
No.505～666 全162枚

通し番号 カテゴリー 使用キャラクター 登場作品
505 レギュラーカード バーナーコウモリ 『仮面ライダーＶ３』
506 ライダーマシンカード レッドランバス 『仮面ライダー剣（ブレイド）』
507 キラカード サザングロス 『仮面ライダーＺＸ』
508 レギュラーカード ５人ライダーｖｓコウモリフランケン 『仮面ライダーＸ』（劇場版）
509 レギュラーカード ライオトルーパー 『仮面ライダー555（ファイズ）』
510 素顔の戦士カード 神　敬介 『仮面ライダーＸ』
511 レギュラーカード エレキバス 『仮面ライダースーパー１』
512 レギュラーカード 仮面ライダーＶ３ｖｓチェーンソーリザード 『仮面ライダー THE NEXT』
513 レギュラーカード 仮面ライダーレンゲルvsタイガーアンデッド 『仮面ライダー剣（ブレイド）』
514 レギュラーカード クモ奇械人 『仮面ライダーストロンガー』
515 レギュラーカード ダブルライダーｖｓ再生ムカデタイガー 『仮面ライダー』
516 悪の大幹部カード 地獄大使 『仮面ライダー』
517 レギュラーカード ドラゴンフライアンデッド 『仮面ライダー剣（ブレイド）』
518 レギュラーカード 東松山のサトリ 『仮面ライダー響鬼』
519 レギュラーカード ドクガンダー（幼虫） 『仮面ライダー』
520 レギュラーカード キューブリカン 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ』
521 レギュラーカード 仮面ライダータイガvsオルタナティブ・ゼロ 『仮面ライダー龍騎』
522 レギュラーカード ウツボガメス 『仮面ライダー』
523 レギュラーカード 隊長ブランク 『仮面ライダーストロンガー』
524 レギュラーカード 仮面ライダーＶ３ｖｓライダーマン 『仮面ライダーＶ３』
525 悪の大幹部カード 海兵隊長ボスガン 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ』
526 レギュラーカード プラノドン 『仮面ライダー』
527 イラストカード 仮面ライダーと新サイクロン号 『仮面ライダー』
528 レギュラーカード 仮面ライダーＸｖｓヨロイ騎士 『仮面ライダーストロンガー』
529 レギュラーカード ズ・メビオ・ダ 『仮面ライダークウガ』
530 大首領カード ブラックサタン大首領 『仮面ライダーストロンガー』
531 キラカード 京介変身体の特徴 『仮面ライダー響鬼』
532 レギュラーカード カミキリ怪人 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ』
533 ライダーマシンカード ブルーバージョン 『仮面ライダースーパー１』
534 レギュラーカード タランチュラアンデッド 『仮面ライダー剣（ブレイド）』
535 レギュラーカード 仮面ライダー１号ｖｓジャガーマン 『仮面ライダー』
536 レギュラーカード ゲバコンドル 『仮面ライダー』
537 キラカード 仮面ライダーエクシードギルスの特徴 『仮面ライダーアギト』
538 素顔の戦士カード 村雨　良 『仮面ライダーＺＸ』
539 レギュラーカード ワニ獣人 『仮面ライダーアマゾン』
540 キラカード イカデビル 『仮面ライダー』
541 レギュラーカード 仮面ライダークウガ マイティフォームｖｓゴ・ジャラジ・ダ 『仮面ライダークウガ』
542 イラストカード 登場！ 仮面ライダーアギト 『仮面ライダーアギト』
543 レギュラーカード 仮面ライダーゼロノスアルタイルフォーム 『仮面ライダー電王』
544 レギュラーカード バイオライダー 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ』
545 レギュラーカード 仮面ライダー斬鬼 『仮面ライダー響鬼』
546 大首領カード ゲルショッカー首領 『仮面ライダー』
547 レギュラーカード 仮面ライダーアマゾンｖｓ獣人カタツムリ 『仮面ライダーアマゾン』
548 キラカード スコルピオワーム 『仮面ライダーカブト』
549 ライダーマシンカード ガードチェイサー 『仮面ライダーアギト』
550 悪の大幹部カード アポロガイスト（再生） 『仮面ライダーＸ』
551 レギュラーカード トリプロン１号・２号・３号 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ』
552 大首領カード デルザー軍団大首領 『仮面ライダーストロンガー』
553 レギュラーカード アブンガー 『仮面ライダー（スカイライダー）』
554 レギュラーカード 仮面ライダーガイ 『仮面ライダー龍騎』
555 キラカード 仮面ライダーファイズの特徴 『仮面ライダー555（ファイズ）』
556 大首領カード ン・ダグバ・ゼバ 『仮面ライダークウガ』
557 レギュラーカード 仮面ライダー電王ソードフォームｖｓ仮面ライダーガオウ 『仮面ライダー電王』（劇場版）
558 ライダーマシンカード ライダーマンマシーン 『仮面ライダーＶ３』

カルビー（株）
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559 イラストカード 変身！ ライダーマン 『仮面ライダーＶ３』
560 素顔の戦士カード 筑波　洋 『仮面ライダー（スカイライダー）』
561 レギュラーカード 仮面ライダーゼロノスゼロフォームｖｓスネールイマジン 『仮面ライダー電王』
562 イラストカード 大変身！ 仮面ライダーＸ 『仮面ライダーＸ』
563 悪の大幹部カード ゼロ大帝 『仮面ライダーアマゾン』
564 レギュラーカード 仮面ライダー羽撃鬼 『仮面ライダー響鬼』（劇場版）
565 レギュラーカード 仮面ライダーカリスvsセンチピードアンデッド 『仮面ライダー剣（ブレイド）』
566 キラカード 仮面ライダー電王ライナーフォームの特徴 『仮面ライダー電王』
567 レギュラーカード スカイライダーｖｓ仮面ライダーストロンガー 『仮面ライダー（スカイライダー）』
568 ライダーマシンカード 凱火 『仮面ライダー響鬼』
569 レギュラーカード 仮面ライダーＶ３ｖｓクモナポレオン 『仮面ライダーＸ』
570 レギュラーカード ケルベロス 『仮面ライダーＸ』
571 レギュラーカード 仮面ライダーＢＬＡＣＫｖｓコガネムシ怪人 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ』
572 レギュラーカード 仮面ライダー鋭鬼 『仮面ライダー響鬼』
573 キラカード 仮面ライダー王蛇の特徴 『仮面ライダー龍騎』
574 レギュラーカード 仮面ライダーＶ３ｖｓマシーン大元帥 『仮面ライダーストロンガー』
575 レギュラーカード 仮面ライダーアギト ストームフォーム 『仮面ライダーアギト』
576 素顔の戦士カード 沖　一也 『仮面ライダースーパー１』
577 レギュラーカード 仮面ライダー電王ライナーフォームvsレオイマジン 『仮面ライダー電王』
578 レギュラーカード 仮面ライダー轟鬼vs東筑波のヨブコ 『仮面ライダー響鬼』
579 キラカード デネブ 『仮面ライダー電王』
580 レギュラーカード 仮面ライダー555 ブラスターフォームvsオクラオルフェノク 『仮面ライダー555（ファイズ）』
581 レギュラーカード 仮面ライダー電王プラットフォームｖｓカメレオンイマジン 『仮面ライダー電王』
582 素顔の戦士カード 剣崎一真 『仮面ライダー剣（ブレイド）』
583 レギュラーカード V-1システム 『仮面ライダーアギト』
584 レギュラーカード 仮面ライダーヘラクス 『仮面ライダーカブト』（劇場版）
585 大首領カード ゴルゴム創世王 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ』
586 イラストカード 登場！ 仮面ライダークウガ 『仮面ライダークウガ』
587 レギュラーカード スカイライダー＆仮面ライダーＸｖｓトリカブトロン＆黄金ジャガー『仮面ライダー（スカイライダー）』
588 レギュラーカード ギガゼール 『仮面ライダー龍騎』
589 素顔の戦士カード ヒビキ 『仮面ライダー響鬼』
590 レギュラーカード 仮面ライダーカブトｖｓスコルピオワーム 『仮面ライダーカブト』
591 悪の大幹部カード ジャーク将軍 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ』
592 レギュラーカード ３人ライダーｖｓ原始タイガー 『仮面ライダーＶ３』
593 キラカード 死神バッファロー 『仮面ライダースーパー１』
594 レギュラーカード ベルクリケタスワーム 『仮面ライダーカブト』
595 ライダーマシンカード マシンゼロホーン 『仮面ライダー電王』
596 レギュラーカード ワナゲクワガタ 『仮面ライダーＶ３』
597 レギュラーカード ミミズ男 『仮面ライダー』
598 レギュラーカード イモリゲス 『仮面ライダー』
599 レギュラーカード レンズアリ 『仮面ライダーＶ３』
600 レギュラーカード ロボライダーｖｓネックスティッカー 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ』
601 キラカード 仮面ライダーキバ キバフォームの特徴 『仮面ライダーキバ』
602 レギュラーカード 仮面ライダーＺＸ＆仮面ライダースーパー１ｖｓアメンバロイド 『仮面ライダーＺＸ』
603 レギュラーカード オニビビンバ 『仮面ライダースーパー１』
604 イラストカード 登場！ 仮面ライダー龍騎 『仮面ライダー龍騎』
605 レギュラーカード モレクイマジン 『仮面ライダー電王』
606 ライダーマシンカード ライジングビートゴウラム 『仮面ライダークウガ』
607 キラカード ショッカーライダー１号 『仮面ライダー』
608 悪の大幹部カード バラのタトゥの女（ラ・バルバ・デ） 『仮面ライダークウガ』
609 レギュラーカード 蜂女 『仮面ライダー』
610 レギュラーカード 仮面ライダークウガ ライジングドラゴン 『仮面ライダークウガ』
611 レギュラーカード サソランジン 『仮面ライダー（スカイライダー）』
612 レギュラーカード 仮面ライダー２号（旧）ｖｓ仮面ライダー１号（旧） 『仮面ライダー』
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613 レギュラーカード ゼブラロード エクウス・ディエス 『仮面ライダーアギト』
614 イラストカード 仮面ライダーvsイソギンチャック 『仮面ライダー』
615 レギュラーカード ヒトデヒットラー 『仮面ライダーＸ』
616 レギュラーカード スネークオルフェノク 『仮面ライダー555（ファイズ）』
617 素顔の戦士カード 氷川　誠 『仮面ライダーアギト』
618 キラカード ジェノサイダー 『仮面ライダー龍騎』
619 レギュラーカード キンタロス 『仮面ライダー電王』
620 レギュラーカード サーペントアンデッド 『仮面ライダー剣（ブレイド）』
621 ライダーマシンカード ライドロン 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ』
622 レギュラーカード 仮面ライダーザビー マスクドフォーム 『仮面ライダーカブト』
623 レギュラーカード 仮面ライダーキックホッパーｖｓ仮面ライダーパンチホッパー 『仮面ライダーカブト』
624 レギュラーカード 仮面ライダーＶ３ｖｓハサミジャガー 『仮面ライダーＶ３』
625 大首領カード クライシス皇帝 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ』
626 レギュラーカード 仮面ライダーインペラー 『仮面ライダー龍騎』
627 キラカード 仮面ライダーギャレン ジャックフォームの特徴 『仮面ライダー剣（ブレイド）』
628 レギュラーカード 大怪人ダロム 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ』
629 レギュラーカード 仮面ライダー電王プラットフォーム 『仮面ライダー電王』
630 レギュラーカード ゴキブリジン 『仮面ライダー（スカイライダー）』
631 キラカード 仮面ライダーゼロノスゼロフォームの特徴 『仮面ライダー電王』
632 レギュラーカード 仮面ライダー響鬼ｖｓ仮面ライダー歌舞鬼 『仮面ライダー響鬼』
633 レギュラーカード 仮面ライダー１号ｖｓショッカーライダー軍団 『仮面ライダー THE NEXT』
634 素顔の戦士カード 城　茂 『仮面ライダーストロンガー』
635 レギュラーカード 仮面ライダーカイザｖｓオートバジン バトルモード 『仮面ライダー555（ファイズ）』
636 レギュラーカード アルマジロング 『仮面ライダー』
637 大首領カード アークオルフェノク 『仮面ライダー555（ファイズ）』
638 レギュラーカード ウラタロス 『仮面ライダー電王』
639 レギュラーカード 仮面ライダーカブト マスクドフォーム 『仮面ライダーカブト』
640 悪の大幹部カード 諜報参謀マリバロン 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ』
641 キラカード 仮面ライダーＶ３の特徴 『仮面ライダー THE NEXT』
642 イラストカード セッタップ！ 仮面ライダーＸ 『仮面ライダーＸ』
643 ライダーマシンカード マシンキバー 『仮面ライダーキバ』
644 レギュラーカード ネズコンドル 『仮面ライダー』
645 レギュラーカード 仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸｖｓスクライド 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ』
646 悪の大幹部カード ツバサ大僧正 『仮面ライダーＶ３』
647 レギュラーカード アブゴメス 『仮面ライダー』
648 レギュラーカード メタルゲラス 『仮面ライダー龍騎』
649 レギュラーカード 仮面ライダー煌鬼 『仮面ライダー響鬼』（劇場版）
650 レギュラーカード フクロウ獣人 『仮面ライダーアマゾン』
651 キラカード ローズオルフェノク 『仮面ライダー555（ファイズ）』
652 素顔の戦士カード 風見志郎 『仮面ライダーＶ３』
653 レギュラーカード サボテンバット 『仮面ライダー』
654 レギュラーカード オウルオルフェノク 『仮面ライダー555（ファイズ）』
655 レギュラーカード 仮面ライダー１号＆２号ｖｓシザーズジャガー 『仮面ライダー THE NEXT』
656 大首領カード 全能の支配者 『仮面ライダーアマゾン』
657 レギュラーカード 仮面ライダークウガ ペガサスフォーム 『仮面ライダークウガ』
658 レギュラーカード 仮面ライダーＧ３ ＭＩＬＤ 『仮面ライダーアギト』（特番）
659 レギュラーカード イカルス 『仮面ライダーＸ』
660 レギュラーカード コブラ男 『仮面ライダー』
661 大首領カード ネオショッカー大首領 『仮面ライダー（スカイライダー）』
662 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ｖｓマンティスロード 『仮面ライダーアギト』
663 イラストカード 変身！ 仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ』
664 キラカード コウモリフランケン 『仮面ライダーＸ』（劇場版）
665 レギュラーカード 仮面ライダーＢＬＡＣＫｖｓカメレオン怪人 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ』
666 悪の大幹部カード 死神博士 『仮面ライダー』

カルビー（株）


