
クラン レアリティ カード名
ロイヤルパラディン RRR 孤⾼の騎⼠ ガンスロッド
ロイヤルパラディン RRR マジェスティ・ロードブラスター

オラクルシンクタンク RRR バトルシスター ふろまーじゅ
オラクルシンクタンク RRR バトルシスター ここあ
エンジェルフェザー RRR 愛天使 ノキエル
エンジェルフェザー RRR 恋の守護者 ノキエル
シャドウパラディン RRR 撃退者 レイジングフォーム・ドラゴン
シャドウパラディン RRR 幽幻の撃退者 モルドレッド・ファントム
ゴールドパラディン RRR 孤⾼の解放者 ガンスロッド
ゴールドパラディン RRR ブラスター・ブレード・解放者

ジェネシス RRR 幸運の⼥神 フォルトナ
ジェネシス RRR 烏の魔⼥ カモミール

ペイルムーン RRR 銀の茨の⻯使い ルキエ
ペイルムーン RRR ドリーミー・フォートレス
バミューダ△ RRR エターナルアイドル パシフィカ
バミューダ△ RRR パールシスターズ ペルラ

ロイヤルパラディン RR ブラスター・ブレード
ロイヤルパラディン RR 閃光の宝⽯騎⼠ イゾルデ
ロイヤルパラディン RR スターコール・トランペッター

オラクルシンクタンク RR バトルシスター くっきー
オラクルシンクタンク RR バトルシスター しょこら
オラクルシンクタンク RR バトルシスター まかろん
エンジェルフェザー RR 聖⽕の守護天使 サリエル
エンジェルフェザー RR 記録者 アルマロス
エンジェルフェザー RR 盤⽯の守護天使 アニエル
シャドウパラディン RR ブラスター・ダーク
シャドウパラディン RR 虚空の撃退者 マスカレード
シャドウパラディン RR 暗⿊の撃退者 マクリール
ゴールドパラディン RR 円卓の解放者 アルフレッド
ゴールドパラディン RR 疾駆の解放者 ヨセフス
ゴールドパラディン RR 光輪の解放者 マルク

ジェネシス RR 蛙の魔⼥ メリッサ
ジェネシス RR オレンジの魔⼥ バレンシア
ジェネシス RR 挺⾝の⼥神 クシナダ

【Anniversaryガチャ アイチ 】



ペイルムーン RR ゴールデン・ビーストテイマー
ペイルムーン RR 冥界の催眠術師
ペイルムーン RR 星空の旋律使い ファラ
バミューダ△ RR バミューダプリンセス レナ
バミューダ△ RR パールシスターズ ペルル
バミューダ△ RR マーメイドアイドル エリー

ロイヤルパラディン R ⽩⻯の騎⼠ ペンドラゴン
ロイヤルパラディン R 湖の巫⼥ リアン
ロイヤルパラディン R 希望の剣 リシャール
ロイヤルパラディン R 竪琴の騎⼠ トリスタン

オラクルシンクタンク R バトルシスター たると
オラクルシンクタンク R バトルシスター もか
オラクルシンクタンク R サークル・メイガス
オラクルシンクタンク R ダーク・キャット
エンジェルフェザー R リバースオーラ・フェニックス
エンジェルフェザー R 要の守護天使 ベカ
エンジェルフェザー R ミリオンレイ・ペガサス
エンジェルフェザー R サウザンドレイ・ペガサス
シャドウパラディン R 撃退者 デスマスター・ドラゴン
シャドウパラディン R 暗闇の撃退者 ルゴス
シャドウパラディン R 撃退者 ダークボンド・トランペッター
シャドウパラディン R 無常の撃退者 マスカレード
ゴールドパラディン R 覚醒の解放者 フリード
ゴールドパラディン R 沈黙の解放者 ギャラティン
ゴールドパラディン R 五⽉⾬の解放者 ブルーノ
ゴールドパラディン R 真実の聴き⼿ ディンドラン

ジェネシス R 葡萄の魔⼥ グラッパ
ジェネシス R 戦巫⼥ サホヒメ
ジェネシス R 猫の魔⼥ クミン
ジェネシス R エクセステンス・エンジェル

ペイルムーン R 妖剣の奇術師 サーラ
ペイルムーン R 夜空の舞姫
ペイルムーン R ニトロジャグラー
ペイルムーン R ミッドナイト・バニー
バミューダ△ R レインボーライト キャリン
バミューダ△ R PR♥ISM-P ケルト



バミューダ△ R PR♥ISM-I クリア
バミューダ△ R ⽔⾯のプリズム ミルトア

ロイヤルパラディン C 宝⽯騎⼠ とらんみー
ロイヤルパラディン C 沈黙の騎⼠ ギャラティン
ロイヤルパラディン C 宝⽯騎⼠ めるみー
ロイヤルパラディン C みるびる
ロイヤルパラディン C ⼩さな賢者 マロン
ロイヤルパラディン C といぷがる

オラクルシンクタンク C セクレタリー・エンジェル
オラクルシンクタンク C バトルシスター きゃらめる
オラクルシンクタンク C フェイスフル・エンジェル
オラクルシンクタンク C オラクルガーディアン ワイズマン
オラクルシンクタンク C バトルシスター きゃんでぃ
オラクルシンクタンク C オラクルガーディアン ジェミニ
エンジェルフェザー C 機動病棟 アサルトホスピス
エンジェルフェザー C カプセルギフト・ナース
エンジェルフェザー C 撃ち砕く者 バルビエル
エンジェルフェザー C ドクトロイド・メガロス
エンジェルフェザー C ドクトロイド・ミクロス
エンジェルフェザー C 光の弾幕 ベスネル
シャドウパラディン C コイルバウ・撃退者
シャドウパラディン C 暗闇の騎⼠ ルゴス
シャドウパラディン C ジャークバウ・撃退者
シャドウパラディン C 冒涜の撃退者 ベリト
シャドウパラディン C ブランバウ・撃退者
シャドウパラディン C ⿊の賢者 カロン
ゴールドパラディン C ぞーいがる・解放者
ゴールドパラディン C 神技の騎⼠ ボーマン
ゴールドパラディン C マスター・オブ・ペイン
ゴールドパラディン C 解放者 フレアメイン・スタリオン
ゴールドパラディン C デサイプル・オブ・ペイン
ゴールドパラディン C 美技の騎⼠ ガレス

ジェネシス C 狼の魔⼥ サフラン
ジェネシス C 戦巫⼥ カヤナルミ
ジェネシス C 戦巫⼥ イヅナヒメ
ジェネシス C ハザード・ボブ



ジェネシス C パイナップル・ロー
ジェネシス C 戦巫⼥ ミヒカリヒメ

ペイルムーン C シーソーゲーム・ルーザー
ペイルムーン C バーキング・ケルベロス
ペイルムーン C ジャンピング・ジル
ペイルムーン C シーソーゲーム・ウイナー
ペイルムーン C ピンキー・ピギー
ペイルムーン C ダークメタル・バイコーン
ペイルムーン C インテリビューティー ロワール
バミューダ△ C PR♥ISM-I ローザ
バミューダ△ C トップアイドル アクア
バミューダ△ C ライブラリーマドンナ リオン
バミューダ△ C スイーツハーモニー モナ
バミューダ△ C マーメイドアイドル セドナ


