード全てを好きな順番に並び替え、デッキの
下に置きます。

加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。
【起動メイン】①(コストエリアのドン‼を指定の数レストにで

21 ST02-007 ジュエリー・ボニー

キャラ

このキャラが登場したターンに、「このキャラをレス

はい、起動できます。

きる)，このキャラをレストにできる：自分のデッキの上から5枚 トにできる：」効果を起動できますか？
を見て、特徴《超新星》を持つカード1枚までを公開し、手札に
加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。

22 ST02-008 スクラッチメン・アプー

キャラ

23 ST02-008 スクラッチメン・アプー

キャラ

24 ST02-009 トラファルガー・ロー

キャラ

25 ST02-010 バジル・ホーキンス

キャラ

【ドン‼×1】【アタック時】相手のドン‼1枚までを、レストに 既にレストのドン!!をレストにできますか？

いいえ、できません。既にレストになっているカードを改めてレス

する。

トにすることはできません。

【ドン‼×1】【アタック時】相手のドン‼1枚までを、レストに 相手のキャラに付与されたドン!!をレストにできます

いいえ、できません。相手のコストエリアにあるアクティブのド

する。

か？

ン!!を1枚まで選んでください。

【登場時】自分のレストのコスト5以下の特徴《超新星》か

既にこのターンにアタックしており、この効果でアク

はい、アタックできます。

《ハートの海賊団》を持つキャラ1枚までを、アクティブにす

ティブになったキャラでもう1度アタックできますか？

る。
【ドン‼×1】【ターン1回】【自分のターン中】このキャラが相 この効果でアクティブになったキャラは、もう1度ア

26 ST02-010 バジル・ホーキンス

キャラ

はい、アタックできます。

手のキャラとバトルした場合、このキャラをアクティブにする。 タックできますか？
【ドン‼×1】【ターン1回】【自分のターン中】このキャラが相 このキャラが相手のキャラとバトルする場合、バトル

バトルの終了時に、そのアタックの対象がキャラならアクティブに

手のキャラとバトルした場合、このキャラをアクティブにする。 フェイズのどのタイミングでアクティブになります

なります。

か？
【ドン‼×1】【ターン1回】【自分のターン中】このキャラが相 このキャラが相手のリーダーにアタックし、相手が

27 ST02-010 バジル・ホーキンス

キャラ

はい、アクティブになります。

手のキャラとバトルした場合、このキャラをアクティブにする。 【ブロッカー】を発動した場合、このキャラはアク

ティブになりますか？

28 ST02-013 ユースタス・キッド

キャラ

【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストに

ドン!!が1枚以上ついていてレストのこのキャラがいる いいえ、可能な限りアクティブにしてください。

し、アタックの対象をこのカードにできる)

場合、自分のターン終了時にこのキャラをアクティブ

【ドン‼×1】【自分のターン終了時】このキャラをアクティブ
にする。

にしないことを選べますか？

9/22更新

29 ST02-013 ユースタス・キッド

キャラ

【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストに

この【自分のターン終了時】効果でアクティブのこの

し、アタックの対象をこのカードにできる)

キャラを再度アクティブにできますか？

いいえ、既にアクティブの場合は何も起こりません。

【ドン‼×1】【自分のターン終了時】このキャラをアクティブ
にする。

30 ST02-014 X・ドレーク

キャラ

【ドン‼×1】【自分のターン中】このキャラがレストの場合、

《超新星》と《海軍》を両方持つキャラのパワーは

いいえ、されません。《超新星》か《海軍》、もしくは両方を持つ

自分の特徴《超新星》か《海軍》を持つリーダーとキャラのパ

+2000されますか？

キャラがそれぞれパワー＋1000されます。

ワー+1000。
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル

31 ST02-015 メス

イベント

この【カウンター】効果でドン!!をアクティブにしない はい、できます。

中、パワー+2000。その後、自分のドン‼1枚までを、アクティ ことはできますか？
ブにする。
【トリガー】自分のドン‼2枚までを、アクティブにする。
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル

32 ST02-015 メス

イベント

コストエリアのドン!!が足りない場合、この【トリ

中、パワー+2000。その後、自分のドン‼1枚までを、アクティ ガー】効果は発動できますか？
ブにする。

はい、発動できます。
その場合、0枚または1枚をアクティブにすることが選べます。

【トリガー】自分のドン‼2枚までを、アクティブにする。
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル

33 ST02-016 反発

イベント

【メイン】相手のキャラ1枚までを、レストにする。

34 ST02-017

藁備手刀

イベント

イベント

イベント

この【トリガー】効果で《超新星》を持つイベント

【トリガー】自分の手札のコスト2以下の特徴《超新星》を持つ カードを使用できますか？
カード1枚までを、登場させる。
【メイン】相手のキャラ1枚までを、レストにする。

36 ST02-017 藁備手刀

既にレスト状態のキャラをこの【メイン】効果で選べ

はい、選べます。その場合、【メイン】効果では何も起きません。

【トリガー】自分の手札のコスト2以下の特徴《超新星》を持つ ますか？
カード1枚までを、登場させる。
【メイン】相手のキャラ1枚までを、レストにする。

35 ST02-017 藁備手刀

この【カウンター】効果でドン!!をアクティブにしない はい、できます。

中、パワー+4000。その後、自分のドン‼1枚までを、アクティ ことはできますか？
ブにする。

この【トリガー】効果で【登場時】効果を持つカード

いいえ、できません。キャラカードかステージカードだけが登場で
きます。
はい、発動できます。

【トリガー】自分の手札のコスト2以下の特徴《超新星》を持つ を登場させたら、その【登場時】効果は発動します
カード1枚までを、登場させる。

か？

【起動メイン】【ターン1回】ドン‼-4(自分の場のドン‼を指定 この【起動メイン】効果で自分のキャラを手札に戻す

37 ST03-001 クロコダイル

38 ST03-003 クロコダイル

リーダー

キャラ

【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストに

この【ブロック時】効果でアタックしているキャラ自

アタックしているキャラが場に存在しない場合、バトルは何も起こ

し、アタックの対象をこのカードにできる)

体をデッキの下においた場合、バトルの結果はどうな

らずに終了します。

【ドン‼×1】【ブロック時】コスト2以下のキャラ1枚までを、
持ち主のデッキの下に置く。

39 ST03-003 クロコダイル

キャラ

はい、戻すことができます。

の数ドン‼デッキに戻すことができる)：コスト5以下のキャラ1 ことができますか？
枚までを、持ち主の手札に戻す。

りますか？

【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストに

この【ブロック時】効果で自分のキャラをデッキの下

し、アタックの対象をこのカードにできる)

に置けますか？

はい、できます。

【ドン‼×1】【ブロック時】コスト2以下のキャラ1枚までを、
持ち主のデッキの下に置く。

40 ST03-004 ゲッコー・モリア

41 ST03-005 ジュラキュール・ミホーク

キャラ

キャラ

【登場時】自分のトラッシュの「ゲッコー・モリア」以外のコス 「ST03-004 ゲッコー・モリア」以外のカード名が

いいえ、できません。カード名が「ゲッコー・モリア」であるすべ

ト4以下の特徴《王下七武海》か《スリラーバーク海賊団》を持

「ゲッコー・モリア」のカードを手札に加えられます

てのカードはこの効果で手札に加えられません。

つキャラカード1枚までを、手札に加える。

か？

【ドン‼×1】【アタック時】カード2枚を引き、自分の手札2枚 自分のデッキが1枚以下の場合、ドン!!の付与されたこ

はい、アタックできます。但し、【アタック時】効果が必ず発動し

を捨てる。

可能な限りカードを2枚引くため、デッキが0枚となり、デッキが0

のキャラでアタックできますか？

枚になったプレイヤーはゲームに敗北します。

【ドン‼×1】【起動メイン】【ターン1回】②(コストエリアの

42 ST03-007 戦桃丸

キャラ

デッキに「パシフィスタ」がない場合、効果を発動で

ドン‼を指定の数レストにできる)：自分のデッキからコスト4以 きますか？
下の「パシフィスタ」1枚までを、登場させ、デッキをシャッフ

はい、発動できます。自分のデッキを見た後、なにも登場させずに
デッキをシャッフルします。

ルする。

43 ST03-009 ドンキホーテ・ドフラミンゴ

キャラ

44 ST03-010 バーソロミュー・くま

キャラ

【登場時】コスト7以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻

この【登場時】効果でこのキャラ自身や他の自分の

す。

キャラを手札に戻すことはできますか？

はい、戻すことができます。

【登場時】自分のデッキの上から3枚を見て、好きな順番に並び

デッキの上から3枚を見た後、1枚をデッキの上、2枚

いいえ、できません。3枚を並べ替えたあと、3枚まとめてデッキ

変え、デッキの上か下に置く。

をデッキの下に置けますか？

の上に置くか下に置くかを選びます。

デッキが2枚以下の場合、効果は発動できますか？

はい、発動できます。

【トリガー】このカードを登場させる。
【登場時】自分のデッキの上から3枚を見て、好きな順番に並び

45 ST03-010 バーソロミュー・くま

キャラ

変え、デッキの上か下に置く。

デッキを見ている間はデッキ枚数が0枚とはみなされません。

【トリガー】このカードを登場させる。

46 ST03-014 マーシャル・D・ティーチ
47 ST03-015 砂嵐

キャラ

イベント

【登場時】コスト3以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻

この【登場時】効果でこのキャラ自身や他の自分の

す。

キャラを手札に戻すことはできますか？

【メイン】コスト7以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻

この【メイン】効果でこのキャラ自身や他の自分の

す。

キャラを手札に戻すことはできますか？

はい、戻すことができます。
はい、戻すことができます。

【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。

48 ST03-016

つっぱり圧力砲

49 ST03-016 つっぱり圧力砲

イベント

イベント

【カウンター】コスト3以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札

この【カウンター】効果でアタックしているキャラや

アタックしているキャラやアタックされているキャラが場に存在し

に戻す。

アタックされているキャラを手札に戻した場合、バト

ない場合、バトルは何も起こらずに終了します。

【トリガー】このカードの【カウンター】効果を発動する。

ルの結果はどうなりますか？

【カウンター】コスト3以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札

この【カウンター】効果で自分のキャラを手札に戻す

に戻す。

ことはできますか？

はい、戻すことができます。

【トリガー】このカードの【カウンター】効果を発動する。

50 ST03-016 つっぱり圧力砲

イベント

【カウンター】コスト3以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札

自分のキャラを戻した場合、そのキャラカードのカウ

に戻す。

ンターをそのバトル中に使用できますか？

はい、使用できます。

【トリガー】このカードの【カウンター】効果を発動する。
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル

51 ST03-017 メロメロ甘風

イベント

このカードを合わせて手札が4枚の場合、この効果で

中、パワー+4000。その後、自分の手札が3枚以下の場合、カー カードは引けますか？
ド1枚を引く。

はい、カードを1枚引く効果も発動します。イベントカードの発動
時、そのカードはトラッシュに置かれ、手札の枚数には含まれませ
ん。

【起動メイン】【ターン1回】ドン‼-7(自分の場のドン‼を指定 相手のライフが1枚もない場合、この効果でゲームに勝 いいえ。できません。効果を発動することはできますが、相手のラ

52 ST04-001 カイドウ

リーダー

53 ST04-002 うるティ

キャラ

の数ドン‼デッキに戻すことができる)：相手のライフの上から1 利できますか？
枚までをトラッシュに置く。
【登場時】ドン‼-1(自分の場のドン‼を指定の数ドン‼デッキ

手札に【登場時】効果で登場させられるカードがない

に戻すことができる)：自分の手札のコスト4以下の「ページワ

場合、このキャラカードを登場できますか？

イフがない場合は何も起こりません。
はい、登場できます。

ン」1枚までを、登場させる。
【登場時】ドン‼-5(自分の場のドン‼を指定の数ドン‼デッキ

54 ST04-003 カイドウ

キャラ

KOできるキャラが居ない場合、【登場時】効果で速攻 はい、できます。”~枚まで”と表記されている場合、0枚を選ぶこ

に戻すことができる)：相手のコスト6以下のキャラ1枚までを、 を得ることはできますか？
KOし、このキャラは、このターン中、【速攻】を得る。

とができます。

(このカードは登場したターンにアタックできる)

55 ST04-008 ジャック

キャラ

56 ST04-008 ジャック

キャラ

【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる：ドン‼デッキ

ドン!!デッキにカードがない場合も効果は発動できます はい。発動できます。手札を1枚捨てた後、何も起きません。

からドン‼1枚までをアクティブで追加する。

か？

【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる：ドン‼デッキ

手札がない場合にこのキャラを登場させることはでき

はい、登場できます。ただし、【登場時】効果を発動することはで

からドン‼1枚までをアクティブで追加する。

ますか？

きません。

9/22更新

【登場時】ドン‼-1(自分の場のドン‼を指定の数ドン‼デッキ

57 ST04-010 フーズ・フー

キャラ

【トリガー】このカードを登場させる。

58 ST04-014 大看板”災害”

イベント

ドン!!デッキに戻せるドン!!カードが1枚もない場合、

に戻すことができる)：相手のコスト3以下のキャラ1枚までを、 このキャラカードは【トリガー】効果で登場できます
KOする。

はい、登場できます。その際、ドン!!カードが不足のため【登場
時】効果は発動させることはできません。

か？

【メイン】カード1枚を引き、ドン‼デッキからドン‼1枚まで

「ドン!!デッキからドン!!1枚までをアクティブで追

をアクティブで追加する。

加」だけを行うことはできますか？

いいえ、可能な限りカードを1枚引く効果も行ってください。

【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。

59 ST04-014 大看板”災害”

イベント

【メイン】カード1枚を引き、ドン‼デッキからドン‼1枚まで

ドン!!デッキにカードがない場合も効果は発動できます はい、発動できます。

をアクティブで追加する。

か？

【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。
【メイン】相手のコスト6以下のキャラ1枚までを、KOし、ドン ドン!!デッキにカードがない場合も効果は発動できます はい、発動できます。

60 ST04-015 無頼男爆弾

イベント

‼デッキからドン‼1枚までをアクティブで追加する。

か？

【トリガー】ドン‼デッキからドン‼1枚までをアクティブで追
加する。

61 ST04-016 熱息

イベント

【カウンター】ドン‼-1(自分の場のドン‼を指定の数ドン‼

このカードを発動し、ドン!!-1を支払わないことはでき はい、発動できますが、何も起きません。

デッキに戻すことができる)：自分のリーダーかキャラ1枚まで

ますか？

を、このバトル中、パワー+4000。
【起動メイン】このステージをレストにできる：自分のリーダー 自分のリーダーが《百獣海賊団》を持たない場合、こ

62 ST04-017

鬼ヶ島

ステージ

が特徴《百獣海賊団》を持つ場合、ドン‼デッキからドン‼1枚

はい。発動できますが、何も起きません。

の【起動メイン】効果を発動できますか？

までをレストで追加する。
【起動メイン】このステージをレストにできる：自分のリーダー ドン!!デッキにカードがない場合も効果は発動できます はい、発動できます。

63 ST04-017

鬼ヶ島

ステージ

が特徴《百獣海賊団》を持つ場合、ドン‼デッキからドン‼1枚

か？

までをレストで追加する。

64 ST02-009 トラファルガー・ロー

キャラ

【登場時】自分のレストのコスト5以下の特徴《超新星》か

この【登場時】効果でリーダーカードをアクティブに

いいえ、できません。「キャラ1枚」とは、キャラカードのみを指

《ハートの海賊団》を持つキャラ1枚までを、アクティブにす

することはできますか？

定しています。

る。

