
No.334～504 全171枚

通し番号 カテゴリー 使用キャラクター 登場作品
334 キラカード アナザーアギトの特徴 『仮面ライダーアギト』
335 ライダーマシンカード ハリケーン 『仮面ライダーTHE ＮＥＸＴ』
336 レギュラーカード 仮面ライダー電王ロッドフォームｖｓクラストイマジン 『仮面ライダー電王』
337 レギュラーカード 獣人ヤマアラシ 『仮面ライダーアマゾン』
338 レギュラーカード トライアルＢ 『仮面ライダー剣（ブレイド）』
339 レギュラーカード 仮面ライダークウガ タイタンフォームｖｓス・ゴオマ・グ究極体 『仮面ライダークウガ』
340 キラカード 仮面ライダーアギト グランドフォームの特徴 『仮面ライダーアギト』
341 レギュラーカード 仮面ライダーギルスｖｓジャッカルロード 『仮面ライダーアギト』
342 レギュラーカード 原始タイガー 『仮面ライダーＶ３』
343 レギュラーカード 仮面ライダークウガ ライジングペガサス 『仮面ライダークウガ』
344 素顔の戦士カード 本郷　猛 『仮面ライダーTHE ＮＥＸＴ』
345 キラカード マシーン大元帥 『仮面ライダーストロンガー』
346 イラストカード 変身！ 仮面ライダー１号 『仮面ライダー』
347 レギュラーカード 仮面ライダーブレイドｖｓコーカサスビートルアンデッド 『仮面ライダー剣（ブレイド）』
348 素顔の戦士カード 秋山　蓮 『仮面ライダー龍騎』
349 必殺技カード エンドオブワールド 『仮面ライダー龍騎』
350 レギュラーカード オーキッドアンデッド 『仮面ライダー剣（ブレイド）』
351 必殺技カード ストロンガー電キック 『仮面ライダーストロンガー』
352 レギュラーカード 仮面ライダーファイズ ブラスターフォーム 『仮面ライダー555（ファイズ）』
353 レギュラーカード イカファイア 『仮面ライダーＶ３』
354 キラカード カッシスワーム ディミディウス 『仮面ライダーカブト』
355 レギュラーカード 仮面ライダー電王アックスフォーム 『仮面ライダー電王』
356 レギュラーカード 仮面ライダー龍騎、ナイト、ゾルダ、王蛇ｖｓ仮面ライダーオーディン 『仮面ライダー龍騎』
357 レギュラーカード 仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸｖｓエレギトロン 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ』
358 悪の大幹部カード ゼネラルモンスター 『仮面ライダー（スカイライダー）』
359 キラカード 仮面ライダーカリスの特徴 『仮面ライダー剣（ブレイド）』
360 レギュラーカード ドクダリアン 『仮面ライダー』
361 レギュラーカード 仮面ライダーカブトｖｓ仮面ライダーダークカブト 『仮面ライダーカブト』
362 レギュラーカード 仮面ライダーブレイド ジャックフォームｖｓ仮面ライダーギャレンジャックフ『仮面ライダー剣（ブレイド）』
363 レギュラーカード かまきり男 『仮面ライダー』
364 ライダーマシンカード ギルスレイダー 『仮面ライダーアギト』
365 レギュラーカード スカイライダーｖｓタガメラス 『仮面ライダー（スカイライダー）』
366 キラカード 仮面ライダーファイズ アクセルフォームの特徴 『仮面ライダー555（ファイズ）』
367 レギュラーカード ゴ・ベミウ・ギ 『仮面ライダークウガ』
368 レギュラーカード 仮面ライダーアマゾンｖｓカニ獣人 『仮面ライダーアマゾン』
369 キラカード 仮面ライダー電王クライマックスフォームの特徴 『仮面ライダー電王』
370 レギュラーカード シオマネキング 『仮面ライダー』
371 レギュラーカード 仮面ライダーアギト バーニングフォーム 『仮面ライダーアギト』
372 レギュラーカード チェーンソーリザード 『仮面ライダーTHE ＮＥＸＴ』
373 イラストカード 『仮面ライダーストロンガー』イメージイラスト 『仮面ライダーストロンガー』
374 必殺技カード ライダーブレイク 『仮面ライダー（スカイライダー）』
375 素顔の戦士カード 風見志郎 『仮面ライダーTHE ＮＥＸＴ』
376 レギュラーカード 仮面ライダーアマゾンｖｓイソギンチャク獣人 『仮面ライダーアマゾン』
377 レギュラーカード クレインオルフェノク 『仮面ライダー555（ファイズ）』
378 レギュラーカード 仮面ライダー響鬼紅 『仮面ライダー響鬼』
379 レギュラーカード 四谷のカシャ 『仮面ライダー響鬼』
380 レギュラーカード 仮面ライダー１号（旧）ｖｓ蜂女 『仮面ライダー』
381 キラカード 風のエル 『仮面ライダーアギト』
382 ライダーマシンカード クルーザー 『仮面ライダーＸ』
383 レギュラーカード 仮面ライダーサソード ライダーフォーム 『仮面ライダーカブト』
384 レギュラーカード ハエ男 『仮面ライダー』
385 必殺技カード ハイパーライダーキック 『仮面ライダーカブト』
386 素顔の戦士カード 野上良太郎 『仮面ライダー電王』
387 レギュラーカード センチピードオルフェノク 『仮面ライダー555（ファイズ）』
388 素顔の戦士カード 一文字隼人 『仮面ライダーTHE ＮＥＸＴ』
389 レギュラーカード 奇械人オオカミン 『仮面ライダーストロンガー』
390 キラカード 仮面ライダークウガ マイティフォームの特徴 『仮面ライダークウガ』

カルビー（株）
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391 レギュラーカード 仮面ライダークウガ ドラゴンフォーム 『仮面ライダークウガ』
392 レギュラーカード 仮面ライダーブレイド ジャックフォーム 『仮面ライダー剣（ブレイド）』
393 悪の大幹部カード 一ツ目タイタン 『仮面ライダーストロンガー』
394 イラストカード 変身！ 仮面ライダー電王 『仮面ライダー電王』
395 レギュラーカード 仮面ライダー１号ｖｓネコヤモリ 『仮面ライダー』
396 キラカード エレファントアンデッド 『仮面ライダー剣（ブレイド）』
397 レギュラーカード 仮面ライダー電王ガンフォーム 『仮面ライダー電王』
398 レギュラーカード 蝙蝠男 『仮面ライダー』
399 キラカード 仮面ライダーブレイドの特徴 『仮面ライダー剣（ブレイド）』
400 レギュラーカード モスキラス 『仮面ライダー』
401 レギュラーカード ヘビ獣人 『仮面ライダーアマゾン』
402 必殺技カード グランドストライク 『仮面ライダー電王』
403 ライダーマシンカード トライチェイサー2000（ＴＲＣＳ-2000） 『仮面ライダークウガ』
404 レギュラーカード 仮面ライダー電王ソードフォームｖｓバットイマジン 『仮面ライダー電王』
405 イラストカード 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ』イメージイラスト 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ』
406 レギュラーカード 百目婆ァ 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ』
407 レギュラーカード 仮面ライダークウガｖｓズ・ザイン・ダ 『仮面ライダークウガ』
408 キラカード 仮面ライダー龍騎の特徴 『仮面ライダー龍騎』
409 レギュラーカード ヘビ女 『仮面ライダーストロンガー』
410 レギュラーカード 仮面ライダーＸｖｓアリカポネ 『仮面ライダーＸ』
411 キラカード 仮面ライダー２号の特徴 『仮面ライダー』
412 レギュラーカード 仮面ライダー威吹鬼ｖｓ東雲のオオナマズの胃袋 『仮面ライダー響鬼』
413 レギュラーカード 仮面ライダーＶ３ 『仮面ライダーTHE ＮＥＸＴ』
414 レギュラーカード 蜘蛛男 『仮面ライダー』
415 レギュラーカード フォルミカアルビュスワーム 『仮面ライダーカブト』
416 レギュラーカード 仮面ライダーコーカサスｖｓ仮面ライダーヘラクス 『仮面ライダーカブト』（劇場版）
417 レギュラーカード 仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸｖｓムサラビサラ 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ』
418 キラカード 仮面ライダーダークカブト ライダーフォームの特徴 『仮面ライダーカブト』
419 素顔の戦士カード 本郷　猛 『仮面ライダー』
420 ライダーマシンカード ガタックエクステンダー マスクドモード 『仮面ライダーカブト』
421 ライダーマシンカード ヘルダイバー 『仮面ライダーＺＸ』
422 キラカード 仮面ライダー１号の特徴 『仮面ライダー』
423 レギュラーカード トータスロード 『仮面ライダーアギト』
424 レギュラーカード 大怪人バラオム 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ』
425 レギュラーカード 仮面ライダー電王ウイングフォーム 『仮面ライダー電王』
426 レギュラーカード ギロチンザウルス 『仮面ライダーＶ３』
427 レギュラーカード 仮面ライダー龍騎ｖｓ仮面ライダーシザース 『仮面ライダー龍騎』
428 レギュラーカード 仮面ライダーＶ３ｖｓドクロイノシシ 『仮面ライダーＶ３』
429 悪の大幹部カード ヨロイ元帥 『仮面ライダーＶ３』
430 レギュラーカード 鉄腕アトラス 『仮面ライダーＸ』
431 素顔の戦士カード 一文字隼人 『仮面ライダー』
432 レギュラーカード 仮面ライダー電王ガンフォームｖｓ仮面ライダーゼロノス アルタイルフォー『仮面ライダー電王』
433 キラカード 仮面ライダーゼロノスベガフォームの特徴 『仮面ライダー電王』
434 レギュラーカード 仮面ライダー２号（旧）ｖｓ狼男 『仮面ライダー』
435 キラカード 仮面ライダーナイトサバイブの特徴 『仮面ライダー龍騎』
436 レギュラーカード シザーズジャガー 『仮面ライダーTHE ＮＥＸＴ』
437 イラストカード 変身！ 仮面ライダーＢＬＡＣＫ 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ』
438 レギュラーカード 仮面ライダーストロンガーｖｓ岩石男爵 『仮面ライダーストロンガー』
439 レギュラーカード 仮面ライダー朱鬼 『仮面ライダー響鬼』
440 レギュラーカード メドウサ 『仮面ライダーＸ』
441 ライダーマシンカード マシンデンバード 『仮面ライダー電王』
442 レギュラーカード 仮面ライダーＢＬＡＣＫｖｓトカゲ怪人 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ』
443 レギュラーカード シアゴースト 『仮面ライダー龍騎』
444 悪の大幹部カード ジェネラルシャドウ 『仮面ライダーストロンガー』
445 キラカード 電波人間タックルの特徴 『仮面ライダーストロンガー』
446 レギュラーカード ハンミョウ獣人 『仮面ライダーアマゾン』
447 レギュラーカード 仮面ライダースーパー１ｖｓコマサンダー 『仮面ライダースーパー１』

カルビー（株）
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448 悪の大幹部カード 十面鬼ゴルゴス 『仮面ライダーアマゾン』
449 レギュラーカード クジラ怪人 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ』
450 必殺技カード ギルスヒールクロウ 『仮面ライダーアギト』
451 イラストカード 変身！ 仮面ライダーＶ３ 『仮面ライダーＶ３』
452 レギュラーカード 仮面ライダーレンゲル 『仮面ライダー剣（ブレイド）』
453 キラカード ウルフオルフェノク 『仮面ライダー555（ファイズ）』
454 素顔の戦士カード 桜井侑斗 『仮面ライダー電王』
455 レギュラーカード 仮面ライダーアギト トリニティフォームｖｓクロウロード 『仮面ライダーアギト』
456 悪の大幹部カード キングダーク 『仮面ライダーＸ』
457 レギュラーカード 仮面ライダー龍騎 ブランク体 『仮面ライダー龍騎』
458 レギュラーカード ウルフイマジン 『仮面ライダー電王』
459 レギュラーカード 仮面ライダーストロンガー＆電波人間タックルｖｓドクターケイト 『仮面ライダーストロンガー』
460 レギュラーカード キャマラスワーム 『仮面ライダーカブト』
461 必殺技カード ロープアーム 『仮面ライダーＶ３』
462 キラカード 仮面ライダーファムの特徴 『仮面ライダー龍騎』
463 レギュラーカード ジンギスカンコンドル 『仮面ライダーＸ』
464 イラストカード 『仮面ライダー［新］』イメージイラスト 『仮面ライダー（スカイライダー）』
465 レギュラーカード 仮面ライダードレイク マスクドフォーム 『仮面ライダーカブト』
466 キラカード 仮面ライダー電王ソードフォームの特徴 『仮面ライダー電王』
467 レギュラーカード 仮面ライダーカイザｖｓ仮面ライダーサイガ 『仮面ライダー555（ファイズ）』（劇場版
468 レギュラーカード バショウガン 『仮面ライダーＶ３』
469 ライダーマシンカード ダークレイダー バイクモード 『仮面ライダー龍騎』
470 レギュラーカード バットイマジン 『仮面ライダー電王』
471 キラカード モモタロス 『仮面ライダー電王』
472 レギュラーカード エイドクガー 『仮面ライダー』
473 レギュラーカード ハンマークラゲ 『仮面ライダーＶ３』
474 キラカード タイホウバッファロー 『仮面ライダーＶ３』（劇場版）
475 レギュラーカード 仮面ライダーＶ３ｖｓナイフアルマジロ 『仮面ライダーＶ３』
476 悪の大幹部カード ドクトルＧ 『仮面ライダーＶ３』
477 レギュラーカード 仮面ライダーライア 『仮面ライダー龍騎』
478 レギュラーカード 仮面ライダーＸｖｓマッハアキレス 『仮面ライダーＸ』
479 レギュラーカード 仮面ライダー裁鬼vs鬼の鎧 『仮面ライダー響鬼』
480 レギュラーカード 毒トカゲ男 『仮面ライダー』
481 レギュラーカード 仮面ライダーＺＸｖｓトカゲロイド 『仮面ライダーＺＸ』
482 レギュラーカード ガイナギスカン 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ』
483 イラストカード ライダーマンイメージイラスト 『仮面ライダーＶ３』
484 キラカード ガラガランダ 『仮面ライダー』
485 レギュラーカード 仮面ライダーオーガ 『仮面ライダー555（ファイズ）』（劇場版
486 レギュラーカード 仮面ライダー電王ロッドフォーム 『仮面ライダー電王』
487 レギュラーカード カマクビガメ 『仮面ライダーＶ３』
488 悪の大幹部カード 魔神提督 『仮面ライダー（スカイライダー）』
489 レギュラーカード ドクロ少佐 『仮面ライダーストロンガー』
490 レギュラーカード イノカブトン 『仮面ライダー』
491 素顔の戦士カード 南　光太郎 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ』『ＲＸ』
492 必殺技カード ライダーダブルキック 『仮面ライダー』
493 キラカード 黄金ジャガー 『仮面ライダー（スカイライダー）』
494 悪の大幹部カード 大神官ダロム、バラオム、ビシュム 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ』
495 レギュラーカード 仮面ライダーＢＬＡＣＫｖｓクワゴ怪人 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ』
496 キラカード 仮面ライダー響鬼の特徴 『仮面ライダー響鬼』
497 ライダーマシンカード 新サイクロン号 『仮面ライダー』
498 必殺技カード エクストリームスラッシュ 『仮面ライダー電王』
499 イラストカード 変身！ 仮面ライダー２号 『仮面ライダー』
500 レギュラーカード 仮面ライダーファイズ アクセルフォームvsロブスターオルフェノク 『仮面ライダー555（ファイズ）』
501 レギュラーカード ドクガンダー（成虫） 『仮面ライダー』
502 レギュラーカード クラゲウルフ 『仮面ライダー』
503 キラカード 仮面ライダーカブト ライダーフォームの特徴 『仮面ライダーカブト』
504 レギュラーカード 仮面ライダー電王アックスフォームｖｓライノイマジン 『仮面ライダー電王』

カルビー（株）


