だん

ガシャットヘンシン弾 ライダーシンボルリスト
ライダー名/アイテム名称
レッドシャドームーン
3号

レア度
☆☆☆☆☆
☆☆

アギト シャイニングフォーム

☆☆☆☆☆

アギト シャイニングフォーム

☆☆

ファイズ ブラスターフォーム

☆☆☆☆☆

響鬼 紅

☆

カブト ライダーフォーム

☆☆☆

ダークカブト

☆☆☆

W サイクロンジョーカーエクス
トリーム
スカル

☆☆☆☆☆☆
☆☆☆

オーズ タジャドルコンボ

☆☆☆☆☆☆

オーズ プトティラコンボ

☆☆☆☆

プロトバース
フォーゼ メテオなでしこフュー
ジョンステイツ
メテオストーム
ウィザード オールドラゴン
ウィザード インフィニティード
ラゴン
鎧武 スイカアームズ
バロン レモンエナジーアーム
ズ
ロード・バロン
龍玄 ヨモツヘグリアームズ

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

デューク レモンエナジーアー
ムズ

☆

フィフティーン

☆

マルス ゴールデンアームズ

☆☆

効果
ラウンド３以降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１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１AP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、オイウチ発生率がアップする。
ラウンド２開始時、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
イウチ発生率がダウンする。
ラウンド１開始時、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３開始時、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開始時、あいてのミガワリ効果が
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、
テクニカルゲージスピードがダウンする。
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１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、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、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、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３開始時、ミガワリ効果がアップす
る。

入手条件
-

冠 シルバーアームズ
ドライブ タイプトライドロン
ゴースト ニュートン魂
ゴースト ムゲン魂
ゴースト 平成魂

シンスペクター
ネクロム
ダークゴースト ナポレオン魂
ゼロスペクター

☆☆☆☆☆
☆☆☆☆
☆
☆☆☆☆
☆☆☆

☆☆☆☆☆
☆
☆☆☆☆
☆☆☆

エグゼイド バイクアクション
ゲーマー レベル0

☆☆

エグゼイド ムテキゲーマー

☆☆☆☆☆☆

エグゼイド ムテキゲーマー

☆☆

ブレイブ レガシーゲーマー レ
ベル100
ブレイブ ギャラクシアンクエ
ストゲーマー
ゲンム ゾンビゲーマー レベ
ルX
パラドクス パズルゲーマー
レベル50
パラドクス ファイターゲー
マー レベル50

☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆
☆
☆
☆

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

☆☆☆☆

クロノス クロニクルゲーマー

☆☆☆☆☆

ポッピー ときめきクライシス
ゲーマー レベルX

☆☆☆☆

風船化

☆☆☆☆☆☆

ギャグ

☆☆☆☆☆☆

モノマネ

☆☆☆☆☆☆

斬月・真 メロンエナジー
アームズ
スナイプ シミュレーションゲー
マー レベル50
レーザーターボ バイクゲー
マー レベル0
レーザーターボ バイクゲー
マー レベル0

☆☆
☆☆
☆☆☆☆
☆☆☆☆☆

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、コウゲキがアップする。
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３AP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２以降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２AP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２AP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１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３AP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、
オイウチ効果がアップする。
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、あいてのオイウチ発生率がダ
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、バー
ストゲージが上がりやすくなる。
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。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２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。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、
ボウギョがアップする。
ラウンド２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１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。

-

-

-

-

ユルセン（夏バージョン）

☆☆☆☆☆

仮面ライダーエグゼイド

☆☆☆☆☆

バイオライダー
ロボライダー
アギト バーニングフォーム
王蛇

☆☆
☆☆☆☆
☆
☆☆☆

ブレイド キングフォーム

☆☆☆☆

装甲響鬼

☆☆☆☆

電王 プラットフォーム

☆

電王 アックスフォーム

☆☆☆☆☆

電王 クライマックスフォーム

☆☆

電王 クライマックスフォーム

☆☆☆☆☆

ゼロノス ベガフォーム

☆☆☆☆☆

モモタロス

☆

ウラタロス

☆

キンタロス

☆☆

リュウタロス
キバ ドガバキフォーム
サガ
ダークキバ
W ルナトリガー
W ファングジョーカー

☆
☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆
☆
☆☆☆

フォーゼ ファイヤーステイツ

☆

フォーゼ マグネットステイツ

☆☆☆

フォーゼ コズミックステイツ

☆☆☆☆☆☆

ウィザード フレイムドラゴン

☆

鎧武 極アームズ
黒影 マツボックリアームズ
ナックル クルミアームズ

☆☆☆☆☆☆
☆
☆☆☆☆

ラウンド１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２AP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４開始時、ライダーガッツ発生率が
アップする。
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２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１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１開始時、アタックポイントがアップ
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、あいてのライダーガッツ発生
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、ボウ
ギョがアップする。
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、あいてのライダーガッツ発生
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、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、
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、オイウチ発
生率がアップする。
ラウンド２AP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３開始時、バーストゲージが上がり
やすくなる。
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１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、カウンター発
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、
オイウチ効果がアップする。
ラウンド１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１開始時、ライジングパワーがアップ
する。
ラウンド４開始時、オイウチ効果がアップす
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、ライジングパワーがアップす
る。

-

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

☆☆

ゴースト ヒミコ魂

☆☆☆

スペクター フーディーニ魂

☆☆☆

シンスペクター

☆☆☆☆

シンスペクター

☆☆☆☆☆☆

ダークゴースト

☆☆

エグゼイド ダブルアクション
ゲーマー レベルＸＸ L
エグゼイド マキシマムゲー
マー レベル99
ブレイブ ファンタジーゲー
マー レベル50
スナイプ プロト
レーザー チャンバラバイク
ゲーマー レベル3
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

☆☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆

クロノス クロニクルゲーマー

☆☆☆☆

クロノス クロニクルゲーマー

☆☆☆☆☆☆

ポッピー ときめきクライシス
ゲーマー レベルX

☆☆☆

アマゾンニューオメガ

☆☆☆☆

アマゾンアルファ（白眼バー
ジョン）

☆☆☆☆

アマゾンネオ

☆☆☆☆☆

幸運

☆☆☆☆☆☆

平面化

☆☆☆☆☆☆

先輩

☆☆☆☆☆☆

ビースト ハイパー
鎧武 ジンバーレモンアーム
ズ

☆☆☆☆
☆☆

仮面ライダー電王10周年

☆☆☆☆☆☆

エグゼイドクレスト

☆☆☆☆☆☆

ストロンガー チャージアップ
スカイライダー
ZX

☆☆☆☆☆
☆
☆☆

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。
ラウンド３開始時、ライダーガッツ発生率が
アップする。
ラウンド１開始時、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、ミガワリ効果がアップする。
ラウンド１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１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２以降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、オイウチ発生率がアップする。
ラウンド２開始時、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、カウ
ンター発生率がアップする。
ラウンド１開始時、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２AP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１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１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２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１AP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。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。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、
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、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、オイウチ発生率がアップ
する。
ラウンド３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１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２開始時、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パーフェク
トで勝った時、チームタイリョクが回復する。

-

-

-

クウガ ライジングマイティ
クウガ アルティメットフォーム
G3-X

☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆

龍騎サバイブ

☆☆☆

響鬼 紅

☆☆☆

電王 ロッドフォーム

☆

電王 ガンフォーム

☆☆

電王 ライナーフォーム
NEW電王 ストライクフォーム
モモタロス
キバ エンペラーフォーム
ジョーカー
オーズ ラトラーターコンボ
フォーゼ エレキステイツ
ウィザード ハリケーンスタイ
ル
ウィザード インフィニティース
タイル

☆☆☆
☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆
☆
☆☆
☆
☆☆
☆☆☆☆☆☆

鎧武 オレンジアームズ

☆☆

鎧武 カチドキアームズ

☆☆☆☆

ブラーボ ドリアンアームズ

☆

グリドン ドングリアームズ

☆

ドライブ タイプスピード

☆

ドライブ タイプテクニック
ドライブ タイプフォーミュラ

☆☆☆
☆☆☆☆

ゴースト エジソン魂

☆

ゴースト ロビン魂

☆

ゴースト ゴエモン魂
エグゼイド スポーツアクショ
ンゲーマー レベル3
エグゼイド マキシマムゲー
マー レベル99
エグゼイド マキシマムゲー
マー レベル99

☆☆
☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆

ラウンド２AP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２AP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３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１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、コウゲキがアップする。
ラウンド２開始時、あいてのミガワリ効果が
ダウンする。
ラウンド２AP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１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１AP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４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、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、あいてのオイウチ効果がダウ
ンする。
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。
ラウンド１AP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、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、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３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３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２AP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APバトルに勝った時、ライジ
ングパワーがアップする。

-

-

エグゼイド（太鼓の達人）
ブレイブ ハンタークエスト
ゲーマー レベル5 全部装備
ブレイブ ファンタジーゲー
マー レベル50
スナイプ ハンターシューティ
ングゲーマー レベル5 全部
装備
スナイプ シミュレーションゲー
マー レベル50
ゲンム アクションゲーマーレ
ベル2
ゲンム ファイズゲーマー レベ
ル2
ゲンム 響鬼ゲーマー レベル
2
ゲンム 電王ゲーマー レベル
2
ゲンム フォーゼゲーマー レ
ベル2
パラドクス ファイターゲー
マー レベル50

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

アマゾンオメガ

☆☆☆☆☆

アマゾンオメガ

☆☆☆

アマゾンアルファ

☆☆☆☆☆☆

アマゾンアルファ

☆☆☆

仮面ライダー45周年

☆☆☆☆☆☆

暗黒

☆☆☆☆☆☆

伸縮化

☆☆☆☆☆☆

睡眠

☆☆☆☆☆☆

反射

☆☆☆☆☆☆

逆転

☆☆☆☆☆☆

カブト ハイパーフォーム
X

☆☆☆☆
☆

ストロンガー

☆☆☆

シャドームーン

☆☆☆

BLACK RX
1号

☆☆☆☆☆☆
☆☆☆

ラウンド１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２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、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、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開始時、あいてのオイウチ効果が
ダウンする。
ラウンド４開始時、あいてのミガワリ効果が
ダウンする。
ラウンド１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２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１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３開始時、バーストゲージが上がり
やすくなる。
ラウンド２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３以降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２開始時、チームタイリョクが回復す
る。
ラウンド２AP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１開始時、オイウチ効果がアップす
る。さらに、あいてチームにダメージを与え
る。
ラウンド３開始時、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。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、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。
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１以降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。

-

-

-

-

-

-

クウガ ドラゴンフォーム

☆

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

☆☆

ファイズ アクセルフォーム

☆☆☆☆

ブレイド ジャックフォーム

☆☆☆☆

響鬼

☆☆☆

威吹鬼

☆☆

カブト マスクドフォーム

☆☆

パンチホッパー

☆☆☆☆☆

キックホッパー

☆☆☆☆☆☆

電王 ソードフォーム

☆☆☆☆☆

ゼロノス アルタイルフォーム

☆☆☆

イクサ バーストモード

☆☆☆

ダークキバ
ディケイド コンプリートフォー
ム
W ヒートメタル
オーズ ガタキリバコンボ
バース
フォーゼ ベースステイツ

☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆
☆☆
☆
☆☆
☆☆☆

メテオ

☆

ウィザード ウォータースタイ
ル

☆

鎧武 パインアームズ

☆

バロン マンゴーアームズ
ドライブ タイプワイルド

☆☆
☆

デッドヒートマッハ

☆☆

ゴースト グレイトフル魂

☆☆

スペクター
スペクター ノブナガ魂
エグゼイド アクションゲー
マー レベル２

☆☆☆☆
☆☆
☆☆☆☆☆

ラウンド２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１AP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、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、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、
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、チー
ムタイリョクが回復する。
ラウンド２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２APバトルに勝った時、コウゲキが
アップする。
ラウンド３開始時、ボウギョがアップする。
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２開始時、あいてのオイウチ効果が
ダウンする。
ラウンド１開始時、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勝った時、
ひっさつがアップする。
ラウンド２開始時、カウンター発生率がアップ
する。
ラウンド１以降テクニカルバトルに勝った時、
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、あいて
のライダーガッツ発生率がダウンする。

-

エグゼイド ダブルアクション
ゲーマー レベルＸ
エグゼイド ダブルアクション
ゲーマー レベルＸＸ Ｒ
パラドクス パズルゲーマー
レベル50
パラドクス ファイターゲー
マー レベル50

☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆
☆☆☆☆

ガンバライダー

☆☆☆☆☆☆

発光

☆☆☆☆☆☆

液状化

☆☆☆☆☆☆

分身

☆☆☆☆☆☆

V3
ライダーマン
スーパー1
龍騎

☆☆☆☆☆
☆
☆☆
☆☆☆

龍騎サバイブ

☆☆☆☆☆☆

リュウガ

☆☆☆☆☆☆

ナイト

☆☆

ゾルダ

☆☆

王蛇
ファイズ

☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆

カイザ

☆☆☆☆

デルタ

☆☆

エターナル

☆☆☆☆

ウィザード フレイムスタイル

☆☆☆☆

ビースト
白い魔法使い

☆☆
☆

鎧武 オレンジアームズ

☆☆☆☆☆

バロン バナナアームズ

☆☆☆

龍玄 ブドウアームズ

☆☆

斬月 メロンアームズ

☆☆

ラウンド２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１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１APバトルに勝った時、ひっさつが
アップする。
ラウンド１AP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開始時、ライジングパワーがアップ
する。
ラウンド２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。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、
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２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２開始時、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、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開始時、あいてのカウンター発生
率がダウンする。
ラウンド３開始時、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、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、コウゲ
キがアップする。
ラウンド１開始時、ひっさつがアップする。
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開始時、オイウチ効果がアップす
る。
ラウンド２AP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３開始時、カウンター発生率がアップ
する。
ラウンド２AP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開始時、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１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１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。

-

-

-

-

武神鎧武 ブラッドオレンジ
アームズ

☆

ドライブ タイプデッドヒート

☆☆

魔進チェイサー
ルパン
ゴースト オレ魂
ゴースト 闘魂ブースト魂

☆☆☆☆
☆
☆☆☆☆
☆☆

ゴースト ムゲン魂

☆☆☆☆☆

ディープスペクター

☆☆☆☆

ネクロム
エグゼイド ロボットアクション
ゲーマー レベル3
エグゼイド ハンターアクション
ゲーマー レベル5 頭装備
エグゼイド ハンターアクション
ゲーマー レベル5 全部装備
ブレイブ クエストゲーマー レ
ベル1
ブレイブ ビートクエストゲー
マー レベル3
ブレイブ ハンタークエスト
ゲーマー レベル5

☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆
☆☆☆
☆☆☆☆

スナイプ シューティングゲー
マー レベル1

☆

スナイプ コンバットシューティ
ングゲーマー レベル3

☆☆☆

スナイプ ハンターシューティ
ングゲーマー レベル5
レーザー バイクゲーマーレベ
ル1
レーザー チャンバラバイク
ゲーマー レベル3
レーザー ハンターバイクゲー
マー レベル5
ゲンム アクションゲーマーレ
ベル1
ゲンム スポーツアクション
ゲーマー レベル3
ゲンム ゾンビゲーマー レベ
ルX

☆☆☆☆☆
☆
☆☆☆☆
☆☆☆
☆
☆☆☆
☆☆☆☆☆

マッスル化

☆☆☆☆☆☆

回復

☆☆☆☆☆☆

縮小化

☆☆☆☆☆☆

巨大化

☆☆☆☆☆☆

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。
ラウンド１開始時、ライダーガッツ発生率が
アップする。
ラウンド２開始時、ボウギョがアップする。
ラウンド２開始時、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、
バーストゲージが上がりやすくなる。
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２開始時、オイウチ効果がアップす
る。
ラウンド３開始時、あいてのミガワリ効果が
ダウンする。
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。
ラウンド３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、ミガワリ効果がアップする。
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２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２AP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パーフェク
トで勝った時、ミガワリ効果がアップする。
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１APバトルに勝った時、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２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。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、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２開始時、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。

-

-

-

-

透明化

☆☆☆☆☆☆

混乱

☆☆☆☆☆☆

クリスマス

☆☆☆☆☆☆

ゴースト エグゼイド魂

☆☆☆

新２号

☆

BLACK

☆☆☆☆

ブレイド

☆☆☆

カリス

☆☆

ガタック ライダーフォーム

☆

イクサ セーブモード

☆

W サイクロンジョーカー
アクセル
オーズ タトバコンボ
マッハ
ゴースト オレ魂
ゴースト ムサシ魂
スペクター
スペクター ツタンカーメン魂

☆☆☆☆
☆☆
☆☆☆☆☆☆
☆☆☆
☆☆
☆
☆☆
☆☆☆

ネクロム

☆☆

ネクロム グリム魂

☆☆

エグゼイド アクションゲー
マー レベル１
エグゼイド アクションゲー
マー レベル２
ブレイブ クエストゲーマー レ
ベル2
ブレイブ クエストゲーマー レ
ベル2
スナイプ シューティングゲー
マー レベル2
スナイプ シューティングゲー
マー レベル2
レーザー バイクゲーマーレベ
ル2
レーザー バイクゲーマーレベ
ル2

☆☆☆☆
☆☆☆☆
☆☆☆
☆
☆☆☆☆
☆☆
☆☆☆☆☆☆
☆☆

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開始時、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、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、ライダーガッツ発生率がアップ
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、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勝った時、ミガ
ワリ効果がアップする。
ラウンド２開始時、オイウチ発生率がアップ
する。
ラウンド１以降APバトルに勝った時、ミガワリ
発生率がアップする。
ラウンド３AP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４AP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、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勝った時、
ボウギョがアップする。
ラウンド１AP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３開始時、アタックポイントがアップ
する。
ラウンド１開始時、あいてのミガワリ発生率
がダウンする。
ラウンド４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２AP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１開始時、コウゲキがアップする。

-

-

-

-

ゲンム アクションゲーマーレ
ベル2
ゲンム アクションゲーマーレ
ベル2

☆
☆☆☆☆☆

高速化

☆☆☆☆☆☆

鋼鉄化

☆☆☆☆☆☆

挑発

☆☆☆☆☆☆

ジャンプ強化

☆☆☆☆☆☆

新１号
アマゾン
クウガ グローイングフォーム
クウガ マイティフォーム
ギャレン
カブト ライダーフォーム
キバ キバフォーム

☆☆☆☆☆
☆☆☆
☆
☆☆☆
☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆

ディケイド

☆☆☆

ディエンド

☆

ドライブ タイプスピード
チェイサー
ゴースト ムゲン魂（45th）
ディープスペクター
ネクロム サンゾウ魂
エグゼイド アクションゲー
マー レベル２
エグゼイド アクションゲー
マー レベル２

☆☆☆☆☆☆
☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆☆
☆☆
☆

ラウンド３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２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３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。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APバトルに勝った時、オイウ
チ効果がアップする。さらに、あいてチーム
にダメージを与える。
ラウンド３開始時、ひっさつがアップする。
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１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。
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。
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。
ラウンド４開始時、チームタイリョクが回復す
る。
ラウンド３開始時、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開始時、コウゲキがアップする。
ラウンド３テクニカルバトルに勝った時、あい
てのオイウチ効果がダウンする。
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、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、チームタイ
リョクが回復する。
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
あいてのオイウチ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
のオイウチ効果がダウンする。
ラウンド２開始時、ひっさつがアップする。

-

-

-

-

