レジェンドコネクターリスト
アイテム名称

レア度

平成ライダー用カウンター
ダウン型コネクター★5

☆☆☆☆☆

効果

入手条件

ラウンド１開始時、相手のカウンター発生率
3弾超絶ボスバトル引継ぎ
超ダウン 平成ライダーのベルトにセットす
報酬
るとRP＋1

平成ライダー用テクニカル
ゲージスピードダウン型コ
ネクター★4

☆☆☆☆

1R開始時、ﾁｰﾑにﾄﾞﾗｲﾌﾞに登場するﾗｲﾀﾞｰ
がいると、Tｽﾋﾟｰﾄﾞﾀﾞｳﾝ 平成ライダーのベ
超絶バトル～第4章～
ルトにセットするとバーストゲージ上昇率小
アップ

平成ライダー用必殺型コネ
クター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋250
平成ライダーのベルトにセットするとテクニ 超絶バトル～第4章～
カルゲージアップ

平成ライダー用テクニカル
ゲージ型コネクター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、テクニカルゲージアップ
平成ライダーのベルトにセットするとテクニ 超絶バトル～第4章～
カルスピード超絶ダウン

ラウンド２開始時、AP＋20 平成ライダー
平成ライダー用AP型コネク
☆☆☆☆☆☆ のベルトにセットするとカウンター発生率超 超絶バトル～第4章～
ター★6
絶アップ
昭和ライダー用防御ダウン
型コネクター★2

☆☆

ラウンド１開始時、相手チーム全体の防御
ワンダーライドアドベン
－50 昭和ライダーのベルトにセットすると
チャー
チーム全体の攻撃＋150

昭和ライダー用必殺型コネ
クター★2

☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋100
ワンダーライドアドベン
昭和ライダーのベルトにセットするとチーム
チャー
全体の必殺＋100

昭和ライダー用ミガワリ発
動ダウン型コネクター★3

☆☆☆

ラウンド１開始時、相手のミガワリ発生率ダ
ワンダーライドアドベン
ウン 昭和ライダーのベルトにセットすると
チャー
バーストゲージ上昇率アップ

昭和ライダー用ガッツダウ
ン型コネクター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、相手のガッツ発生率大
ワンダーライドアドベン
ダウン 昭和ライダーのベルトにセットする
チャー
とRP＋2

昭和ライダー用必殺型コネ
クター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋250
ワンダーライドアドベン
昭和ライダーのベルトにセットするとテクニ
チャー
カルゲージ超アップ

昭和ライダー用攻撃型コネ
クター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の攻撃＋250
ワンダーライドアドベン
昭和ライダーのベルトにセットするとAP＋
チャー
15

平成ライダー用体力型コネ
クター★2

☆☆

ラウンド１開始時、タイリョク＋300 平成ラ
ワンダーライドアドベン
イダーのベルトにセットするとチーム全体の
チャー
攻撃＋100

平成ライダー用必殺型コネ
クター★2

☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋100
ワンダーライドアドベン
平成ライダーのベルトにセットするとバース
チャー
トゲージ上昇率中アップ

平成ライダー用防御ダウン
型コネクター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、相手チーム全体の防御
ワンダーライドアドベン
－200 平成ライダーのベルトにセットする
チャー
とRP＋2

平成ライダー用防御型コネ
クター★2

☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の防御＋100
ワンダーライドアドベン
平成ライダーのベルトにセットするとチーム
チャー
全体の攻撃＋100

平成ライダー用攻撃型コネ
クター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の攻撃＋150
ワンダーライドアドベン
平成ライダーのベルトにセットするとAP＋
チャー
10

平成ライダー用ミガワリ発
動型コネクター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、ミガワリ発生率大アップ
平成ライダーのベルトにセットするとテクニ ガンバ道場
カルゲージアップ

平成ライダー用必殺型コネ
クター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋250
平成ライダーのベルトにセットするとバース ガンバ道場
トゲージ上昇率超アップ

平成ライダー用体力型コネ
クター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、タイリョク＋500 平成ラ
イダーのベルトにセットするとチーム全体の ガンバ道場
必殺＋200

平成ライダー用オイウチ効
果型コネクター★3

☆☆☆

ラウンド１開始時、オイウチ効果アップ 平
成ライダーのベルトにセットするとオイウチ ガンバ道場
効果アップ

平成ライダー用カウンター
型コネクター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、カウンター発生率大アッ
プ 平成ライダーのベルトにセットするとカ ガンバ道場
ウンター発生率大アップ

平成ライダー用体力型コネ
クター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、タイリョク＋800 平成ラ
イダーのベルトにセットするとカウンター発 ガンバ道場
生率超アップ

平成ライダー用バースト上
昇型コネクター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、バーストゲージ上昇率大
アップ 平成ライダーのベルトにセットする ガンバ道場
とAP＋10

平成ライダー用バースト上
昇型コネクター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、バーストゲージ上昇率超
アップ 平成ライダーのベルトにセットする ガンバ道場
とAP＋15

平成ライダー用必殺型コネ
クター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋150
平成ライダーのベルトにセットするとバース ガンバ道場
トゲージ上昇率アップ

ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋300
ワンダーライドアドベン
平成ライダー用必殺型コネ
☆☆☆☆☆☆ 平成ライダーのベルトにセットするとバース
チャー
クター★6
トゲージ超絶アップ
1R開始時、ﾁｰﾑにｺﾞｰｽﾄ系に登場するﾗｲ
ワンダーライドアドベン
ﾀﾞｰがいると、RP＋2
平成ライダー用RP型コネク
☆☆☆☆☆☆
平成ライダーのベルトにセットするとバース チャー
ター★6
トゲージ上昇率超絶アップ
1R開始時、ﾁｰﾑにﾋﾞﾙﾄﾞ系に登場するﾗｲﾀﾞｰ
ワンダーライドアドベン
がいると、ﾁｰﾑ全体の攻撃＋300
平成ライダー用攻撃型コネ
☆☆☆☆☆☆
平成ライダーのベルトにセットするとテクニ チャー
クター★6
カルゲージ超アップ

平成ライダー用ミガワリ発
動ダウン型コネクター★6

1R開始時、ﾁｰﾑにｼﾞｵｳ系に登場するﾗｲﾀﾞｰ
がいると、相手のﾐｶﾞﾜﾘ発生率超絶ﾀﾞｳﾝ 平 ワンダーライドアドベン
☆☆☆☆☆☆
成ライダーのベルトにセットすると相手のオ チャー
イウチ発生率超絶ﾀﾞｳﾝ

平成ライダー用攻撃型コネ
クター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の攻撃＋150
ガンバ道場
平成ライダーのベルトにセットするとAP＋5

平成ライダー用体力型コネ
クター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、タイリョク＋500 平成ラ
イダーのベルトにセットするとRP＋1

平成ライダー用オイウチ効
果型コネクター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、オイウチ効果超アップ
平成ライダーのベルトにセットするとオイウ ガンバ道場
チ発生率超アップ

平成ライダー用体力ダウン
型コネクター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、相手タイリョク－800 平
成ライダーのベルトにセットするとカウン
ガンバ道場
ター発生率超アップ

ガンバ道場

平成ライダー用必殺型コネ
ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋300 4弾超絶ボスバトル引継ぎ
☆☆☆☆☆☆
クター★6
平成ライダーのベルトにセットするとRP＋2 報酬
ラウンド１開始時、オイウチ効果超アップ
5弾超絶ボスラッシュ引継
平成ライダー用オイウチ効
☆☆☆☆☆☆ 平成ライダーのベルトにセットするとオイウ
ぎ報酬
果型コネクター★6
チ発生率超絶アップ
平成ライダー用オイウチ発
動型コネクター★3

☆☆☆

ラウンド１開始時、オイウチ発生率アップ
RM2弾超絶バトルチケット
平成ライダーのベルトにセットするとオイウ
10枚
チ発生率アップ

平成ライダー用防御型コネ
クター★3

☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の防御＋150
RM2弾超絶バトルチケット
平成ライダーのベルトにセットするとテクニ
15枚
カルゲージアップ

平成ライダー用バースト上
昇型コネクター★3

☆☆☆

ラウンド１開始時、バーストゲージ上昇率
アップ 平成ライダーのベルトにセットする
とAP＋5

平成ライダー用テクニカル
ゲージスピード型コネク
ター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、相手のテクニカルスピー
RM2弾超絶バトルチケット
ド超絶アップ 平成ライダーのベルトにセッ
165枚
トするとテクニカルスピード超絶ダウン

平成ライダー用バースト
ゲージ型コネクター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、バーストゲージ超アップ
RM2弾超絶バトルチケット
平成ライダーのベルトにセットするとカウン
175枚
ター発生率超アップ

RM2弾超絶バトルチケット
30枚

ラウンド２開始時、オイウチ発生率超絶アッ
RM2弾超絶バトルチケット
平成ライダー用オイウチ発
☆☆☆☆☆☆ プ 平成ライダーのベルトにセットするとAP
200枚
動型コネクター★6
＋20
平成ライダー用RP型コネク
ター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、RP＋2 平成ライダーの
RM2弾ボスチケット引継ぎ
ベルトにセットするとバーストゲージ超アッ
報酬
プ

平成ライダー用攻撃型コネ
クター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の攻撃＋200
RM3弾超絶バトルチケット
平成ライダーのベルトにセットするとチーム
5枚
全体の攻撃＋200

平成ライダー用防御型コネ
クター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の防御＋200
RM3弾超絶バトルチケット
平成ライダーのベルトにセットするとミガワ
15枚
リ発生率大アップ

平成ライダー用バースト上
昇型コネクター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、バーストゲージ上昇率大
RM3弾超絶バトルチケット
アップ 平成ライダーのベルトにセットする
30枚
とオイウチ発生率大アップ

ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋300
RM3弾超絶バトルチケット
平成ライダー用必殺型コネ
☆☆☆☆☆☆ 平成ライダーのベルトにセットするとチーム
115枚
クター★6
全体の必殺＋300
ラウンド１開始時、相手タイリョク－1000
RM3弾超絶バトルチケット
平成ライダー用体力ダウン
☆☆☆☆☆☆ 平成ライダーのベルトにセットするとバース
125枚
型コネクター★6
トゲージ超絶アップ
平成ライダー用カウンター
ダウン型コネクター★6

ラウンド１開始時、相手のカウンター発生率
RM3弾超絶バトルチケット
☆☆☆☆☆☆ 超絶ダウン 平成ライダーのベルトにセット
135枚
するとAP＋20

平成ライダー用オイウチ発
動型コネクター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、オイウチ発生率大アップ
平成ライダーのベルトにセットするとチーム クリアチャレンジ
全体の必殺＋200

平成ライダー用ガッツダウ
ン型コネクター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、相手のガッツ発生率大
ダウン 平成ライダーのベルトにセットする クリアチャレンジ
とRP＋1

平成ライダー用必殺型コネ
クター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋200
平成ライダーのベルトにセットするとチーム クリアチャレンジ
全体の攻撃＋200

平成ライダー用攻撃型コネ
クター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の攻撃＋250
平成ライダーのベルトにセットするとテクニ クリアチャレンジ
カルゲージ超アップ

ラウンド１開始時、タイリョク＋1000 平成ラ
平成ライダー用体力型コネ
☆☆☆☆☆☆ イダーのベルトにセットするとテクニカル
クリアチャレンジ
クター★6
ゲージ超絶アップ
平成ライダー用ガッツダウ
ン型コネクター★6

ラウンド１開始時、相手のガッツ発生率超
☆☆☆☆☆☆ 絶ダウン 平成ライダーのベルトにセットす クリアチャレンジ
るとRP＋3

平成ライダー用攻撃型コネ
クター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の攻撃＋200
平成ライダーのベルトにセットするとバース クリアチャレンジ
トゲージ大アップ

平成ライダー用必殺型コネ
クター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋250
平成ライダーのベルトにセットするとバース クリアチャレンジ
トゲージ超アップ

平成ライダー用攻撃型コネ
クター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の攻撃＋250
平成ライダーのベルトにセットするとガッツ クリアチャレンジ
発生率超アップ

ラウンド１開始時、チーム全体の攻撃＋300
RM4弾超絶バトルボスチ
平成ライダー用攻撃型コネ
☆☆☆☆☆☆ 平成ライダーのベルトにセットするとチーム
ケット 引継ぎ報酬
クター★6
全体の必殺＋300
平成ライダー用AP型コネク
ター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、AP＋5 平成ライダーの RM4弾超絶バトルボスチ
ベルトにセットするとAP＋10
ケット 5枚

平成ライダー用RP型コネク
ター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、RP＋1 平成ライダーの
RM4弾超絶バトルボスチ
ベルトにセットするとバーストゲージ上昇率
ケット 15枚
アップ

平成ライダー用攻撃型コネ
クター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の攻撃＋200
RM4弾超絶バトルボスチ
平成ライダーのベルトにセットするとチーム
ケット 30枚
全体の必殺＋200

平成ライダー用必殺型コネ
クター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋200
RM4弾超絶バトルボスチ
平成ライダーのベルトにセットするとチーム
ケット 60枚
全体の必殺＋200

平成ライダー用必殺型コネ
クター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋200
RM4弾超絶バトルボスチ
平成ライダーのベルトにセットすると相手タ
ケット 75枚
イリョク－700

平成ライダー用ミガワリ効
果型コネクター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、ミガワリ効果超アップ
RM4弾超絶バトルボスチ
平成ライダーのベルトにセットするとミガワ
ケット 90枚
リ発生率超アップ

平成ライダー用オイウチ発
動型コネクター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、オイウチ発生率超アップ
RM4弾超絶バトルボスチ
平成ライダーのベルトにセットするとオイウ
ケット 115枚
チ発生率超アップ

平成ライダー用必殺型コネ
クター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋250
RM4弾超絶バトルボスチ
平成ライダーのベルトにセットするとAP＋
ケット 125枚
15

平成ライダー用バースト
ゲージ型コネクター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、バーストゲージ超アップ
RM4弾超絶バトルボスチ
平成ライダーのベルトにセットするとバース
ケット 135枚
トゲージ上昇率超アップ

平成ライダー用カウンター
型コネクター★6

ラウンド２開始時、カウンター発生率超アッ
RM4弾超絶バトルボスチ
☆☆☆☆☆☆ プ 平成ライダーのベルトにセットするとテ
ケット 165枚
クニカルゲージ超アップ

平成ライダー用テクニカル
ゲージ型コネクター★6

ラウンド１開始時、テクニカルゲージ超アッ
RM4弾超絶バトルボスチ
☆☆☆☆☆☆ プ 平成ライダーのベルトにセットすると
ケット 175枚
バーストゲージ上昇率超絶アップ

平成ライダー用RP型コネク
ラウンド１開始時、RP＋3 平成ライダーの RM4弾超絶バトルボスチ
☆☆☆☆☆☆
ター★6
ベルトにセットするとAP＋20
ケット 185枚
平成ライダー用バースト
ゲージ型コネクター★6

ラウンド２開始時、バーストゲージ超絶アッ
RM4弾超絶バトルボスチ
☆☆☆☆☆☆ プ 平成ライダーのベルトにセットするとテ
ケット 185枚
クニカルゲージ超絶アップ

ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋300
RM4弾超絶バトルボスチ
平成ライダー用必殺型コネ
☆☆☆☆☆☆ 平成ライダーのベルトにセットするとチーム
ケット 引継ぎ報酬
クター★6
全体の攻撃＋300
平成ライダー用防御ダウン
型コネクター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、相手チーム全体の防御
RM5弾全国クリアチャレン
－250 平成ライダーのベルトにセットする
ジ
とバーストゲージ上昇率超アップ

平成ライダー用攻撃型コネ
クター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の攻撃＋250
RM5弾全国クリアチャレン
平成ライダーのベルトにセットするとチーム
ジ
全体の必殺＋250

平成ライダー用オイウチ効
果型コネクター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、オイウチ効果大アップ
RM5弾全国クリアチャレン
平成ライダーのベルトにセットするとオイウ
ジ
チ効果大アップ

ラウンド１開始時、チーム全体の攻撃＋300
平成ライダー用攻撃型コネ
RM5弾全国クリアチャレン
☆☆☆☆☆☆ 平成ライダーのベルトにセットするとAP＋
クター★6
ジ
20

平成ライダー用攻撃型コネ
クター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の攻撃＋200
RM4弾超絶バトルボスチ
平成ライダーのベルトにセットするとチーム
ケット 30枚
全体の必殺＋200

平成ライダー用必殺型コネ
クター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋200
RM4弾超絶バトルボスチ
平成ライダーのベルトにセットするとチーム
ケット 60枚
全体の必殺＋200

平成ライダー用必殺型コネ
クター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋200
RM4弾超絶バトルボスチ
平成ライダーのベルトにセットすると相手タ
ケット 75枚
イリョク－700

平成ライダー用ミガワリ効
果型コネクター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、ミガワリ効果超アップ
RM4弾超絶バトルボスチ
平成ライダーのベルトにセットするとミガワ
ケット 90枚
リ発生率超アップ

平成ライダー用オイウチ発
動型コネクター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、オイウチ発生率超アップ
RM4弾超絶バトルボスチ
平成ライダーのベルトにセットするとオイウ
ケット 115枚
チ発生率超アップ

平成ライダー用必殺型コネ
クター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋250
RM4弾超絶バトルボスチ
平成ライダーのベルトにセットするとAP＋
ケット 125枚
15

平成ライダー用バースト
ゲージ型コネクター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、バーストゲージ超アップ
RM4弾超絶バトルボスチ
平成ライダーのベルトにセットするとバース
ケット 135枚
トゲージ上昇率超アップ

平成ライダー用カウンター
型コネクター★6

ラウンド２開始時、カウンター発生率超アッ
RM4弾超絶バトルボスチ
☆☆☆☆☆☆ プ 平成ライダーのベルトにセットするとテ
ケット 165枚
クニカルゲージ超アップ

平成ライダー用テクニカル
ゲージ型コネクター★6

ラウンド１開始時、テクニカルゲージ超アッ
RM4弾超絶バトルボスチ
☆☆☆☆☆☆ プ 平成ライダーのベルトにセットすると
ケット 175枚
バーストゲージ上昇率超絶アップ

平成ライダー用RP型コネク
ラウンド１開始時、RP＋3 平成ライダーの RM4弾超絶バトルボスチ
☆☆☆☆☆☆
ター★6
ベルトにセットするとAP＋20
ケット 185枚
平成ライダー用バースト
ゲージ型コネクター★6

ラウンド２開始時、バーストゲージ超絶アッ
RM4弾超絶バトルボスチ
☆☆☆☆☆☆ プ 平成ライダーのベルトにセットするとテ
ケット 185枚
クニカルゲージ超絶アップ

ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋300
RM4弾超絶バトルボスチ
平成ライダー用必殺型コネ
☆☆☆☆☆☆ 平成ライダーのベルトにセットするとチーム
ケット 引継ぎ報酬
クター★6
全体の攻撃＋300
平成ライダー用防御ダウン
型コネクター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、相手チーム全体の防御
RM5弾全国クリアチャレン
－250 平成ライダーのベルトにセットする
ジ
とバーストゲージ上昇率超アップ

平成ライダー用攻撃型コネ
クター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の攻撃＋250
RM5弾全国クリアチャレン
平成ライダーのベルトにセットするとチーム
ジ
全体の必殺＋250

平成ライダー用オイウチ効
果型コネクター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、オイウチ効果大アップ
RM5弾全国クリアチャレン
平成ライダーのベルトにセットするとオイウ
ジ
チ効果大アップ

ラウンド１開始時、チーム全体の攻撃＋300
平成ライダー用攻撃型コネ
RM5弾全国クリアチャレン
☆☆☆☆☆☆ 平成ライダーのベルトにセットするとAP＋
クター★6
ジ
20

平成ライダー用体力ダウン
型コネクター★4

☆☆☆☆

ラウンド１開始時、相手タイリョク－700 平
RM6弾全国クリアチャレン
成ライダーのベルトにセットするとバースト
ジ
ゲージ大アップ

平成ライダー用防御型コネ
クター★5

☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の防御＋250
RM6弾全国クリアチャレン
平成ライダーのベルトにセットするとテクニ
ジ
カルゲージ超アップ

平成ライダー用カウンター
ダウン型コネクター★6
平成ライダー用カウンター
ダウン型コネクター★5
平成ライダー用RPダウン
型コネクター★6
平成ライダー用必殺型コネ
クター★5

ラウンド１開始時、相手のカウンター発生率
RM6弾全国クリアチャレン
☆☆☆☆☆☆ 超絶ダウン 平成ライダーのベルトにセット
ジ
するとRP＋3
☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、相手のカウンター発生率
RM6弾超絶バトルボスチ
超ダウン 平成ライダーのベルトにセットす
ケット 5枚
ると相手のガッツ発生率超ダウン

ラウンド２開始時、相手のRP－2 平成ライ
RM6弾超絶バトルボスチ
☆☆☆☆☆☆ ダーのベルトにセットすると相手のテクニカ
ケット 50枚
ルゲージ超絶ダウン
☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時、チーム全体の必殺＋250
RM6弾超絶バトルボスチ
平成ライダーのベルトにセットすると相手の
ケット 5枚
バーストゲージ上昇率超ダウン

1R開始時、チームにクウガ系に登場するラ
イダーがいると、AP＋25 平成ライダーの RM6弾超絶バトルボスチ
平成ライダー用AP型コネク
☆☆☆☆☆☆
ケット 50枚
ベルトにセットするとテクニカルゲージ超
ター★6
アップ

