
クラン レアリティ カード名
かげろう RRR ドーントレスドライブ・ドラゴン
かげろう RRR ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド
なるかみ RRR 抹消者 ガントレッドバスター・ドラゴン
なるかみ RRR 抹消者 ドラゴニック・ディセンダント

ノヴァグラップラー RRR 最凶獣神 エシックス・バスター “Я”
ノヴァグラップラー RRR 獣神 エシックス・バスター

ディメンジョンポリス RRR 超次元ロボ ダイユーシャ
ディメンジョンポリス RRR 究極次元ロボ グレートダイユーシャ

リンクジョーカー RRR 星輝兵 ネビュラロード・ドラゴン
リンクジョーカー RRR 星輝兵 インフィニットゼロ・ドラゴン

ペイルムーン RRR エーデル・ローゼ
ペイルムーン RRR 逢魔ヶ刻の魔神戦⾞

アクアフォース RRR 蒼嵐覇⻯ グローリー・メイルストローム
アクアフォース RRR 蒼嵐⻯ メイルストローム

グレートネイチャー RRR 双筆の闘⼠ ポラリス
グレートネイチャー RRR 学園の狩⼈ レオパルド

かげろう RR バーサーク・ドラゴン
かげろう RR 臥⻯ ストライケン
かげろう RR 封⻯ リノクロス
なるかみ RR 抹消者 ソーサーカノン・ワイバーン
なるかみ RR 覇軍の抹消者 ズイタン
なるかみ RR 抹消者ワイバーンガード ガルド

ノヴァグラップラー RR 獣神 ヤマタノドレイク
ノヴァグラップラー RR シュテルン・ブラウクリューガー
ノヴァグラップラー RR 獣神 ソーラーファルコン

ディメンジョンポリス RR 次元ロボ ダイドラゴン
ディメンジョンポリス RR 超次元ロボ ダイレディ
ディメンジョンポリス RR ダイヤモンド・エース

リンクジョーカー RR ナイト・オブ・エントロピー
リンクジョーカー RR 障壁の星輝兵 プロメチウム
リンクジョーカー RR 星輝兵 メビウスブレス・ドラゴン

ペイルムーン RR 魔界侯爵 アモン
ペイルムーン RR ディメンジョン・クリーパー
ペイルムーン RR 悪夢の国のマーチラビット
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アクアフォース RR 潮騒の⽔将 アルゴス
アクアフォース RR ストームライダー バシル
アクアフォース RR 翠⽟の盾 パスカリス

グレートネイチャー RR ボーカル・チキン
グレートネイチャー RR ぐるぐるダックビル
グレートネイチャー RR ケーブル・シープ

かげろう R ヴォーパルカノン・ドラゴン
かげろう R ドラゴンモンク ゴジョー
かげろう R 封⻯ ハンガーヘル・ドラゴン
かげろう R 封⻯ カルゼ
なるかみ R 抹消者 ローレンツフォース・ドラゴン
なるかみ R 抹消者 サンダーブーム・ドラゴン
なるかみ R ライジング・フェニックス
なるかみ R デザートガンナー ライエン

ノヴァグラップラー R ストリート・バウンサー
ノヴァグラップラー R トランスライザー
ノヴァグラップラー R 獣神 マックスビート
ノヴァグラップラー R エネルギー・チャージャー

ディメンジョンポリス R 電星合体 コスモグレート
ディメンジョンポリス R 次元ロボ ダイファイター
ディメンジョンポリス R プラチナム・エース
ディメンジョンポリス R 次元ロボ ダイランダー

リンクジョーカー R 特異点を射抜く者
リンクジョーカー R ⾶将の星輝兵 クリプトン
リンクジョーカー R 凶⽖の星輝兵 ニオブ
リンクジョーカー R 魔⽖の星輝兵 ランタン

ペイルムーン R イエロー・ボルト
ペイルムーン R 逢魔ヶ刻の魔⾛バイク
ペイルムーン R エンブレム・マスター
ペイルムーン R フリー・トラベラー

アクアフォース R 満潮の⽔将 クセノフォン
アクアフォース R コーラル・アサルト
アクアフォース R スプラッシュ・アサルト
アクアフォース R 発光信号のペンギン兵

グレートネイチャー R ピアニカ・キャット
グレートネイチャー R バイナキュラス・タイガー



グレートネイチャー R バーコード・ゼブラ
グレートネイチャー R モノキュラス・タイガー

かげろう C ワイバーンストライク テージャス
かげろう C ヒートネイル・サラマンダー
かげろう C 終焉の吐息 ウルカヌス
かげろう C 始原の吐息 ロラマンドリ
かげろう C ドラゴンナイト ネハーレン
かげろう C 鎧の化⾝ バー
なるかみ C 双銃の抹消者 ハクショウ
なるかみ C 鉄⾎の抹消者 シュキ
なるかみ C ドラゴンモンク キンカク
なるかみ C ドラゴンモンク ギンカク
なるかみ C サンダーストーム・ドラグーン
なるかみ C レッドリバー・ドラグーン

ノヴァグラップラー C 獣神 ゴールデン・アングレット
ノヴァグラップラー C ツールキットボーイ
ノヴァグラップラー C ストイック・ハニー
ノヴァグラップラー C ヒロイック・ハニー
ノヴァグラップラー C キング・オブ・ソード
ノヴァグラップラー C タフ・ボーイ

ディメンジョンポリス C 次元ロボ ダイバトルス
ディメンジョンポリス C 次元ロボ ダイマリナー
ディメンジョンポリス C コズミック・マザーシップ
ディメンジョンポリス C ファイティング・ソーサー
ディメンジョンポリス C ツイン・オーダー
ディメンジョンポリス C カレンロイド デイジー

リンクジョーカー C ガンマバースト・フェンリル
リンクジョーカー C トワイライトバロン
リンクジョーカー C ⼩惑星帯のレディガンナー
リンクジョーカー C イマジナリー・オルトロス
リンクジョーカー C ネグリジブル・ハイドラ
リンクジョーカー C 虚ろの双刃 バイナリスター

ペイルムーン C 退廃のサキュバス
ペイルムーン C 逢魔ヶ刻の冥界⾺⾞
ペイルムーン C 麗しのハルピュリア
ペイルムーン C ビースト・イン・ハンド



ペイルムーン C ヴェアヴォルフ・ズィーガー
ペイルムーン C プリズナー・ビースト

アクアフォース C 巡回遊泳のアザラシ兵
アクアフォース C 戦場の歌姫 シンシア
アクアフォース C 堅実な戦術司令官
アクアフォース C 歴戦の戦術司令官
アクアフォース C ティアーナイト ラザロス
アクアフォース C ティアーナイト テオ

グレートネイチャー C ジオグラフ・ジャイアント
グレートネイチャー C 爆発科学者 ぶんた
グレートネイチャー C 鉛筆騎⼠ はむすけ
グレートネイチャー C シルバー・ウルフ
グレートネイチャー C 失敗科学者 ぽんきち
グレートネイチャー C 鉛筆従⼠ はむすけ


