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１.カード、プレイマットの説明
【キャラカード】

1 カード名・・・カードの名前が書かれています。

2 所属ユニオン・・・カードの所属ユニオンが書かれています。

3 キャラタイプ・・・カードのキャラタイプが書かれています。

4 テキスト・・・カードが持つテキストが書かれています。

5 能力・・・そのカードが持つ能力と必要であれば能力を発動するコストが書かれています。

6 レベル・・・キャラのレベルが書かれています。

7 ATK（攻撃力）・・・カードの ATK（攻撃力）が書かれています。

8 DEF（防御力）・・・カードの DEF（防御力）が書かれています。

9 ブレイク(Break)・・・カードのブレイク(ダメージを与える数)が書かれています。
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【コマンドカード】

   
1 カード名・・・カードの名前が書かれています。

2 コマンドの種類・・・コマンドカードの種類が書かれています。

3 カードタイプ・・・カードタイプが書かれています。

4 ゾーンアイコン・・・ゾーンアイコンが書かれています。

5 ユニークアイコン(Unique)・・・そのカードが「Unique」であるかどうかが書かれています。

6 プレイコスト・・・カードをプレイする際に必要なコストが書かれています。

7 テキスト・・・カードが持つテキストが書かれています。

8 能力・・・そのカードが持つ能力と必要であれば能力を発動するコストが書かれています。

9 連繋コスト・・・カードをプレイする際に必要な連繋コストが書かれています。

詳しくは後述の「連繋コストについて」を参照して下さい。

10 アイコン・・・ [J]、[S]、[G]、[C]のアイコンが書かれています。

11 フレーバーテキスト・・・ユニオンボーダーの世界観が書かれています。

12 所属ユニオン・・・そのカードが所属するユニオンが書かれています。

13 ATK 修正値・・・カードが持つ ATK の修正値が書かれています。

14 DEF 修正値・・・カードが持つ DEF の修正値が書かれています。
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【プレイマット】

1 山札：あなたのコマンドデッキを置くゾーンです。

2 捨て場：使い終わったカードを置くゾーンです。

3 キャラゾーン：自身の現在のキャラを置くゾーンです。

4 キャラデッキ置き場：キャラデッキを置く場所です。

5 ターンの進行：ターンの進行表が書かれています。

6 チャージゾーン：チャージとなったカードを置くゾーンです。

7 アクトゾーン：「通常」「対抗」カードをプレイしたりセットしたりできるゾーンです。

8 装備ゾーン：「装備」カードをプレイしたりセットしたりできるゾーンです。

9 設置ゾーン：「設置」カードをプレイしたりセットしたりできるゾーンです。

10 場：アクトゾーン、装備ゾーン、設置ゾーンのことです。
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２.カードの種類
　ユニオンボーダーにおけるカードの種類は、『キャラカード』、『コマンドカード』の 2 種類に大きく

分類できます。

【キャラカード】
《主人公(ボーダー)》として覚醒したユニオンボーダーの世界のキャラです。

ゲームでは、プレイヤーの分身として、相手のキャラと戦います。

キャラにはレベルが 0 から 4 まであり、相手のキャラとの戦闘で経験を積む度に

キャラのレベルが上がっていきより強く成長していきます。

レベルが高ければ高いほど ATK と DEF が高くなり特殊な能力を持ち始めます。

【コマンドカード】
　プレイすることによりそのカードの能力を使用できるカードです。カードに書かれているプレイコス

トの数値だけチャージにあるカードを捨て場に置くことによって プレイすることができます。コマンド

カードには以下のような「通常」「対抗」「装備」「設置」の 4 種類があります。

■通常
　プレイした後に捨て場に置かれるカードです。

■対抗
　プレイした後に捨て場に置かれるカードです。アクトゾーンにセットしていれば相手のカードの

プレイに干渉したり、相手のターン中にもプレイしたりすることができます。

■装備
　プレイした後は場に残り続けるカードです。自分のキャラを強化することができます。ただし、同

じ名前の「装備」は、自身のキャラに 1 枚しか装備できません。

■設置
　プレイした後は場に残り続けるカードです。場に存在し続ける限り、全体に影響を及ぼします。

◆コマンドカードのカードタイプについて
　コマンドカードにはさらに「スペル(spell)」「アイテム(item)」の 2 種類のカードタイプがありま

す。

カードタイプがスペルのコマンドカードは所属ユニオンと赤・黄・緑・青・紫・白のいずれかの色を

持ちます。スペルのコマンドカードをプレイするためには、そのカードに記されたプレイコストの左

上の数字だけプレイするカードと同じ色のチャージと、右下の数字だけ好きな色のチャージを

チャージゾーンから捨て場に置く必要があります。

カードタイプがアイテムのコマンドカードは所属ユニオンと色を持ちません。アイテムのコマンド

カードをプレイするためには、そのカードに記されたプレイコストの数字だけ好きな色のチャージを

チャージゾーンから捨て場に置く必要があります。
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◆アイコン(G、C、S、J)について
　コマンドカードには左下にアイコンがついてあることがあります。アイコンがついてあるカードの

ことをアイコンカードと呼びます。アイコンはデッキ構築の時や、アイコンを持つカードを参照する

能力を処理する際に使用します。アイコンには以下の 4 つの種類があります。

　　■[G]（Guradアイコン）
　　　バトルを終了させることができるカード群です。

　　　また、自身の[G]カードは一度の干渉スタック中に 1 枚までしか存在できません。

　　■[C]（Counter アイコン)
　　　　相手のカードのプレイを無効にさせることができるカード群です。

　　■[S]（Strike アイコン）
　　　　連続攻撃を行うことができるた強力な能力を持つカード群です。

　　■[J]（Joker アイコン）

　　　各ユニオン特有の強力な能力をを持つ強力なカード群です。

　　

　◆ユニークアイコン(Unique)について
　カートタイプがスペルのコマンドカードの一部には、ゾーンアイコンの上にユニークアイコン

(Unique)が記載されています。ユニークアイコンが記載されているカードは、所属ユニオンが自

身のキャラの所属ユニオンと共通していなければデッキに入れることができません。
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３.能力
能力とは、各種カードに記述されているアイコンを持つテキストのことです。能力には、以下の 4

種類があります。

【起動型能力…起動】
テキストに書かれている能力を、発動コストを支払い宣言することにより発動できる能力です。

【自動型能力…自動】
テキストに書かれている能力を、発動条件を満たしたときに発動コストを支払い宣言することによ

り発動できる能力です。発動条件はテキストの文章に記載されています。発動コストが書かれてい

ない自動型能力は必ず発動します。自動型能力は発動条件を満たした時、他の能力に干渉されず

すぐに発動されます。また、この能力は他のカードのプレイや能力に干渉されません。その自動型能

力の処理終了後、再び干渉に戻ります。

【対抗型能力…対抗】
テキストに書かれている能力を、発動コストを支払い宣言することにより発動できる能力です。メ

インフェイズ以外のフェイズや相手ターンでも発動することができ、干渉を行うこともできます。

【常時型能力…常時】
指定がなければ、場で表向きである限り常に発動している能力です。この能力は他のカードのプ

レイや能力に干渉されません。

　また、各能力の発動コストにチャージコストはその数字分だけチャージを捨て場に置く必要があり

ます。色の指定がない限り、どの色でもコストを支払うことができます。

【連繋コストについて】
連繋コストが書かれているカードはプレイが成功した直後に連繋コストに書かれた指定のカード

を捨て場から選び、山札の下に置かなければなりません。もし連繋コストを支払うことができなかっ

たらそのカードの能力は無効となり、破棄されます。
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４.ゲームの準備

【ゲームに必要なもの】
・コマンドカード 50 枚で構築された　コマンドデッキ 1個

・同じキャラタイプのキャラ Lv0～4 で構築された　キャラデッキ 5 枚

・プレイマット 1 枚

【ゲームを始める準備】
①自分のコマンドデッキをシャッフルします。その後、自分のコマンドデッキを相手に渡し、相手に

コマンドデッキをシャッフルしてもらいます。この時は挨拶も忘れずに。

②シャッフルしてもらった自分のコマンドデッキを自分の山札に置いて自分のキャラデッキをキャ

ラデッキ置き場に置きます。

③自分のキャラデッキの中からレベルが 0 のキャラカードを表向きで自分のキャラゾーンに置き

ます。

④じゃんけんなどで先攻後攻を決め、勝ったほうが先攻を取ります。

⑤先攻後攻が決まったら自分の山札の上からカードを 6 枚引き、それを最初の手札にします。

⑥手札の内容を見て、それが気に入らない場合は一度だけ手札を全て山札に戻してシャッフルし、

再度カードを 6 枚引くことができます。

⑦お互いの準備ができたら、先攻のプレイヤーからゲームを開始します。

【ゲームの勝敗】
以下の条件のうちのいずれか１つを満たしたプレイヤーはこのゲームに敗北します。

・自分のキャラのレベルが 5 になった時

・自分の山札がなくなった時

・その他の特殊な条件で敗北が決定した時
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５.ゲームの流れ

【ターンの流れ】
ターン開始

↓

アップ＆ドローフェイズ

↓

メンテナンスフェイズ

↓

チャージフェイズ

↓

メインフェイズ

↓

エンドフェイズ

↓

相手のターンへ

【アップ＆ドローフェイズ】
ターンプレイヤーは自身の場の全てのカードをアップさせ、1 枚ドローします。その後、次のフェイ

ズに移行します。このフェイズでは全てのプレイヤーは干渉することができません。

【メンテナンスフェイズ】
このフェイズは先攻 1 ターン目には行われません。

メンテナンスフェイズ開始時に発動する能力や処理を全て解決します。

発動する能力や処理が複数ある場合、ターンプレイヤー側が自身の能力や

処理を好きな順番に解決し、その後ターンプレイヤーでないプレイヤーが

自身の能力や処理を好きな順番に解決します。

■メンテナンスフェイズのレベルアップについて
メンテナンスフェイズ開始時にターンプレイヤーは自身のキャラのレベルが 3 以下ならば、自

身のキャラに 1 ダメージを与え、1 枚ドローすることができます。

【チャージフェイズ】
ターンプレイヤーは手札のカードを 1 枚、表向きでチャージゾーンに置くことができます。置いた

場合、ターンプレイヤーは 1 枚ドローし、次のフェイズに移行します。置いていない場合はそのまま

次のフェイズに移行します。このフェイズでは全てのプレイヤーは干渉することができません。

Ver.2.0



ユニオンボーダー

オフィシャルルールブック

【メインフェイズ】
ターンプレイヤーはメインフェイズ中以下のことが可能になります。以下のことを行う順番は自由

に決めることができ、可能であれば何度でも行うことができます。

・コマンドカードのプレイ

・コマンドカードのセット

・能力の発動

・バトルの宣言

これ以上することがない場合は、次のフェイズに移行します。

■コマンドカードのプレイ
プレイしたいカードのプレイコストをチャージから支払った後、

そのカードを表向きで場の空いている指定のゾーンに出すことでカードをプレイできます。

スペルをプレイする場合は、左上の数字だけスペルと同じ色のチャージを右下の数字だけ

好きな色のチャージを支払います。 アイテムをプレイする場合は、 

書かれている数字だけ好きな色のチャージを支払います。

■コマンドカードのセット
このフェイズは先攻 1 ターン目には行われません。

メンテナンスフェイズ開始時に発動する能力や処理を全て解決します。

発動する能力や処理が複数ある場合、ターンプレイヤー側が自身の能力や

処理を好きな順番に解決し、その後ターンプレイヤーでないプレイヤーが

自身の能力や処理を好きな順番に解決します。

手札のカードを場の好きなゾーンにセット(カードを裏向きで置く事)することができます。

セットされているカードは手札のカードと同様、プレイコストを支払った後

表向きにすることで、そのカードをセットされていたゾーンでプレイできます。

■能力の発動
キャラまたは場の表向きのカードに書かれている起動、対抗型能力を発動できます。

■バトルの宣言
自身のキャラで相手のキャラに対してバトルを宣言することができます。詳しくは

後述する「バトルについて」を確認ください。

【エンドフェイズ】
ターン終了の宣言を行い、エンドフェイズ時（ターン終了時）に行われる能力を全て解決します。

また、ターンプレイヤーは手札が 8 枚以上ならば、自身の手札がちょうど 7 枚になるように手札を破

棄します。
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【バトルについて】
バトルには以下のフェイズがあります

・バトル宣言

↓

・バトル処理

↓

・ダメージ処理

↓

バトル終了

■バトル宣言
メインフェイズ中、自身のアップ状態のキャラをダウンさせて相手のキャラにバトルを宣言出来

ます。全てのプレイヤーはこの宣言に対して干渉することができます。ただし、干渉はバトルを宣

言されているキャラを持つプレイヤーから行います。

■バトル処理
バトルによる処理を行います。もしバトルを宣言したキャラの ATK がバトルを宣言されたキャラ

の DEF 以上の場合、バトルを宣言したキャラははバトルに勝利し、バトルを宣言されたキャラは

バトルを宣言したキャラのブレイクの数値分ダメージを受けます。

■ダメージ処理
ダメージの受けたキャラは、ダメージの数値分レベルを 1 つずつ増加させます。もし、ダメージ

を受けたキャラのレベルが 4 の場合、そのキャラが極限状態でないならば、そのカードの下にある

キャラカードを全てキャラデッキに表向きで戻し、極限状態にすることでレベルが増加することを

無効にします。その後、山札の上から 1 枚をチャージに置きます。

◆キャラのレベルについて

　キャラカードにはレベルが存在します。キャラのレベルがダメージやカードの能力などによっ

て変化したとき、それに応じたキャラカードをキャラデッキまたはキャラゾーンから重ねる必要が

あります。

◆極限状態について

レベル 4 の時にダメージを受けた時、自身のキャラが《極限状態》でないならキャラのレベルを

上げる代わりに、 キャラの下にあるレベル 0～3 のキャラカードを全てキャラデッキ置き場に表

向きで置き、自身のキャラを《極限状態》にします。

 プレイヤーは自身のキャラが《極限状態》になった時自身の山札の上から 1 枚をチャージに

置きます。
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【干渉について】
 相手がカードのプレイや能力の発動をした時、あなたはそれに対して

 「対抗」カードをプレイしたり、 対抗型能力を発動したりすることができます。 

 その行動のことを《干渉》と呼びます。 

 あなたが干渉した場合、相手はそれに対してさらに干渉することができます。

 相手が干渉した場合は、あなたはそれに対して干渉することができます。

 相手が干渉しなかった場合は、あなたはあなたの干渉に対してさらに干渉できます。

 最初にプレイしたカードや発動した能力を「干渉１」とし、干渉するごとに

 「干渉２」「干渉３」…と 干渉スタックが積み上げられていきます。

 お互いに干渉しなくなった時、最後に干渉した順に能力の処理を行っていきます。

例）干渉の例

プレイヤー 1 が通常カードをプレイ

↓

プレイヤー 2 が対抗カード①で干渉

↓

プレイヤー 1 が干渉しない

↓

プレイヤー 2 が干渉しない

↓

対抗カード①の能力を処理

↓

プレイヤー 2 が対抗カード②で干渉

↓

プレイヤー 1 が干渉しない

↓

プレイヤー 2 が干渉しない

↓

対抗カード②の能力を処理

↓

通常カードの能力を処理
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６.デッキ構築のルール

ユニオンボーダーは構築型カードゲームです。

ゲームで使用するコマンドデッキとキャラデッキはユニオンボーダーの各製品のカードを組み合わ

せて構築することができます。

【キャラデッキの構築のルール】
　キャラデッキには同じキャラタイプの Lv0 から 4 のキャラカードそれぞれ 1 枚合計 5 枚が必要と

なります。

【コマンドデッキの構築のルール】
コマンドデッキには 50 枚のコマンドカードが必要となります。これより多かったり少なかったりして

はいけません。なお、同名のコマンドカードは 4 枚までしかデッキに入れることができません。

また、ユニークアイコンがついていないカードはキャラデッキのキャラがどんなキャラでもコマンド

デッキにでも入れることができます。

逆に、ユニークアイコンがついているカードはそのカードの所属ユニオンが使用するキャラの所

属ユニオンと同じでないのであれば、そのカードをコマンドデッキに入れることができません。

さらに、各コマンドカードにはアイコンが記述してある場合があります。それぞれのアイコンで入れ

ることができる枚数が以下のように制限されていますので注意してください。

・[G]カード・・・10 枚

　・[C]カード・・・8 枚

　・[S]カード・・・[J]カードと合わせて合計 4 枚

・[J]カード・・・2 枚

Ver.2.0



ユニオンボーダー

オフィシャルルールブック

７.用語

■アップ
横向きのカードを縦向きにすること。カードが縦向きの状態のことをアップ状態と呼ぶ。

■ダウン
縦向きのカードを横向きにすること。カードが横向きの状態のことをダウン状態と呼ぶ。

■極限状態
　キャラの状態のこと。詳しくは「■ダメージ処理」に記載。

■スタン
目標のカードをダウンさせ、そのカードは持ち主の次のアップ＆ドローフェイズにアップしない。

■セット
　カードを裏向きにしてアクト・装備・設置ゾーンに置くこと。

■ドローする
山札の上からカードを指定枚数手札に加えること。

■公開する
　カードを全てのプレイヤーに見せること。

■破壊する
　既に場に出ているカードを捨て場に置くこと。

■破棄する
　まだ場に出ていないカードまたは干渉中にプレイされているカードを捨て場に置くこと。

■装備する
　「装備」カードを場に出し、あなたのキャラに装備すること。

■登場する
　キャラカードがキャラゾーンや、コマンドカードがアクト・装備・設置ゾーンに表向きで場に出る

こと。

■レベルを 1 上げる(下げる)
　現在のキャラよりレベルが 1 つ高い(低い)キャラを、キャラデッキまたはキャラゾーンから選び、

現在のキャラの上に重ねる。

■ターン 1回
　「ターン 1回」がついているカードまたは能力は、各ターン中に 1回しかプレイまたは能力の発

動ができない。

■反応
　反応を持つ対抗カードは、手札から直接メインフェイズ以外のフェイズや相手ターン中でのプ

レイ、干渉を行うことができる

■干渉終了時
　干渉スタックにある全てのプレイされているカードや発動されている起動型、対抗型能力の能

力処理が終了した時のこと。

■連繋コスト
連繋コストを持つカードをプレイし、プレイを無効にされなかったならばそのカードの能力の処

理を行う直前に連繋コストに指定されているカードを捨て場から選び、山札の下に置く。連繋コス

トを山札の下に置けない場合、プレイしたカードのプレイは無効になる。
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８.よくある Q＆A
　

Q．「ターン 1回」と書かれたカードのプレイが無効にされましたが、

　もう一度同じカードをプレイできますか?

A.できません。

Q．自分の捨て場のカードの順番は入れ替えることができますか？

　A．できます。ただし、必要以上に捨て場のカードの順番を入れ替えるのは相手の誤解を招く原因

にもなるため、なるべく避けてください。

　Q．プレイヤー自身が見ることのできる相手の領域の範囲はどこまでですか？

　A．相手が持ち主の表向きのカードと相手の場に存在するあなたのカード、相手の捨て場です。

　Q．メモを取る(用意する)ことはできますか？

　A．できません。

　Q．キャラのレベルが変化した時、セットされているカードはどうなりますか？

　A．装備やキャラカードにセットされているカードは引き継がれます。

　Q．キャラのレベルが変化した時、アップ状態やダウン状態、戦闘修正やスタンなどのカードの状

態は引き継がれますか？

　A．引き継がれます。

　Q．場のカードが場を離れた時、そのカードにセットされているカードはどうなりますか？

　A．原則的に捨て場に置かれます。

　Q．連撃や切り札をプレイした時に、プレイコストとしてチャージから捨て場に置いたカードを連繋

コストとして支払えますか？

　A．できます。勿論、既に捨て場にあるカードで連繋コストを支払っても構いません。

　Q．連繋コストを持つカードのプレイが無効にされた時、連繋コストはどうなりますか？

　A．プレイが無効にされたら連繋コストを支払われません。連繋コストの不足によるプレイの無効に

関しても同様です。

　Q．連繋コストを持つカードをプレイした時点では連繋コストがあったのですが、別のカードの干渉

によって連繋コストが支払えなくなりました。この時はどうなりますか？

　A．能力の発動直前までに連繋コストを支払えない状態ならば、そのカードの能力は無効になり、

干渉終了時に破棄されます。

　Q．「A をする。その後、B をする。」という処理で A が達成できなかった場合、B の処理を行えます

か?

　A．できません。「その後」を持つ処理は前の処理を達成できなければ後の処理を行えません。
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　Q．自分の場のカードをプレイせずに捨て場に置くことができますか？

　A．できません。

　Q.カードをセットした際に、プレイコストを支払う必要がありますか?

　A．ありません。セットしたカードをプレイする際にプレイコストを支払う必要があります。

　Q.「対抗」カード以外のカードをセットすることはできますか?

　A．できます。セットした後にプレイすることもできます。ただし、干渉を行えるのは「対抗」カードの

みです。

　Q.バトルが行われていない時に「イージーバリア」をプレイできますか?

　A．できません。カードに書かれている状況に適さないカード、プレイ条件を満たしていないカード

はプレイできません。

　Q．場にある「～の戦旗」を使用してカードをプレイする際、そのカードを戦旗が存在していたゾー

ンでプレイすることは可能ですか?

　A．できます。カードのプレイはプレイコストを支払った後にプレイしたいカードをゾーンに出すため、

「～の戦旗」をプレイコストとして捨て場に置いた後に、空いたゾーンを使ってカードをプレイできます。

　Q．このカードは「■■（領域）に 1 枚しか存在できない」とあるカードが複数存在した時、どうなり

ますか？ 

　A．該当するカードのうちどちらか一方を捨て場に置く必要があります。 

　Q．[S]カード、[J]カードの連繋コストを支払うタイミングはいつですか?

　A．プレイが無効にされなかった時、対象のカードの能力の処理を行う直前で支払います。

　Q．[G]カードをプレイした際に相手がそれに干渉して[C]カードをプレイしてきました。この時、さら

に干渉して「グラスロック・トラップ」の対抗型能力を発動することはできますか?

　A．できます。[G]カードは干渉スタック中に 1 枚しかプレイできませんが、起動型能力、対抗型能

力の発動はプレイではないので発動できます。

　Q．「目標のカード 2 枚を破壊する」とあるカードで、1 枚だけを目標にしてカードをプレイできます

か？ 

　A．できません。プレイして目標が充分数でなければそのカードはプレイできません。

　Q．スタンしたカードがカードの能力によってアップしました。この時、そのカードはバトル宣言でき

ますか？

　A．できます。

Q．ATKやDEF は能力によって減少したことにより、ATKやDEF が 0 より小さくなりますか？

　A．なりません。能力の数値分減少はしますが、ATK と DEF は 0 より小さくなることはありません。

他の能力によって ATKやDEF が増加した場合、減少値と増加値の合計分が反映されます。
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