
クラン レアリティ カード名
グランブルー RRR ルイン・シェイド
グランブルー RRR キャプテン・ナイトミスト
グランブルー RRR 氷獄の死霊術師 コキュートス
グランブルー RRR デスシーカー タナトス
グランブルー RRR 七海覇王 ナイトミスト
グランブルー RRR 氷獄の冥王 コキュートス “Я”

たちかぜ RRR 軍⻯ ラプトル・カーネル
たちかぜ RRR 破壊⻯ ダークレックス
たちかぜ RRR 古代⻯ スピノドライバー
たちかぜ RRR 古代⻯ ティラノレジェンド
むらくも RRR 隠密魔⻯ マガツストーム
むらくも RRR 夢幻の⾵花 シラユキ

グランブルー RR 魔の海域の王 バスカーク
グランブルー RR 突⾵のジン
グランブルー RR お化けのちゃっぴー
グランブルー RR スケルトンの魔界騎⼠
グランブルー RR 三ツ星シェフ ピエトロ
グランブルー RR 流氷の剣⼠ ナイトスノウ
グランブルー RR 海中散歩のバンシー
グランブルー RR お化けのふれでぃ

たちかぜ RR 暴君 デスレックス
たちかぜ RR アークバード
たちかぜ RR 餓⻯ ギガレックス
たちかぜ RR 軍⻯ ラプトル・キャプテン
たちかぜ RR 古代⻯ パラスウォール
たちかぜ RR 古代⻯ ビームアンキロ
たちかぜ RR ランチャーマンモス
たちかぜ RR 古代⻯ ヴォルカトプス
むらくも RR 隠密魔⻯ マンダラロード
むらくも RR 忍獣 リーブスミラージュ
むらくも RR 忍⻯ カースドブレス
むらくも RR 決闘⿓ ZANBAKU

グランブルー R モンスター・フランク
グランブルー R スピリットイクシード

【超⼒激突】



グランブルー R 深淵の呪術師 ネグロマール
グランブルー R ダンシング・カットラス
グランブルー R イービル・シェイド
グランブルー R 剣豪 ナイトストーム
グランブルー R スケルトンの魔神像
グランブルー R デッドリーソードマスター
グランブルー R デッドリースピリット
グランブルー R 腐海の死霊術⼠ バルバロス
グランブルー R 不死⻯ マレフィックドラゴン

たちかぜ R 混沌⻯ ディノカオス
たちかぜ R 突撃⻯ ブライトプス
たちかぜ R 翼⻯ スカイプテラ
たちかぜ R 砲撃⻯ キャノンギア
たちかぜ R 怒⻯ スパークザウルス
たちかぜ R 軍⻯ ラプトル・サージェント
たちかぜ R 城塞⻯ ブラキオキャッスル
たちかぜ R 空⺟⻯ ブラキオキャリヤー
たちかぜ R 輸送⻯ ブラキオポーター
たちかぜ R 古代⻯ クリオロフォール
たちかぜ R 古代⻯ イグアノゴーグ
たちかぜ R 古代⻯ ステゴバスター
たちかぜ R 古代⻯ トライプラズマ
むらくも R 早⽮⼠ FUSHIMI
むらくも R ⽩⾯⾦⽑の妖狐 タマモ
むらくも R 忍⻯ マガツゲイル
むらくも R 忍妖 オボロカート
むらくも R 忍妖 クラマロード
むらくも R 忍⻯ ミダレエッジ
むらくも R 忍⻯ マガツブレス

グランブルー C サムライスピリット
グランブルー C ⼤幹部 ブルーブラッド
グランブルー C 伊達男 ロマリオ
グランブルー C 不死⻯ スカルドラゴン
グランブルー C グリード・シェイド
グランブルー C ストームライド・ゴーストシップ
グランブルー C チャイルド・フランク



グランブルー C 神喰いのゾンビシャーク
グランブルー C 航海⼠ シルバー
グランブルー C お化けのじょん
グランブルー C 細波のバンシー
グランブルー C ドラゴンスピリット
グランブルー C デッドリーナイトメア
グランブルー C 凍える夜の死霊海賊
グランブルー C 呪われた銃の死霊海賊
グランブルー C キング・シーホース
グランブルー C 腐蝕⻯ コラプトドラゴン

たちかぜ C バキュームマンモス
たちかぜ C ソニックノア
たちかぜ C 怒⻯ ブラストザウルス
たちかぜ C 餓⻯ メガレックス
たちかぜ C サベイジ・ウォーリア
たちかぜ C サベイジ・デストロイヤー
たちかぜ C サベイジ・キング
たちかぜ C 突撃⻯ パージファロス
たちかぜ C 翼⻯ スラッシュプテラ
たちかぜ C 翼⻯ ビームプテラ
たちかぜ C サベイジ・ウォーチーフ
たちかぜ C サベイジ・ウォーロック
たちかぜ C サベイジ・メイガス
たちかぜ C フォートレス・アンモナイト
たちかぜ C 突撃⻯ サーキュラー・スピノ
たちかぜ C 餓⻯ バトルレックス
たちかぜ C サベイジ・ハンター
たちかぜ C 古代⻯ ディノクラウド
たちかぜ C サベイジ・アーチャー
たちかぜ C 古代⻯ ガトリングアロ
たちかぜ C サベイジ・イルミネイター
むらくも C 双剣⼠ MUSASHI
むらくも C レフト・アレスター
むらくも C ライト・アレスター
むらくも C 忍獣 ブラッディミスト
むらくも C 静寂の忍⻤ シジママル



むらくも C 忍獣 リーフラクーン
むらくも C ⾦棒の忍⻤ アラハバキ
むらくも C 忍⻯ ロワイアルノヴァ
むらくも C 忍獣 ナイトパンサー
むらくも C 忍獣 フレイムフォックス


