だん

ボトルマッチ弾 ライダーシンボルリスト
ライダー名/アイテム名称
J
BLACK

レア度
☆
☆☆☆

レッドシャドームーン

☆☆

ロボライダー

☆☆

クウガ アルティメットフォーム

☆☆☆☆

アギト シャイニングフォーム

☆☆☆

龍騎サバイブ
ファイズ ブラスターフォーム
カブト ハイパーフォーム
ガタック ハイパーフォーム

☆☆☆☆
☆☆☆
☆☆
☆

電王 ライナーフォーム

☆☆☆☆

ゼロノス ベガフォーム

☆☆☆

キバ エンペラーフォーム
ライジングイクサ
ディケイド コンプリートフォー
ム
W サイクロンジョーカーエクス
トリーム
オーズ プトティラコンボ

☆☆
☆☆☆
☆☆
☆
☆☆☆☆☆

フォーゼ コズミックステイツ

☆☆☆

ウィザード インフィニティード
ラゴン

☆☆

鎧武 極アームズ
ロード・バロン

☆☆☆
☆☆☆☆☆

黒影トルーパー（城乃内）

☆☆☆

ドライブ タイプトライドロン

☆☆

デッドヒートマッハ

☆☆☆

効果
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、オイ
ウチ発生率がアップする。
ラウンド１以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、あいてのオイウチ発生率がダ
ウンする。
ラウンド３テクニカルバトルに勝った時、あい
てのオイウチ発生率がダウンする。
ラウンド３以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、ボウギョがアップする。
ラウンド１以降テクニカルバトルに勝った時、
ミガワリ効果がアップする。
ラウンド１以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、カウンター発生率がアップす
る。
ラウンド２以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、ミガワリ発生率がアップする。
ラウンド１以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、オイウチ効果がアップする。
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
オイウチ効果がアップする。
ラウンド３開始時、カウンター発生率がアップ
する。
ラウンド１テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、ライジングパワーがアップする。
ラウンド１以降APバトルに勝った時、ボウ
ギョがアップする。
ラウンド３テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、ミガワリ発生率がアップする。
ラウンド１APバトルに勝った時、ミガワリ発生
率がアップする。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、あいて
のバーストゲージが上がりにくくなる。
ラウンド３以降APバトルに勝った時、あいて
のミガワリ効果がダウンする。
ラウンド１以降テクニカルバトルに勝った時、
アタックポイントがアップする。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、コウゲ
キがアップする。
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
カウンター発生率がアップする。
ラウンド１以降APバトルに勝った時、あいて
のバーストゲージが上がりにくくなる。
ラウンド３テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、ライジングパワーがアップする。
ラウンド１以降APバトルに勝った時、あいて
のオイウチ効果がダウンする。
ラウンド３テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、あいてのオイウチ効果がダウンす
る。
ラウンド１テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、ミガワリ効果がアップする。

入手条件
-

チェイサー

☆☆

ハートロイミュード

☆☆☆☆

ゴースト ムゲン魂

☆☆

シンスペクター

☆☆

エグゼイド ムテキゲーマー
スナイプ シミュレーションゲー
マー レベル50

☆☆☆
☆

ビルド ジーニアスフォーム

☆☆☆☆☆☆

ビルド ジーニアスフォーム

☆☆☆

グレートクローズ

☆☆☆☆☆☆

グレートクローズ

☆☆

エボル ブラックホールフォー
ム
エボル ブラックホールフォー
ム

☆☆☆☆☆
☆☆

マッドローグ

☆☆☆☆

東都

☆☆☆☆

北都

☆☆☆☆

西都

☆☆☆☆

てれびくん

☆☆☆☆☆☆

山

☆☆☆☆☆☆

超新星

☆☆☆☆☆☆

正義

☆☆☆☆☆☆

忘却

☆☆☆☆☆☆

陰

☆☆☆☆☆☆

スカイライダー
BLACK RX
ブレイド キングフォーム
装甲響鬼

☆☆☆
☆☆☆☆
☆☆
☆

ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、あい
てのライダーガッツ発生率がダウンする。
ラウンド３APバトルに勝った時、アタックポイ
ントがアップする。
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
バーストゲージが上がりやすくなる。
ラウンド３以降APバトルに勝った時、あいて
のカウンター発生率がダウンする。
ラウンド１以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、あいてのミガワリ効果がダウ
ンする。
ラウンド３以降テクニカルバトルに勝った時、
あいてのバーストゲージが上がりにくくなる。
ラウンド１以降テクニカルバトルに勝った時、
テクニカルゲージスピードがダウンする。
ラウンド１以降APバトルに勝った時、コウゲ
キがアップする。
ラウンド１テクニカルバトルに勝った時、あい
てのテクニカルゲージスピードがアップする。
ラウンド３以降APバトルに勝った時、ミガワリ
効果がアップする。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、テクニ
カルゲージスピードがダウンする。
ラウンド３以降APバトルに勝った時、あいて
のミガワリ発生率がダウンする。
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
あいてのミガワリ発生率がダウンする。
バトルでもらえるけいけんちがアップする。こ
のライダーシンボルを持っていると次の弾で
なにかが起こる。
バトルでもらえるけいけんちがアップする。こ
のライダーシンボルを持っていると次の弾で
なにかが起こる。
バトルでもらえるけいけんちがアップする。こ
のライダーシンボルを持っていると次の弾で
なにかが起こる。
ラウンド２開始時、バーストゲージが上がり
やすくなる。
ラウンド２開始時、ボウギョがアップする。さ
らに、あいてチームにダメージを与える。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、ライジ
ングパワーがアップする。さらに、あいてチー
ムにダメージを与える。
ラウンド３テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、あいてのミガワリ発生率がダウン
する。さらに、あいてチームにダメージを与え
る。
ラウンド１以降テクニカルバトルに勝った時、
ライダーガッツ発生率がアップする。さらに、
あいてチームにダメージを与える。
ラウンド４APバトルに勝った時、あいてのオ
イウチ発生率がダウンする。さらに、あいて
チームにダメージを与える。
ラウンド３以降テクニカルバトルに勝った時、
オイウチ効果がアップする。
ラウンド１以降APバトルに勝った時、あいて
のオイウチ発生率がダウンする。
ラウンド２以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、あいてのミガワリ発生率がダ
ウンする。
ラウンド３テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、ボウギョがアップする。

-

-

-

-

-

-

メテオストーム
ウィザード インフィニティース
タイル
ビースト ハイパー
鎧武 ジンバーチェリーアーム
ズ
バロン リンゴアームズ
斬月 ウォーターメロンアーム
ズ
ドライブ タイプフォーミュラ
ゴースト ガリレオ魂
エグゼイド プロトロボットアク
ションゲーマー レベル3
エグゼイド クリエイターゲー
マー
エグゼイド ダブルファイター
ゲーマー レベル39

☆
☆☆☆
☆☆
☆☆☆
☆
☆☆☆☆
☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆

ブレイブ レガシーゲーマー レ
ベル100

☆

クロノス クロニクルゲーマー
（大我）

☆☆☆

レーザーX
ゲンム ゴッドマキシマムゲー
マー レベルビリオン
ゲンム ゴッドマキシマムゲー
マー レベルビリオン
パラドクス パーフェクトノック
アウトゲーマー レベル99

☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆

ゲムデウスクロノス

☆☆☆☆☆

ゲムデウスクロノス

☆☆☆☆

ポッピー ときめきクライシス
ゲーマー レベルX

☆☆

ライドプレイヤーニコ

☆☆☆☆☆

ライドプレイヤーニコ

☆☆☆

アナザーパラドクス

☆☆☆

ビルド サメバイクフォーム

☆☆☆

ビルド マグゴーストフォーム

☆

ビルド ペンギンスケーター
フォーム

☆☆

ビルド シカミッドフォーム

☆☆

ビルド キリンサイクロンフォー
ム

☆

ラウンド１以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、あいてのカウンター発生率が
ダウンする。
ラウンド３テクニカルバトルに勝った時、あい
てのミガワリ効果がダウンする。
ラウンド３以降APバトルに勝った時、あいて
のバーストゲージが上がりにくくなる。
ラウンド３以降テクニカルバトルに勝った時、
ひっさつがアップする。
ラウンド３テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、あいてのカウンター発生率がダウ
ンする。
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
ミガワリ効果がアップする。
ラウンド３以降テクニカルバトルに勝った時、
チームタイリョクが回復する。
ラウンド２テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、テクニカルゲージスピードがダウ
ンする。
ラウンド１開始時、バーストゲージが上がり
やすくなる。
ラウンド１テクニカルバトルに勝った時、カウ
ンター発生率がアップする。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、カウン
ター発生率がアップする。
ラウンド３テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、バーストゲージが上がりやすくな
る。
ラウンド３以降APバトルに勝った時、ライ
ダーガッツ発生率がアップする。
ラウンド２以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、オイウチ発生率がアップする。
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
コウゲキがアップする。
ラウンド２以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、アタックポイントがアップする。
ラウンド３以降APバトルに勝った時、チーム
タイリョクが回復する。
ラウンド２開始時、あいてのライダーガッツ発
生率がダウンする。
ラウンド１APバトルに勝った時、ライジングパ
ワーがアップする。
ラウンド３以降APバトルに勝った時、ボウ
ギョがアップする。
ラウンド３テクニカルバトルに勝った時、ライ
ジングパワーがアップする。
ラウンド２APバトルに勝った時、あいてのカ
ウンター発生率がダウンする。
ラウンド４テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、ライダーガッツ発生率がアップす
る。
ラウンド１開始時、バーストゲージが上がり
やすくなる。
ラウンド３以降テクニカルバトルに勝った時、
ライダーガッツ発生率がアップする。
ラウンド３以降APバトルに勝った時、あいて
のオイウチ発生率がダウンする。
ラウンド２テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、あいてのミガワリ効果がダウンす
る。
ラウンド３以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、カウンター発生率がアップす
る。

-

ビルド ホークガトリングハ
ザードフォーム

☆☆☆☆☆

ビルド タンクタンクフォーム

☆☆☆☆☆

クローズマグマ

☆☆☆☆☆☆

クローズマグマ

☆☆☆☆

クローズマグマ

☆☆

グリス

☆☆☆☆

エボル コブラフォーム

☆☆☆☆☆☆

エボル コブラフォーム

☆☆☆☆

エボル コブラフォーム

☆☆

マッドローグ

☆☆☆

マッドローグ

☆

ネガティブ化

☆☆☆☆☆☆

冷静化

☆☆☆☆☆☆

情熱化

☆☆☆☆☆☆

猛毒

☆☆☆☆☆☆

騎士

☆☆☆☆☆☆

戦神

☆☆☆☆☆☆

風

☆☆☆☆☆☆

林

☆☆☆☆☆☆

火

☆☆☆☆☆☆

ナイトサバイブ

☆☆

ストロンガー チャージアップ

☆☆

ZX

☆☆☆☆

アギト バーニングフォーム

☆☆☆☆

G3-X

☆

ラウンド３以降APバトルに勝った時、ライジ
ングパワーがアップする。
ラウンド１以降APバトルに勝った時、バース
トゲージが上がりやすくなる。
ラウンド１以降APバトルに勝った時、あいて
のライダーガッツ発生率がダウンする。
ラウンド２以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、オイウチ効果がアップする。
ラウンド３以降APバトルに勝った時、ひっさ
つがアップする。
ラウンド１テクニカルバトルに勝った時、ライ
ダーガッツ発生率がアップする。
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
あいてのテクニカルゲージスピードがアップ
する。
ラウンド１以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、アタックポイントがアップする。
ラウンド２以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、あいてのバーストゲージが上
がりにくくなる。
ラウンド２テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、あいてのカウンター発生率がダウ
ンする。
ラウンド３以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、ボウギョがアップする。
ラウンド３開始時、あいてのバーストゲージ
が上がりにくくなる。さらに、あいてチームに
ダメージを与える。
ラウンド１以降テクニカルバトルに勝った時、
カウンター発生率がアップする。さらに、あい
てチームにダメージを与える。
ラウンド１以降APバトルに勝った時、ひっさ
つがアップする。さらに、あいてチームにダ
メージを与える。
ラウンド２開始時、あいてのライダーガッツ発
生率がダウンする。さらに、あいてチームに
ダメージを与える。
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
ボウギョがアップする。さらに、あいてチーム
にダメージを与える。
ラウンド１開始時、コウゲキがアップする。さ
らに、あいてチームにダメージを与える。
ラウンド１APバトルに勝った時、あいてのテ
クニカルゲージスピードがアップする。さら
に、あいてチームにダメージを与える。
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、ミガ
ワリ発生率がアップする。さらに、あいてチー
ムにダメージを与える。
ラウンド１開始時、オイウチ発生率がアップ
する。さらに、あいてチームにダメージを与え
る。
ラウンド４開始時、あいてのオイウチ効果が
ダウンする。
ラウンド３APバトルに勝った時、あいてのミガ
ワリ発生率がダウンする。
ラウンド２テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、チームタイリョクが回復する。
ラウンド２テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、ライジングパワーがアップする。
ラウンド３開始時、ミガワリ効果がアップす
る。

-

-

-

-

-

-

-

-

龍騎サバイブ

☆☆

リュウガ

☆☆

王蛇

☆

響鬼 紅

☆

ダークカブト

☆

電王 クライマックスフォーム
キバ エンペラーフォーム
イクサ セーブモード（音也）
ライジングイクサ
サガ

☆☆☆
☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆
☆☆☆

ダークキバ

☆☆

W サイクロンジョーカーエクス
トリーム
エターナル

☆☆☆☆
☆

オーズ タジャドルコンボ

☆☆☆

オーズ スーパータトバコンボ

☆☆☆☆☆☆

フォーゼ マグネットステイツ

☆

ウィザード オールドラゴン

☆

鎧武 カチドキアームズ
斬月・真
アームズ

メロンエナジー

☆☆☆☆
☆☆☆

フィフティーン

☆☆

ドライブ タイプワイルド

☆☆

デッドヒートマッハ

☆☆☆☆

ルパン

☆

ゴースト グレイトフル魂

☆

エグゼイド ダブルアクション
ゲーマー レベルＸ

☆☆

ゲンム ゾンビアクションゲー
マー レベルX-0

☆

パラドクス パズルゲーマー
レベル50

☆☆

クロノス クロニクルゲーマー

☆

ラウンド２開始時、オイウチ効果がアップす
る。
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
あいてのミガワリ効果がダウンする。
ラウンド３テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、オイウチ発生率がアップする。
ラウンド１テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、あいてのオイウチ発生率がダウン
する。
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、あい
てのミガワリ発生率がダウンする。
ラウンド１以降APバトルに勝った時、ミガワリ
発生率がアップする。
ラウンド１以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、バーストゲージが上がりやすく
なる。
ラウンド３開始時、テクニカルゲージスピード
がダウンする。
ラウンド１以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、あいてのテクニカルゲージス
ピードがアップする。
ラウンド２開始時、ライダーガッツ発生率が
アップする。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、チーム
タイリョクが回復する。
ラウンド３以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、ひっさつがアップする。
ラウンド３開始時、あいてのミガワリ効果が
ダウンする。
ラウンド２テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、あいてのバーストゲージが上がり
にくくなる。
ラウンド１開始時、あいてのライダーガッツ発
生率がダウンする。
ラウンド３テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、オイウチ効果がアップする。
ラウンド３開始時、あいてのオイウチ発生率
がダウンする。
ラウンド２開始時、バーストゲージが上がり
やすくなる。
ラウンド１APバトルに勝った時、あいてのミガ
ワリ効果がダウンする。
ラウンド３テクニカルバトルに勝った時、あい
てのミガワリ発生率がダウンする。
ラウンド１APバトルに勝った時、ミガワリ効果
がアップする。
ラウンド３テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、アタックポイントがアップする。
ラウンド１以降APバトルに勝った時、オイウ
チ発生率がアップする。
ラウンド３以降APバトルに勝った時、ミガワリ
発生率がアップする。
ラウンド２開始時、あいてのオイウチ効果が
ダウンする。
ラウンド３以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、ライダーガッツ発生率がアップ
する。
ラウンド３APバトルに勝った時、ボウギョが
アップする。
ラウンド３テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、ライダーガッツ発生率がアップす
る。

-

ビルド ラビットタンクハザード
フォーム
ビルド ラビットラビットフォー
ム
ビルド ラビットラビットフォー
ム

☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆
☆☆☆

ビルド タンクタンクフォーム

☆☆☆☆☆

ビルド タンクタンクフォーム

☆☆☆☆

ローグ

☆☆☆☆☆

ローグ

☆☆

アマゾンニューオメガ
アマゾンネオ

☆
☆☆☆

鳴神

☆☆☆☆☆☆

疾風

☆☆☆☆☆☆

切札

☆☆☆☆☆☆

破壊者

☆☆☆☆☆☆

V3
ライダーマン
シャドームーン
BLACK RX
バイオライダー

☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆
☆☆
☆☆☆

1号

☆☆

3号

☆☆☆☆☆

ギルス

☆☆☆☆

ゾルダ

☆☆☆

デルタ

☆☆☆

カリス

☆☆☆

サガ

☆☆☆☆

ディケイド（激情態）
スカル

☆☆☆☆☆
☆☆

ラウンド１APバトルに勝った時、ライジングパ
ワーがアップする。
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
あいてのカウンター発生率がダウンする。
ラウンド２APバトルに勝った時、あいてのオ
イウチ効果がダウンする。
ラウンド１テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、テクニカルゲージスピードがダウ
ンする。
ラウンド２テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、ミガワリ発生率がアップする。
ラウンド２以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、アタックポイントがアップする。
ラウンド３以降APバトルに勝った時、あいて
のオイウチ効果がダウンする。
ラウンド２APバトルに勝った時、あいてのミガ
ワリ発生率がダウンする。
ラウンド３以降テクニカルバトルに勝った時、
ひっさつがアップする。
ラウンド２APバトルに勝った時、あいてのミガ
ワリ発生率がダウンする。さらに、あいて
チームにダメージを与える。
ラウンド１開始時、オイウチ発生率がアップ
する。さらに、あいてチームにダメージを与え
る。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、ひっさ
つがアップする。さらに、あいてチームにダ
メージを与える。
ラウンド３テクニカルバトルに勝った時、あい
てのライダーガッツ発生率がダウンする。さ
らに、あいてチームにダメージを与える。
ラウンド１以降APバトルに勝った時、カウン
ター発生率がアップする。
ラウンド３APバトルに勝った時、ライジングパ
ワーがアップする。
ラウンド３テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、コウゲキがアップする。
ラウンド２テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、あいてのミガワリ発生率がダウン
する。
ラウンド３開始時、テクニカルゲージスピード
がダウンする。
ラウンド３APバトルに勝った時、ライダーガッ
ツ発生率がアップする。
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、テク
ニカルゲージスピードがダウンする。
ラウンド１APバトルに勝った時、あいてのオ
イウチ効果がダウンする。
ラウンド３開始時、ライジングパワーがアップ
する。
ラウンド２以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、あいてのミガワリ効果がダウ
ンする。
ラウンド１以降テクニカルバトルに勝った時、
ボウギョがアップする。
ラウンド１以降テクニカルバトルに勝った時、
アタックポイントがアップする。
ラウンド１開始時、コウゲキがアップする。

-

-

-

-

ラウンド２以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、ライダーガッツ発生率がアップ する。

龍玄 ヨモツヘグリアームズ

☆☆

シグルド チェリーエナジー
アームズ

☆☆☆

マリカ ピーチアームズ

☆☆☆

デューク レモンエナジーアー
ムズ
魔進チェイサー

☆☆☆☆☆
☆☆☆

プロトドライブ

☆☆

ディープスペクター

☆☆

ネクロム

☆☆

スナイプ コンバットシューティ
ングゲーマー レベル3
ビルド オクトパスライトフォー
ム
ビルド フェニックスロボフォー
ム
ビルド フェニックスロボフォー
ム

☆
☆
☆☆☆☆
☆☆☆

ビルド スマホウルフフォーム

☆☆☆☆

ビルド トラユーフォーフォーム

☆☆☆☆☆

ビルド クジラジェットフォーム

☆☆☆☆☆

ビルド ラビットタンクスパーク
リングフォーム

☆☆☆☆☆☆

ビルド ラビットタンクスパーク
リングフォーム

☆☆☆

ビルド ラビットタンクスパーク
リングフォーム

☆☆☆☆

ビルド スマホウルフハザード
フォーム

☆☆☆☆☆☆

クローズ

☆☆☆☆☆

クローズチャージ

☆☆☆☆

クローズチャージ

☆☆☆

クローズチャージ

☆

グリス

☆☆☆☆☆

グリス

☆☆

グリス

☆☆☆☆☆☆

残像

☆☆☆☆☆☆

天才化

☆☆☆☆☆☆

ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
ひっさつがアップする。
ラウンド３APバトルに勝った時、バースト
ゲージが上がりやすくなる。
ラウンド１以降APバトルに勝った時、チーム
タイリョクが回復する。
ラウンド３以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、アタックポイントがアップする。
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、バー
ストゲージが上がりやすくなる。
ラウンド３テクニカルバトルに勝った時、ミガ
ワリ発生率がアップする。
ラウンド１テクニカルバトルに勝った時、あい
てのオイウチ効果がダウンする。
ラウンド１開始時、オイウチ効果がアップす
る。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、オイウ
チ効果がアップする。
ラウンド３以降APバトルに勝った時、オイウ
チ効果がアップする。
ラウンド３テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、ひっさつがアップする。
ラウンド２開始時、チームタイリョクが回復す
る。
ラウンド２開始時、あいてのオイウチ発生率
がダウンする。
ラウンド１APバトルに勝った時、オイウチ発
生率がアップする。
ラウンド１以降テクニカルバトルに勝った時、
あいてのミガワリ発生率がダウンする。
ラウンド１以降APバトルに勝った時、あいて
のテクニカルゲージスピードがアップする。
ラウンド２テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、あいてのオイウチ発生率がダウン
する。
ラウンド４開始時、ライジングパワーがアップ
する。
ラウンド１以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、あいてのバーストゲージが上
がりにくくなる。
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、カウ
ンター発生率がアップする。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、ライジ
ングパワーがアップする。
ラウンド３以降APバトルに勝った時、コウゲ
キがアップする。
ラウンド１開始時、あいてのライダーガッツ発
生率がダウンする。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、オイウ
チ発生率がアップする。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、ミガワリ
発生率がアップする。
ラウンド３以降テクニカルバトルに勝った時、
カウンター発生率がアップする。
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、カウ
ンター発生率がアップする。さらに、あいて
チームにダメージを与える。
ラウンド２開始時、チームタイリョクが回復す
る。さらに、あいてチームにダメージを与え
る。

-

-

バリア

☆☆☆☆☆☆

重力操作

☆☆☆☆☆☆

風化

☆☆☆☆☆☆

チェイサーマッハ

☆☆☆☆☆☆

チェイサー

☆☆☆

X

☆☆☆

アマゾン
ストロンガー
スカイライダー

☆☆
☆
☆☆☆☆

スーパー1

☆☆☆

ZX

☆☆☆

ナイトサバイブ

☆☆☆☆

ナイトサバイブ

☆☆☆☆☆☆

カイザ

☆☆

威吹鬼

☆☆☆

ガタック ライダーフォーム

☆☆☆☆☆

ガタック ハイパーフォーム

☆☆☆☆☆☆

ゼロノス アルタイルフォーム

☆☆

イクサ バーストモード

☆☆

アクセル
バース
プロトバース
フォーゼ ベースステイツ

☆☆☆☆
☆☆☆
☆☆
☆☆☆☆

メテオ

☆☆☆

ビースト

☆☆☆

バロン バナナアームズ

☆

バロン バナナアームズ

☆☆☆☆

マッハ
スペクター

☆☆
☆

ラウンド３以降テクニカルバトルに勝った時、
ミガワリ効果がアップする。さらに、あいて
チームにダメージを与える。
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
あいてのバーストゲージが上がりにくくなる。
さらに、あいてチームにダメージを与える。
ラウンド３開始時、あいてのカウンター発生
率がダウンする。さらに、あいてチームにダ
メージを与える。
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
あいてのバーストゲージが上がりにくくなる。
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
アタックポイントがアップする。
ラウンド２APバトルに勝った時、カウンター発
生率がアップする。
ラウンド３開始時、あいてのバーストゲージ
が上がりにくくなる。
ラウンド４開始時、ミガワリ効果がアップす
る。
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
あいてのカウンター発生率がダウンする。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、ボウ
ギョがアップする。
ラウンド２開始時、ライダーガッツ発生率が
アップする。
ラウンド１以降APバトルに勝った時、あいて
のカウンター発生率がダウンする。
ラウンド２APバトルに勝った時、あいてのテ
クニカルゲージスピードがアップする。
ラウンド３APバトルに勝った時、あいての
バーストゲージが上がりにくくなる。
ラウンド３開始時、あいてのテクニカルゲー
ジスピードがアップする。
ラウンド１APバトルに勝った時、あいての
バーストゲージが上がりにくくなる。
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、あい
てのミガワリ発生率がダウンする。
ラウンド３開始時、チームタイリョクが回復す
る。
ラウンド１テクニカルバトルに勝った時、あい
てのカウンター発生率がダウンする。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、チーム
タイリョクが回復する。
ラウンド１以降APバトルに勝った時、ミガワリ
効果がアップする。
ラウンド４開始時、ボウギョがアップする。
ラウンド２以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、あいてのライダーガッツ発生
率がダウンする。
ラウンド２テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、ライジングパワーがアップする。
ラウンド３APバトルに勝った時、テクニカル
ゲージスピードがダウンする。
ラウンド３テクニカルバトルに勝った時、オイ
ウチ発生率がアップする。
ラウンド２開始時、ミガワリ効果がアップす
る。
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、あい
てのライダーガッツ発生率がダウンする。
ラウンド３APバトルに勝った時、あいてのラ
イダーガッツ発生率がダウンする。

-

-

-

ブレイブ クエストゲーマー レ
ベル2
ビルド ニンニンコミックフォー
ム
ビルド ロケットパンダフォーム

☆☆
☆☆☆☆
☆☆☆

ビルド 海賊レッシャーフォー
ム

☆☆☆☆

ビルド 海賊レッシャーフォー
ム

☆☆☆

ビルド キードラゴンフォーム

☆☆☆☆☆

ビルド キードラゴンフォーム

☆☆

ビルド ライオンクリーナー
フォーム
ビルド ファイヤーヘッジホッグ
フォーム

☆☆☆
☆☆

クローズ

☆☆☆☆☆☆

クローズ

☆☆☆

ブラッドスターク

☆☆☆☆☆

ブラッドスターク

☆☆

継承

☆☆☆☆☆☆

バグ

☆☆☆☆☆☆

コンティニュー

☆☆☆☆☆☆

暴走

☆☆☆☆☆☆

ギャレン

☆☆☆☆☆

ディエンド

☆☆☆

新２号
V3
ライダーマン
J
クウガ マイティフォーム
クウガ ライジングマイティ

☆☆☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆
☆☆
☆☆☆☆

アギト グランドフォーム

☆☆☆

アギト トリニティフォーム

☆

ギルス

☆

ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
あいてのミガワリ効果がダウンする。
ラウンド１開始時、オイウチ発生率がアップ
する。
ラウンド３APバトルに勝った時、ひっさつが
アップする。
ラウンド２以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、あいてのオイウチ効果がダウ
ンする。
ラウンド１テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、オイウチ発生率がアップする。
ラウンド２開始時、アタックポイントがアップ
する。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、あいて
のミガワリ効果がダウンする。
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、あい
てのバーストゲージが上がりにくくなる。
ラウンド３APバトルに勝った時、あいてのオ
イウチ発生率がダウンする。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、ひっさ
つがアップする。
ラウンド１以降テクニカルバトルに勝った時、
ライダーガッツ発生率がアップする。
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、バー
ストゲージが上がりやすくなる。
ラウンド２テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、オイウチ効果がアップする。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、あいて
のテクニカルゲージスピードがアップする。さ
らに、あいてチームにダメージを与える。
ラウンド２APバトルに勝った時、ライジングパ
ワーがアップする。さらに、あいてチームにダ
メージを与える。
ラウンド１APバトルに勝った時、あいてのカ
ウンター発生率がダウンする。さらに、あい
てチームにダメージを与える。
ラウンド２開始時、テクニカルゲージスピード
がダウンする。さらに、あいてチームにダメー
ジを与える。
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、ア
タックポイントがアップする。
ラウンド１テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、ミガワリ発生率がアップする。
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、ひっ
さつがアップする。
ラウンド２テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、ミガワリ発生率がアップする。
ラウンド１開始時、コウゲキがアップする。
ラウンド１以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、バーストゲージが上がりやすく
なる。
ラウンド２以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、コウゲキがアップする。
ラウンド２APバトルに勝った時、バースト
ゲージが上がりやすくなる。
ラウンド３APバトルに勝った時、ボウギョが
アップする。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、ミガワリ
効果がアップする。
ラウンド２開始時、あいてのオイウチ発生率
がダウンする。

-

-

-

-

龍騎

☆☆

ファイズ

☆☆☆

ブレイド

☆☆☆☆☆

響鬼

☆☆

カブト マスクドフォーム

☆

電王 ソードフォーム

☆☆

キバ キバフォーム

☆☆☆☆☆☆

ディケイド

☆

W サイクロンジョーカー

☆☆☆☆☆

オーズ タジャドルコンボ

☆☆☆☆

フォーゼ ベースステイツ

☆☆☆☆

ウィザード フレイムスタイル

☆☆

鎧武 イチゴアームズ

☆☆

ゴースト オレ魂

☆☆☆

エグゼイド クリエイターゲー
マー

☆☆☆☆

風魔 ニンジャゲーマー

☆☆☆☆

ビルド ラビットタンクフォーム

☆☆☆☆☆☆

ビルド ラビットタンクフォーム

☆☆☆

ビルド ラビットタンクフォーム

☆☆

ビルド ゴリラモンドフォーム

☆☆☆☆

ビルド ゴリラモンドフォーム

☆☆☆

ビルド
ム
ビルド
ム
ビルド
ム
ビルド
ム

ホークガトリングフォー
ホークガトリングフォー
ラビット掃除機フォー
ハリネズミタンクフォー

☆☆☆☆
☆☆
☆
☆

ナイトローグ

☆☆☆☆☆

ナイトローグ

☆☆☆

仮面ライダービルド＆エグゼイ
ド

☆☆☆☆☆☆

ビルドクレスト

☆☆☆☆☆☆

魅了

☆☆☆☆☆☆

ラウンド２以降APバトルに勝った時、あいて
のオイウチ効果がダウンする。
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、あい
てのミガワリ効果がダウンする。
ラウンド１以降APバトルに勝った時、あいて
のバーストゲージが上がりにくくなる。
ラウンド１以降テクニカルバトルに勝った時、
ミガワリ発生率がアップする。
ラウンド４開始時、ひっさつがアップする。
ラウンド２テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、ライダーガッツ発生率がアップす
る。
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
ライジングパワーがアップする。
ラウンド３APバトルに勝った時、ミガワリ効果
がアップする。
ラウンド１APバトルに勝った時、オイウチ効
果がアップする。
ラウンド２テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、ボウギョがアップする。
ラウンド２以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、ボウギョがアップする。
ラウンド２APバトルに勝った時、あいてのオ
イウチ効果がダウンする。
ラウンド１以降APバトルに勝った時、ボウ
ギョがアップする。
ラウンド３APバトルに勝った時、あいてのオ
イウチ効果がダウンする。
ラウンド２APバトルに勝った時、ライダーガッ
ツ発生率がアップする。
ラウンド１テクニカルバトルに勝った時、ひっ
さつがアップする。
ラウンド３以降APバトルに勝った時、アタック
ポイントがアップする。
ラウンド１テクニカルバトルに勝った時、ミガ
ワリ発生率がアップする。
ラウンド３テクニカルバトルにパーフェクトで
勝った時、チームタイリョクが回復する。
ラウンド３APバトルに勝った時、あいてのミガ
ワリ発生率がダウンする。
ラウンド１以降テクニカルバトルにパーフェク
トで勝った時、チームタイリョクが回復する。
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、あい
てのオイウチ発生率がダウンする。
ラウンド２APバトルに勝った時、ミガワリ発生
率がアップする。
ラウンド４開始時、コウゲキがアップする。
ラウンド４APバトルに勝った時、あいてのカ
ウンター発生率がダウンする。
ラウンド１テクニカルバトルに勝った時、あい
てのミガワリ発生率がダウンする。
ラウンド１開始時、あいてのオイウチ効果が
ダウンする。
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、オイ
ウチ効果がアップする。
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
カウンター発生率がアップする。
ラウンド３テクニカルバトルに勝った時、あい
てのライダーガッツ発生率がダウンする。さ
らに、あいてチームにダメージを与える。

-

相棒

☆☆☆☆☆☆

予知

☆☆☆☆☆☆

停止

☆☆☆☆☆☆

終末

☆☆☆☆☆☆

セーブ

☆☆☆☆☆☆

新１号

☆☆☆

ラウンド２以降APバトルに勝った時、バース
トゲージが上がりやすくなる。さらに、あいて
チームにダメージを与える。
ラウンド１開始時、あいてのオイウチ効果が
ダウンする。さらに、あいてチームにダメージ
を与える。
ラウンド３開始時、あいてのミガワリ発生率
がダウンする。さらに、あいてチームにダメー
ジを与える。
ラウンド４開始時、あいてのライダーガッツ発
生率がダウンする。あいてチームにダメージ
を与える。
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、ひっ
さつがアップする。さらに、あいてチームにダ
メージを与える。
ラウンド３APバトルに勝った時、カウンター発
生率がアップする。

-

-

-

-

-

