
クラン レアリティ カード名
シャドウパラディン RRR ファントム・ブラスター・ドラゴン
シャドウパラディン RRR 髑髏の魔⼥ ネヴァン
シャドウパラディン RRR ファントム・ブラスター・オーバーロード
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
シャドウパラディン RRR ブラスター・ダーク・撃退者
シャドウパラディン RR 漆⿊の⼄⼥ マーハ
シャドウパラディン RR 暗⿊の盾 マクリール
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 ⽉光の魔⼥ ヴァハ
シャドウパラディン RR 虚空の騎⼠ マスカレード
シャドウパラディン RR カースド・ランサー
シャドウパラディン RR ブラスター・ダーク・スピリット
シャドウパラディン RR ⿊⾐の撃退者 タルトゥ
シャドウパラディン RR 暗⿊の撃退者 マクリール
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 督戦の撃退者 ドリン
シャドウパラディン RR 呪槍の撃退者 ダーマッド
シャドウパラディン R グルルバウ
シャドウパラディン R 暗⿊魔道⼠ バイヴ･カー
シャドウパラディン R 秘薬の魔⼥ アリアンロッド
シャドウパラディン R ブラスター・ジャベリン
シャドウパラディン R 奈落の騎⼠ スカルフェイス
シャドウパラディン R ファントムブリンガー・デーモン
シャドウパラディン R ザ・ダーク・ディクテイター
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 撃退者 デスマスター・ドラゴン
シャドウパラディン R 迷宮の撃退者 アラウン
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 無常の撃退者 マスカレード
シャドウパラディン C ダークメタル・ドラゴン
シャドウパラディン C 銀槍の魔神 グシオン
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 魔界城  ドンナーシュラーク
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シャドウパラディン C ⿊の賢者 カロン
シャドウパラディン C ドランバウ
シャドウパラディン C アポカリプス・バット
シャドウパラディン C ナイトメア・ペインター
シャドウパラディン C トリプル・ダーク・アーマー
シャドウパラディン C ダークサイド・ペガサス
シャドウパラディン C 魔界城 ツェアシュラーゲン
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 魔界城 ツヴァイシュペーア
シャドウパラディン C 悪意の撃退者 ディラン
シャドウパラディン C ソーンバウ
シャドウパラディン C ヴェノマスブレス・ドラゴン
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 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



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
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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



クラン レアリティ カード名
スパイクブラザーズ RRR ジャガーノート・マキシマム
スパイクブラザーズ RRR 将軍 ザイフリート
スパイクブラザーズ RRR 魔王 ダッドリー・エンペラー
スパイクブラザーズ RRR ジェリー・ビーンズ
スパイクブラザーズ RRR バッドエンド・ドラッガー
スパイクブラザーズ RRR ダッドリー・メイソン

ネオネクタール RRR メイデン・オブ・トレイリングローズ
ネオネクタール RRR 収穫の騎⼠ ジーン
ネオネクタール RRR アルボロス・ドラゴン “聖樹”
ネオネクタール RRR ⽩百合の銃⼠ セシリア
メガコロニー RRR 邪甲将軍 ギラファ
メガコロニー RRR 武神怪⼈ マスタービートル

スパイクブラザーズ RR スカイダイバー
スパイクブラザーズ RR チアガール マリリン
スパイクブラザーズ RR ダッドリー・ダン
スパイクブラザーズ RR ダッドリー・デイジー
スパイクブラザーズ RR ダッドリー・ダグラス
スパイクブラザーズ RR 魔王 ダッドリー・ルシファー
スパイクブラザーズ RR グレイトフル・カタパルト
スパイクブラザーズ RR チアガール マリリン

ネオネクタール RR メイデン・オブ・ブロッサムレイン
ネオネクタール RR 若葉の騎⼠ ジーン
ネオネクタール RR メイデン・オブ・レインボーウッド
ネオネクタール RR 桜の銃⼠ アウグスト
ネオネクタール RR 鈴蘭の銃⼠ カイヴァント
メガコロニー RR マシニング・スターグビートル
メガコロニー RR エリート怪⼈ ギラファ
メガコロニー RR パラライズ・マドンナ
メガコロニー RR ウォーター・ギャング

スパイクブラザーズ R ハイスピード・ブラッキー
スパイクブラザーズ R ユナイト・アタッカー
スパイクブラザーズ R デビル・サモナー
スパイクブラザーズ R スパイクバウンサー
スパイクブラザーズ R レックレス・エクスプレス
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スパイクブラザーズ R メディカル・マネージャー
スパイクブラザーズ R ワイルド・ヒッター
スパイクブラザーズ R マシンガン・グロリア
スパイクブラザーズ R ジャンボ・ザ・スタンガン

ネオネクタール R 魁の戦⼄⼥ ローレル
ネオネクタール R ⼤地の化⾝ べヒーモス
ネオネクタール R 霊⽊の賢者 イルミンスール
ネオネクタール R ⽊漏れ⽇の貴婦⼈
ネオネクタール R ブレイドシード・スクワイア
ネオネクタール R 睡蓮の銃⼠ ルース
ネオネクタール R 鈴蘭の銃⼠ レベッカ
ネオネクタール R アルボロス・ドラゴン “樹”
ネオネクタール R アルボロス・ドラゴン “若枝”
メガコロニー R ヘル・スパイダー
メガコロニー R デスワーデン・アントリオン
メガコロニー R ヴァイオレント・ ヴェスパー
メガコロニー R 蛹怪⼈ ギラファ
メガコロニー R マシニング・マンティス
メガコロニー R マシニング・ホーネット
メガコロニー R 妖艶なる幹部 レディ・バタフライ
メガコロニー R マシニング・モスキート
メガコロニー R マシニング・アーマービートル

スパイクブラザーズ C ワンダー・ボーイ
スパイクブラザーズ C ⾄宝 ブラックパンサー
スパイクブラザーズ C サイクロン・ブリッツ
スパイクブラザーズ C スパイクブラザーズ突撃部隊
スパイクブラザーズ C ジャイロスリンガー
スパイクブラザーズ C 指揮官 ゲイリー・ギャノン
スパイクブラザーズ C 猛将 ザカリー
スパイクブラザーズ C フィールド・ドリラー
スパイクブラザーズ C チアガール キャロル
スパイクブラザーズ C ブロウ・キス・オリビア
スパイクブラザーズ C ＵＦＯ
スパイクブラザーズ C ダッドリー・ファントム
スパイクブラザーズ C ラビット・ハウス
スパイクブラザーズ C アンチバトロイド・ガンナー



スパイクブラザーズ C ゴー・フォー・ブレイク
スパイクブラザーズ C チャージング・ビル・コレクター
スパイクブラザーズ C タイラント・レシーバー

ネオネクタール C アイリスナイト
ネオネクタール C ヘイヨー・パイナッポー
ネオネクタール C カローラ・ドラゴン
ネオネクタール C キャラメル・ポップコーン
ネオネクタール C リリーナイト・オブ・ザ・バレー
ネオネクタール C 爆・散・トゥメイトー
ネオネクタール C 世界を⽀える⻲ アクバーラ
ネオネクタール C ⿊百合の銃⼠ ヘルマン
ネオネクタール C 世界蛇 ウロボロス
ネオネクタール C チューリップの銃⼠ アルミラ
ネオネクタール C ドクドク・マッシュルーム
ネオネクタール C チューリップの銃⼠ ミーナ
ネオネクタール C ブーン・バナーナ
メガコロニー C ブラッディ・ヘラクレス
メガコロニー C カルマ・クイーン
メガコロニー C マスター・フロード
メガコロニー C ファントム・ブラック
メガコロニー C レディ・ボム
メガコロニー C アイアンカッタービートル
メガコロニー C テイル・ジョー
メガコロニー C ステルス・ミリピード
メガコロニー C メガコロニー戦闘員Ｂ
メガコロニー C トキシック・トルーパー
メガコロニー C トキシック・ソルジャー
メガコロニー C 改造盗賊 スティール・スパイダー
メガコロニー C 害⾍博⼠ マッドフライ


