だん

ライダータイム弾 ライダーシンボルリスト
ライダー名/アイテム名称
クウガ アメイジングマイティ

レア度
☆☆☆☆☆☆

アギト グランドフォーム

☆☆☆☆

龍騎

☆☆☆☆

ファイズ

☆☆☆☆☆

ブレイド

☆☆☆☆☆☆

響鬼

☆☆☆☆☆

カブト ライダーフォーム

☆☆☆☆

電王 ソードフォーム

☆☆☆☆

キバ キバフォーム

☆☆☆☆

ディケイド（激情態）

☆☆☆☆☆☆

W サイクロンジョーカー

☆☆☆☆☆

オーズ タトバコンボ

☆☆☆☆☆

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 オレンジアームズ

☆☆☆☆☆

ドライブ タイプスピード

☆☆☆☆☆

ゴースト オレ魂

☆☆☆☆☆

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

☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆

効果
ラウンド１開始時あいてチームにテクニカル
タイプがいない時、テクニカルゲージスピード
がダウンする。
ラウンド３開始時あいてチームにアタッカータ
イプがいる時、ボウギョがアップする。
ラウンド３開始時チームタイリョクが9000以
下の時、コウゲキがアップする。
ラウンド１開始時あいてチームにカイザがい
る時、オイウチ発生率がアップする。
ラウンド３開始時チームタイリョクが9000以
下の時、ミガワリ効果がアップする。
ラウンド３開始時あいてチームにジャマータ
イプがいない時、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9000以
上の時、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、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、ライジングパワーがアップ
する。
ラウンド１開始時あいてチームにブレイカー
タイプがいる時、ライジングパワーがアップ
する。
ラウンド２開始時チームタイリョクが7000以
上の時、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、ミガワリ発生率がアップする。
ラウンド１開始時チームタイリョクが9000以
上の時、バーストゲージが上がりやすくな
る。
ラウンド３開始時チームタイリョクが7000以
下の時、チームタイリョクが回復する。
ラウンド２開始時あいてチームにバロンがい
る時、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
のカウンター発生率がダウンする。
ラウンド１開始時あいてチームにクロノスが
いる時、ひっさつがアップする。
ラウンド３開始時あいてチームにクロノスが
いる時、チームタイリョクが回復する。
ラウンド２開始時あいてチームにクロノスが
いる時、カウンター発生率がアップする。
ラウンド１開始時あいてチームにクロノスが
いる時、バーストゲージが上がりやすくなる。
ラウンド２開始時あいてチームにクロノスが
いる時、あいてのバーストゲージが上がりに
くくなる。

入手条件
RT1弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT1弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT1弾ボウケン！ラ
イダーロード
クリアチャレンジ
クリアチャレンジ
クリアチャレンジ
RT1弾ボウケン！ラ
イダーロード
クリアチャレンジ
RT1弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT1弾ボウケン！ラ
イダーロード
クリアチャレンジ
クリアチャレンジ
RT1弾ボウケン！ラ
イダーロード
クリアチャレンジ
クリアチャレンジ
RT1弾ボウケン！ラ
イダーロード
クリアチャレンジ
RT1弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT1弾スタートダッ
シュキャンペーン
RT1弾スタートダッ
シュキャンペーン
RT1弾スタートダッ
シュキャンペーン
RT1弾スタートダッ
シュキャンペーン

ビルド ラビットタンクフォーム

☆☆☆☆

ビルド タンクタンクフォーム

☆☆☆☆

ビルド クローズビルドフォー
ム

☆☆☆☆☆

ジオウ

☆☆☆☆☆☆

ジオウ

☆☆☆☆☆

ジオウ

☆☆☆☆

ゲイツ

☆☆☆☆☆☆

ゲイツ

☆☆☆☆☆

ゲイツ ドライブアーマー
仮面ライダービルド

☆☆☆☆
☆☆☆☆☆

仮面ライダージオウ＆ビルド

☆☆☆☆☆☆

共闘

☆☆☆☆☆☆

絶体絶命

☆☆☆☆☆☆

忘失

☆☆☆☆☆☆

雷霆

☆☆☆☆☆☆

ギルス

☆☆☆☆☆

ナイト

☆☆☆☆

ファイズ ブラスターフォーム

☆☆☆☆☆☆

カイザ

☆☆☆☆☆

デルタ

☆☆☆☆☆

ギャレン

☆☆☆☆☆☆

カリス

☆☆☆☆

威吹鬼

☆☆☆☆

アクセル
オーズ タジャドルコンボ
フォーゼ メテオフュージョンス
テイツ

☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時あいてチームにチェインタイ
プがいない時、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、コウゲ
キがアップする。
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１開始時あいてチームにゲイツがい
る時、ライジングパワーがアップする。
ラウンド３開始時チームタイリョクが9000以
下の時、ライダーガッツ発生率がアップす
る。
ラウンド２開始時あいてチームにジオウがい
る時、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開始時あいてチームにメカニカルタ
イプがいる時、アタックポイントがアップす
る。
ラウンド３開始時、オイウチ効果がアップす
る。

クリアチャレンジ
RT1弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT1弾スタートダッ
シュキャンペーン
RT1弾スタートダッ
シュキャンペーン
クリアチャレンジ
ICカード引き継ぎ報
酬
RT1弾スタートダッ
シュキャンペーン
クリアチャレンジ

RT1弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT弾引き継ぎ 三都
バトルでもらえるけいけんちがアップする。 ライダーシンボル獲
得報酬
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、オイ ライジングチケット報
ウチ効果がアップする。
酬
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
RT1弾ボウケン！ラ
あいてのカウンター発生率がダウンする。さ
イダーロード
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
RT1弾ボウケン！ラ
アップする。さらに、あいてチームにダメージ
イダーロード
を与える。
ラウンド３開始時、あいてのミガワリ発生率
RT1弾ボウケン！ラ
がダウンする。さらに、あいてチームにダメー
イダーロード
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、
RT1弾ボウケン！ラ
カウンター発生率がアップする。さらに、あい
イダーロード
てチームにダメージを与える。
ラウンド３開始時チームタイリョクが7000以
クリアチャレンジ
下の時、ボウギョがアップする。
ラウンド１開始時チームタイリョクが9000以 RT2弾ボウケン！ラ
上の時、コウゲキがアップする。
イダーロード
ラウンド２開始時あいてチームにブレイカー
タイプがいる時、あいてのテクニカルゲージ クリアチャレンジ
スピードがアップする。
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
スタートダッシュイベ
あいてのライダーガッツ発生率がダウンす
ント
る。
ラウンド１以降APバトルに勝った時、バース
クリアチャレンジ
トゲージが上がりやすくなる。
ラウンド１開始時あいてチームにブレイドが
クリアチャレンジ
いる時、オイウチ発生率がアップする。
ラウンド２開始時チームタイリョクが6000以
RT2弾ボウケン！ラ
下の時、あいてのオイウチ効果がダウンす
イダーロード
る。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、あいて
クリアチャレンジ
のカウンター発生率がダウンする。
ラウンド３開始時、ライジングパワーがアップ
クリアチャレンジ
する。
ラウンド１開始時あいてチームにブレイブタイ
プがいない時、テクニカルゲージスピードが クリアチャレンジ
ダウンする。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、チーム
クリアチャレンジ
タイリョクが回復する。

メテオ
ウィザード フレイムスタイル
ビースト
バロン バナナアームズ

☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆

マッハ

☆☆☆☆☆

スペクター

☆☆☆☆☆

ブレイブ ハンタークエスト
ゲーマー レベル5

☆☆☆☆

ビルド ラビットドラゴンフォー
ム

☆☆☆☆☆☆

クローズマグマ（ハザード）

☆☆☆☆☆☆

グリスブリザード

☆☆☆☆☆

ジオウ オーズアーマー

☆☆☆☆☆

ジオウ フォーゼアーマー

☆☆☆☆

ゲイツ ファイズアーマー

☆☆☆☆☆

ゲイツ ウィザードアーマー

☆☆☆☆

ゲイツ ゲンムアーマー

☆☆☆☆☆☆

歓喜

☆☆☆☆☆☆

機械化

☆☆☆☆☆☆

封印

☆☆☆☆☆☆

融合（A）

☆☆☆☆☆☆

悲哀

☆☆☆☆☆☆

生存

☆☆☆☆☆☆

憤怒

☆☆☆☆☆☆

融合（B)

☆☆☆☆☆☆

スーパー1

☆☆☆☆

龍騎サバイブ

☆☆☆☆

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１開始時あいてチームに鎧武がいる
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、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、ひっさつが
アップする。
ラウンド２開始時あいてチームにテクニカル
タイプがいない時、あいてのミガワリ効果が
ダウンする。
ラウンド１開始時あいてチームにエボルがい
る時、ひっさつがアップする。
ラウンド１開始時チームタイリョクが11000以
上の時、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、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、
ボウギョがアップする。
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３開始時あいてチームにフィニッ
シャータイプがいる時、ミガワリ効果がアップ
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３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、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。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、カウ
ンター発生率がアップする。
ラウンド１開始時チームタイリョクが8000以
上の時、あいてのオイウチ効果がダウンす
る。

RT2弾ボウケン！ラ
イダーロード
スタートダッシュイベ
ント
クリアチャレンジ
クリアチャレンジ
クリアチャレンジ
クリアチャレンジ
RT2弾ボウケン！ラ
イダーロード
スタートダッシュイベ
ント
スタートダッシュイベ
ント
スタートダッシュイベ
ント
スタートダッシュイベ
ント
RT2弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT2弾ボウケン！ラ
イダーロード
スタートダッシュイベ
ント
RT2弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT2弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT2弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT2弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT2弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT2弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT2弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT2弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT2弾ボウケン！ラ
イダーロード
クリアチャレンジ
RT3弾ボウケン！ラ
イダーロード

装甲響鬼
電王 超クライマックスフォー
ム
キバ エンペラーフォーム

☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆

ダークキバ（太牙）

☆☆☆☆☆☆

ディエンド

☆☆☆☆☆☆

W サイクロンジョーカーゴー
ルドエクストリーム
ジョーカー

アクセルトライアル
鎧武 スイカアームズ
チェイサーマッハ
ゴルドドライブ
ビルド クローズビルドフォー
ム
ジオウ クウガアーマー

☆☆☆☆☆
☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆

ジオウ ディケイドアーマー

☆☆☆☆☆

ジオウ ディケイドアーマー

☆☆☆☆☆☆

ジオウ ディケイドアーマービ
ルドフォーム

☆☆☆☆☆☆

ジオウ ダブルアーマー

☆☆☆☆

ジオウ 鎧武アーマー

☆☆☆☆☆

ゲイツ ゴーストアーマー

☆☆☆☆☆

ゲイツ ビルドアーマー

☆☆☆☆

ウォズ

☆☆☆☆☆

ウォズ

☆☆☆☆☆☆

ウォズ フューチャーリングシ
ノビ

☆☆☆☆☆

ウォズ フューチャーリングシ
ノビ

☆☆☆☆☆☆

ウォズ フューチャーリングク
イズ

☆☆☆☆

ウォズ フューチャーリングキ
カイ
ディケイド（ネオディケイドライ
バー）

☆☆☆☆
☆☆☆☆☆

ラウンド３開始時、ボウギョがアップする。
ラウンド２開始時チームタイリョクが5000以
下の時、チームタイリョクが回復する。
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１開始時チームタイリョクが10000以
上の時、コウゲキがアップする。
ラウンド２開始時あいてチームにディケイド
がいる時、アタックポイントがアップする。
ラウンド１開始時あいてチームにトリッキータ
イプがいない時、ひっさつがアップする。
ラウンド１開始時あいてチームにアタッカータ
イプがいない時、あいてのミガワリ効果がダ
ウンする。
ラウンド２開始時あいてチームにフィニッ
シャータイプがいる時、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、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、
ひっさつがアップする。
ラウンド１開始時あいてチームにブレイカー
タイプがいる時、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、
コウゲキがアップする。
ラウンド１開始時あいてチームにパッションタ
イプがいない時、カウンター発生率がアップ
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２AP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１開始時あいてチームにジャマータ
イプがいない時、あいてのミガワリ発生率が
ダウンする。
ラウンド１開始時チームタイリョクが7000以
上の時、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、
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、バーストゲージが上がりやすく
なる。
ラウンド１開始時あいてチームにチェインタイ
プがいる時、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、
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、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、
あいてのカウンター発生率がダウンする。
ラウンド１開始時あいてチームにメカニカルタ
イプがいる時、オイウチ効果がアップする。

RT3弾ボウケン！ラ
イダーロード
スタートダッシュイベ
ント
クリアチャレンジ
クリアチャレンジ
クリアチャレンジ
スタートダッシュイベ
ント
クリアチャレンジ
スタートダッシュイベ
ント
クリアチャレンジ
クリアチャレンジ
クリアチャレンジ
RT3弾ボウケン！ラ
イダーロード
クリアチャレンジ
クリアチャレンジ
スタートダッシュイベ
ント
RT3弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT3弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT3弾ボウケン！ラ
イダーロード
スタートダッシュイベ
ント
クリアチャレンジ
スタートダッシュイベ
ント
RT3弾ボウケン！ラ
イダーロード
緊急ミッション ウォ
ズを倒せ！
オンラインイベント参
加賞
緊急ミッション ウォ
ズを倒せ！
緊急ミッション ウォ
ズを倒せ！
スタートダッシュイベ
ント

アマゾンニューオメガ
アマゾンネオ

☆☆☆☆☆
☆☆☆☆

限界突破

☆☆☆☆☆☆

氷結

☆☆☆☆☆☆

時空（2000）

☆☆☆☆☆☆

享楽

☆☆☆☆☆☆

慧眼

☆☆☆☆☆☆

時空（2001）

☆☆☆☆☆☆

滑走

☆☆☆☆☆☆

BLACK

☆☆☆☆☆

クウガ ライジングタイタン

☆☆☆☆☆

アギト トリニティフォーム

☆☆☆☆

G3-X

☆☆☆☆

リュウガ

☆☆☆☆

ブレイド

☆☆☆☆☆

ギャレン

☆☆☆☆☆☆

パンチホッパー

☆☆☆☆

キックホッパー

☆☆☆☆

電王 ライナーフォーム

ゼロノス アルタイルフォーム
キバ キバフォーム
イクサ バーストモード

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆

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３開始時チームタイリョクが3000以
下の時、チームタイリョクが回復する。
ラウンド４開始時、アタックポイントがアップ
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、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、
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。
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。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、
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。さらに、あいてチー
ムにダメージを与える。
ラウンド１開始時あいてチームにトリッキータ
イプがいない時、ミガワリ発生率がアップす
る。
ラウンド１開始時あいてチームにフィニッ
シャータイプがいる時、コウゲキがアップす
る。
ラウンド２開始時あいてチームにテクニカル
タイプがいない時、あいてのオイウチ効果が
ダウンする。
ラウンド２開始時チームタイリョクが5000以
上の時、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開始時チームタイリョクが9000以
下の時、あいてのバーストゲージが上がりに
くくなる。

クリアチャレンジ
RT3弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT3弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT3弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT3弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT3弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT3弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT3弾ボウケン！ラ
イダーロード
RT3弾ボウケン！ラ
イダーロード
クリアチャレンジ
スタートダッシュイベ
ント
クリアチャレンジ

RT4弾ボウケン！ラ
イダーロード チャレ
ンジバトル4回目
RT4弾ボウケン！ラ
イダーロード チャレ
ンジバトル3回目
RT4弾ボウケン！ラ
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、
イダーロード チャレ
チームタイリョクが回復する。
ンジバトル13回目
ラウンド２開始時、ライジングパワーがアップ
クリアチャレンジ
する。
ラウンド２開始時チームタイリョクが4000以 RT4弾ボウケン！ラ
イダーロード チャレ
下の時、ライダーガッツ発生率がアップす
ンジバトル6回目
る。
ラウンド２開始時チームタイリョクが5000以 RT4弾ボウケン！ラ
イダーロード チャレ
上の時、あいてのミガワリ効果がダウンす
ンジバトル8回目
る。
ラウンド１開始時あいてチームにメカニカルタ
イプがいる時、あいてのカウンター発生率が クリアチャレンジ
ダウンする。
ラウンド２開始時あいてチームにジャマータ RT4弾ボウケン！ラ
イプがいる時、あいてのテクニカルゲージス イダーロード チャレ
ンジバトル10回目
ピードがアップする。
ラウンド２以降テクニカルバトルに勝った時、 スタートダッシュイベ
ミガワリ効果がアップする。
ント
RT4弾ボウケン！ラ
ラウンド２開始時チームタイリョクが6000以
イダーロード チャレ
上の時、ひっさつがアップする。
ンジバトル12回目

ウィザード フレイムドラゴン

☆☆☆☆☆

龍玄 ブドウアームズ

☆☆☆☆☆

斬月 ウォーターメロンアーム
ズ

☆☆☆☆☆

シグルド チェリーエナジー
アームズ

☆☆☆☆

プロトドライブ

☆☆☆☆☆☆

ゴースト オレ魂

☆☆☆☆☆☆

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
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

☆☆☆☆

ライドプレイヤーニコ

☆☆☆☆

エボル ブラックホールフォー
ム

☆☆☆☆

ジオウⅡ

☆☆☆☆☆☆

ジオウⅡ

☆☆☆☆☆

ジオウⅡ

☆☆☆☆

ゲイツリバイブ 剛烈

☆☆☆☆☆☆

ゲイツリバイブ 疾風

☆☆☆☆☆

ゲイツリバイブ 疾風

☆☆☆☆☆☆

ウォズ フューチャーリングク
イズ

☆☆☆☆

ウォズ フューチャーリングキ
カイ

☆☆☆☆☆☆

ディケイド（ネオディケイドライ
バー）

☆☆☆☆

時空（2002）

☆☆☆☆☆☆

新１号

☆☆☆☆☆☆

アマゾン
シャドームーン

☆☆☆☆
☆☆☆☆☆

ラウンド１開始時チームタイリョクが9500以
上の時、バーストゲージが上がりやすくな
る。
ラウンド１開始時あいてチームにジャマータ
イプがいる時、アタックポイントがアップす
る。
ラウンド３開始時チームタイリョクが3000以
下の時、ライダーガッツ発生率がアップす
る。
ラウンド１開始時あいてチームにジャマータ
イプがいる時、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、ボウギョがアップする。
ラウンド１開始時チームタイリョクが9000以
上の時、テクニカルゲージスピードがダウン
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３開始時あいてチームにチェインタイ
プがいない時、チームタイリョクが回復する。
ラウンド２開始時チームタイリョクが5000以
下の時、ボウギョがアップする。

クリアチャレンジ
クリアチャレンジ
RT4弾ボウケン！ラ
イダーロード チャレ
ンジバトル5回目
クリアチャレンジ
クリアチャレンジ
RT4弾ボウケン！ラ
イダーロード チャレ
ンジバトル7回目
クリアチャレンジ
クリアチャレンジ

スタートダッシュイベ
ント
RT4弾ボウケン！ラ
ラウンド１開始時チームタイリョクが8000以
イダーロード チャレ
上の時、オイウチ発生率がアップする。
ンジバトル2回目
ラウンド１開始時チームタイリョクが7000以 スタートダッシュイベ
上の時、オイウチ効果がアップする。
ント
ラウンド１開始時あいてチームにジャマータ RT4弾ボウケン！ラ
イプがいる時、あいてのオイウチ発生率がダ イダーロード チャレ
ンジバトル15回目
ウンする。
ラウンド１開始時あいてチームにフィニッ
スタートダッシュイベ
シャータイプがいる時、バーストゲージが上
ント
がりやすくなる。
ラウンド１開始時あいてチームにトリッキータ
イプがいる時、あいてのミガワリ効果がダウ クリアチャレンジ
ンする。
RT4弾ボウケン！ラ
ラウンド１開始時あいてチームにアタッカータ
イダーロード チャレ
イプがいない時、コウゲキがアップする。
ンジバトル14回目
ラウンド２開始時チームタイリョクが8000以
クリアチャレンジ
下の時、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勝った時、 スタートダッシュイベ
カウンター発生率がアップする。
ント
ラウンド３開始時、バーストゲージが上がり オンラインイベント参
やすくなる。
加賞
RT4弾ボウケン！ラ
ラウンド１開始時チームタイリョクが8000以
イダーロード チャレ
上の時、ミガワリ効果がアップする。
ンジバトル1回目
ラウンド１以降テクニカルバトルにパーフェク スタートダッシュイベ
トで勝った時、コウゲキがアップする。
ント
RT4弾ボウケン！ラ
ラウンド１開始時あいてチームにジオウがい
イダーロード チャレ
る時、ひっさつがアップする。
ンジバトル11回目
ラウンド１以降テクニカルバトルに勝った時、 RT4弾ボウケン！ラ
コウゲキがアップする。さらに、あいてチーム イダーロード チャレ
ンジバトル9回目
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7000以 RT5弾ボウケン！ラ
下の時、あいてのテクニカルゲージスピード イダーロード 昭和
ステージ進捗100％
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、 RT5弾ボウケン！ラ
あいてのライダーガッツ発生率がダウンす イダーロード チャレ
ンジバトル1回目
る。
ラウンド１APバトルに勝った時、テクニカル
クリアチャレンジ
ゲージスピードがダウンする。

BLACK RX

龍騎
ナイトサバイブ（城戸）
ブレイド ジャックフォーム

響鬼

カブト ライダーフォーム

☆☆☆☆☆☆

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２開始時チームタイリョクが5000以
下の時、ライダーガッツ発生率がアップす
る。

RT5弾ボウケン！ラ
イダーロード
BLACK&RXステージ
進捗100％
RT5弾ボウケン！ラ
イダーロード チャレ
ンジバトル3回目

☆☆☆☆☆

ラウンド３開始時、ひっさつがアップする。

クリアチャレンジ

☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

電王 ロッドフォーム

☆☆☆☆

キバ ドガバキフォーム

☆☆☆☆

ディケイド

☆☆☆☆

ディエンド

☆☆☆☆

クウガ ライジングアルティメッ
ト（小野寺）

☆☆☆☆☆

キバーラ

☆☆☆☆☆

W サイクロンジョーカー

☆☆☆☆

スカル

☆☆☆☆

オーズ シャウタコンボ

☆☆☆☆

フォーゼ メテオなでしこフュー
ジョンステイツ

☆☆☆☆

超デッドヒートドライブ
デッドヒートマッハ

☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆

チェイサー

☆☆☆☆

ルパン

☆☆☆☆

ゴースト テンカトウイツ魂

☆☆☆☆

エグゼイド クリエイターゲー
マー

☆☆☆☆

ポッピー ときめきクライシス
ゲーマー レベルX

☆☆☆☆

RT5弾ボウケン！ラ
ラウンド２以降APバトルに勝った時、バース
イダーロード チャレ
トゲージが上がりやすくなる。
ンジバトル5回目
RT5弾ボウケン！ラ
ラウンド２APバトルに勝った時、あいてのミガ
イダーロード チャレ
ワリ発生率がダウンする。
ンジバトル15回目
ラウンド２開始時あいてチームにアタッカータ RT5弾ボウケン！ラ
イプがいる時、あいてのライダーガッツ発生 イダーロード チャレ
ンジバトル9回目
率がダウンする。
ラウンド２開始時チームタイリョクが6000以
下の時、あいてのオイウチ効果がダウンす クリアチャレンジ
る。
RT5弾ボウケン！ラ
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、ア
イダーロード チャレ
タックポイントがアップする。
ンジバトル12回目
ラウンド１開始時あいてチームにチェインタイ
プがいない時、あいてのオイウチ効果がダウ クリアチャレンジ
ンする。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、あいて
クリアチャレンジ
のバーストゲージが上がりにくくなる。
ラウンド３開始時チームタイリョクが6000以 スタートダッシュイベ
下の時、カウンター発生率がアップする。
ント
ラウンド１開始時あいてチームにディケイド スタートダッシュイベ
がいる時、アタックポイントがアップする。
ント
ラウンド１開始時あいてチームにパッションタ RT5弾ボウケン！ラ
イプがいる時、あいてのミガワリ効果がダウ イダーロード チャレ
ンジバトル2回目
ンする。
ラウンド３開始時あいてチームにブレイブタイ
プがいない時、あいてのライダーガッツ発生 クリアチャレンジ
率がダウンする。
RT5弾ボウケン！ラ
ラウンド２開始時チームタイリョクが6000以
イダーロード チャレ
下の時、チームタイリョクが回復する。
ンジバトル4回目
ラウンド１以降テクニカルバトルに勝った時、
クリアチャレンジ
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
スタートダッシュイベ
トで勝った時、ライジングパワーがアップす
ント
る。
ラウンド１テクニカルバトルに勝った時、コウ
クリアチャレンジ
ゲキがアップする。
RT5弾ボウケン！ラ
ラウンド３開始時あいてチームにメカニカルタ
イダーロード チャレ
イプがいる時、ミガワリ発生率がアップする。
ンジバトル13回目
RT5弾ボウケン！ラ
ラウンド３開始時、オイウチ発生率がアップ
イダーロード チャレ
する。
ンジバトル6回目
RT5弾ボウケン！ラ
ラウンド１開始時あいてチームにテクニカル
イダーロード チャレ
タイプがいない時、ボウギョがアップする。
ンジバトル8回目
ラウンド２以降APバトルに勝った時、ライジ
クリアチャレンジ
ングパワーがアップする。
RT5弾ボウケン！ラ
ラウンド２開始時あいてチームにフィニッ
シャータイプがいない時、チームタイリョクが イダーロード チャレ
ンジバトル11回目
回復する。

ビルド クローズビルドフォー
ム

☆☆☆☆☆☆

クローズエボル

☆☆☆☆☆

プライムローグ

☆☆☆☆☆

ジオウトリニティ

☆☆☆☆☆☆

ジオウトリニティ

☆☆☆☆

ジオウトリニティ

☆☆☆☆

ゲイツリバイブ 剛烈

☆☆☆☆

ゲイツリバイブ 疾風

☆☆☆☆☆

ウォズギンガファイナリー

☆☆☆☆☆☆

ウォズギンガファイナリー

☆☆☆☆☆

ディエンド（ネオディエンドライ
バー）

☆☆☆☆☆

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

☆☆☆☆☆

ナイトサバイブ

☆☆☆☆☆

オーディン

☆☆☆☆☆

ファイズ ブラスターフォーム
ブレイド キングフォーム
装甲響鬼
カブト ハイパーフォーム
電王 ライナーフォーム
キバ エンペラーフォーム

ディケイド コンプリートフォー
ム
クウガ マイティフォーム（小野
寺）
W サイクロンジョーカーエクス
トリーム
エターナル

☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆

RT5弾ボウケン！ラ
ラウンド１テクニカルバトルに勝った時、あい
イダーロード 映画
てのバーストゲージが上がりにくくなる。
ステージ進捗100％
ラウンド１開始時チームタイリョクが10000以 スタートダッシュイベ
上の時、ひっさつがアップする。
ント
ラウンド３開始時チームタイリョクが5000以 スタートダッシュイベ
下の時、コウゲキがアップする。
ント
ラウンド３開始時チームタイリョクが3000以 スタートダッシュイベ
下の時、チームタイリョクが回復する。
ント
ラウンド２開始時あいてチームにジャマータ RT5弾ボウケン！ラ
イプがいる時、あいてのオイウチ発生率がダ イダーロード チャレ
ンジバトル14回目
ウンする。
ラウンド１開始時チームタイリョクが7000以
クリアチャレンジ
上の時、コウゲキがアップする。
ラウンド１開始時チームタイリョクが7000以
クリアチャレンジ
上の時、ボウギョがアップする。
RT5弾ボウケン！ラ
ラウンド１開始時あいてチームにジオウがい
イダーロード チャレ
る時、オイウチ効果がアップする。
ンジバトル7回目
ラウンド２以降テクニカルバトルにパーフェク
クリアチャレンジ
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開始時チームタイリョクが9000以
スタートダッシュイベ
上の時、テクニカルゲージスピードがダウン
ント
する。
ラウンド１開始時あいてチームにトリッキータ RT5弾ボウケン！ラ
イプがいる時、あいてのミガワリ発生率がダ イダーロード チャレ
ンジバトル10回目
ウンする。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、あいて
クリアチャレンジ
のミガワリ効果がダウンする。
ラウンド３開始時チームタイリョクが4000以
ボウケンライダー
下の時、あいてのオイウチ効果がダウンす
ロード
る。
ラウンド２以降APバトルに勝った時、テクニ ボウケンライダー
カルゲージスピードがダウンする。
ロード
ラウンド１以降APバトルに勝った時、あいて ボウケンライダー
のミガワリ効果がダウンする。
ロード
ラウンド１開始時あいてチームにメカニカルタ
スタートダッシュイベ
イプがいる時、アタックポイントがアップす
ント
る。
ラウンド１開始時、ひっさつがアップする。
クリアチャレンジ
ラウンド２開始時チームタイリョクが7000以
下の時、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、
チームタイリョクが回復する。
ラウンド２開始時あいてチームにジャマータ
イプがいない時、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開始時あいてチームにアタッカータ
イプがいない時、テクニカルゲージスピード
がダウンする。

ボウケンライダー
ロード
クリアチャレンジ
ボウケンライダー
ロード
ボウケンライダー
ロード
ボウケンライダー
ロード

RT6弾ボウケン！ラ
ラウンド１開始時あいてチームにブレイカー
イダーロード ヘイセ
タイプがいる時、バーストゲージが上がりや
イライダーズステー
すくなる。
ジ
ラウンド１開始時チームタイリョクが9000以 ボウケンライダー
上の時、オイウチ発生率がアップする。
ロード
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、あい
クリアチャレンジ
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、コウゲ スタートダッシュイベ
キがアップする。
ント

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 インフィニティース
タイル
白い魔法使い
鎧武 極アームズ
鎧武 ドライブアームズ

☆☆☆☆☆
☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆

鎧武・闇 ブラックジンバーレ
モンアームズ

☆☆☆☆

龍玄 ブドウアームズ

☆☆☆☆

斬月・真
アームズ

☆☆☆☆

メロンエナジー

ドライブ タイプトライドロン
ドライブ タイプフルーツ

ゴースト ムゲン魂
エグゼイド ムテキゲーマー
グレートクローズ

☆☆☆☆
☆☆☆☆☆

☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆

グランドジオウ

☆☆☆☆☆☆

グランドジオウ

☆☆☆☆☆

グランドジオウ

☆☆☆☆

ジオウ オーマフォーム
ゲイツリバイブ 剛烈
ウォズギンガタイヨウフォーム
ディケイド（ネオディケイドライ
バー）
ディエンド（ネオディエンドライ
バー）

☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆
☆☆☆☆

仮面ライダージオウ（番組ロ
ゴ）

☆☆☆☆☆

ゼロワン

☆☆☆☆☆

仮面ライダーゼロワン＆ジオ
ウ

☆☆☆☆☆☆

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、あいてのカ
ウンター発生率がダウンする。
ラウンド２開始時チームタイリョクが5000以
上の時、オイウチ発生率がアップする。
ラウンド１開始時あいてチームに鎧武がいる
時、コウゲキがアップする。
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開始時チームタイリョクが6000以
下の時、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開始時あいてチームにチェインタイ
プがいる時、ライダーガッツ発生率がアップ
する。
ラウンド１開始時チームタイリョクが8000以
下の時、ボウギョがアップする。
ラウンド１開始時、コウゲキがアップする。

クリアチャレンジ
クリアチャレンジ
クリアチャレンジ
ボウケンライダー
ロード
スタートダッシュイベ
ント
クリアチャレンジ
ボウケンライダー
ロード
スタートダッシュイベ
ント
スタートダッシュイベ
ント
クリアチャレンジ
ボウケンライダー
ロード
ボウケンライダー
ロード
クリアチャレンジ
クリアチャレンジ

ラウンド２開始時チームタイリョクが10000以 スタートダッシュイベ
上の時、アタックポイントがアップする。
ント
RT6弾ボウケン！ラ
ラウンド１開始時チームタイリョクが10000以 イダーロード ヘイセ
イジェネレーションズ
上の時、ライジングパワーがアップする。
ステージ
ラウンド１開始時チームタイリョクが9000以 ボウケンライダー
上の時、カウンター発生率がアップする。
ロード
ラウンド１APバトルに勝った時、オイウチ発
映画ステージ
生率がアップする。
ラウンド１開始時あいてチームにフィニッ
シャータイプがいる時、ひっさつがアップす クリアチャレンジ
る。
ラウンド１開始時あいてチームにテクニカル スタートダッシュイベ
タイプがいる時、オイウチ効果がアップする。 ント
ラウンド１開始時チームタイリョクが9000以 ボウケンライダー
下の時、ボウギョがアップする。
ロード
ラウンド１開始時、ライジングパワーがアップ ボウケンライダー
する。
ロード
BS弾引き継ぎ メモ
バトルでもらえるけいけんちがアップする。 リアルライダーズバ
トル獲得報酬
ラウンド２開始時、ライジングパワーがアップ ライジングチケット報
する。
酬
ラウンド２テクニカルバトルに勝った時、オイ ライジングチケット報
ウチ効果がアップする。
酬

