
No.667～837 全171枚

カードNo. カテゴリー カードタイトル 作品名

）版場劇（』）ドイレブ（剣ーダイラ面仮『ブイレグーダイラ面仮ドーカーラュギレ766

668 素顔の戦士カード 加賀美　新 『仮面ライダーカブト』

669 レギュラーカード ロボライダー 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ』

』）ーダイライカス（ーダイラ面仮『ーダイライカスせにｓｖーダイライカスドーカーラュギレ076

671 レギュラーカード ノコギリトカゲ 『仮面ライダーＶ３』

）版場劇（』）ドイレブ（剣ーダイラ面仮『ブイレグーダイラ面仮ｓｖドイレブーダイラ面仮ドーカーラュギレ276

』ーガンロトスーダイラ面仮『員闘戦ンタサクッラブドーカ員闘戦376

674 レギュラーカード ナマズギラー 『仮面ライダー』

675 レギュラーカード 仮面ライダーカブト＆ガタック＆キックホッパーｖｓカッシスワーム グラディウス 『仮面ライダーカブト』

676 レギュラーカード 地のエル 『仮面ライダーアギト』

）版場劇（』トブカーダイラ面仮『スロタケーダイラ面仮ドーカーラュギレ776

』555ーダイラ面仮『ドーモルクービ ーャシッバドイサドーカンシマーダイラ876

679 レギュラーカード ガマ獣人 『仮面ライダーアマゾン』

680 レギュラーカード キクロプス 『仮面ライダーＸ』

』ＫＣＡＬＢーダイラ面仮『人怪ンテボサドーカーラュギレ186

』ーダイラ面仮『ラーリギｓｖ号１ーダイラ面仮ドーカーラュギレ286

）版場劇（』鬼響ーダイラ面仮『鬼凍ーダイラ面仮ドーカーラュギレ386

684 悪の軍団カード ショッカー 『仮面ライダー』

685 レギュラーカード サイコローグ 『仮面ライダー龍騎』

686 レギュラーカード リュウタロス 『仮面ライダー電王』

687 レギュラーカード ゴ・ガメゴ・レ 『仮面ライダークウガ』

』トギアーダイラ面仮『ルエの水ｓｖトギアーダイラ面仮ドーカーラュギレ886

689 戦闘員カード チャップ 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ』

』）ーダイライカス（ーダイラ面仮『ンジンモクｓｖーダイライカスドーカーラュギレ096

』バキーダイラ面仮『ムーォフルルガ バキーダイラ面仮ドーカーラュギレ196

』ＫＣＡＬＢーダイラ面仮『ータクセドーロドーカンシマーダイラ296

』王電ーダイラ面仮『団軍ンジマイsvムーォフンガ王電ーダイラ面仮ドーカーラュギレ396

694 レギュラーカード トカゲロン 『仮面ライダー』

』ガウクーダイラ面仮『バ・ルザザ・ゴｓｖガウクーダイラ面仮ドーカーラュギレ596

』Ｘーダイラ面仮『ヒキウヨデカムドーカーラュギレ696

』ＫＣＡＬＢーダイラ面仮『ムゴルゴ社結黒暗ドーカ団軍の悪796

』）ドイレブ（剣ーダイラ面仮『）一賢枝村：絵（ドイレブーダイラ面仮 ！場登ドーカトスライ896

』555ーダイラ面仮『クノェフルオトーゴドーカーラュギレ996

700 レギュラーカード 火炎コンドル 『仮面ライダーＶ３』

』ーガンロトスーダイラ面仮『カイキレエ人械奇ドーカーラュギレ107

』ーガンロトスーダイラ面仮『佐少ロクドｓｖーガンロトスーダイラ面仮ドーカーラュギレ207

703 レギュラーカード 鬼の鎧 『仮面ライダー響鬼』

』バキーダイラ面仮『ムーォフバキ バキーダイラ面仮ドーカーラュギレ407

』ーダイラ面仮『スデメキリアｓｖ）旧（号２ーダイラ面仮ドーカーラュギレ507

706 素顔の戦士カード 葦原　涼 『仮面ライダーアギト』

707 レギュラーカード 仮面ライダー電王ライナーフォーム＆ダブルゼロノスｖｓアルビノレオイマジン 『仮面ライダー電王』

』ＸＲ ＫＣＡＬＢーダイラ面仮『ルキマカナイガドーカーラュギレ807

709 レギュラーカード 仮面ライダーカイザvsドラゴンオルフェノク＆センチピードオルフェノク＆ロブスターオルフェノク 『仮面ライダー555』

』ーダイラ面仮『員闘戦ーカッョシドーカ員闘戦017

』騎龍ーダイラ面仮『ブィテナタルオドーカーラュギレ117

』）ドイレブ（剣ーダイラ面仮『ドッデンアンーコリプカドーカーラュギレ217

）版場劇（』）ドイレブ（剣ーダイラ面仮『団軍ドッデンアsvクルラ・スンラ・ブイレグーダイラ面仮ドーカーラュギレ317

）版場劇（』）ドイレブ（剣ーダイラ面仮『クルラーダイラ面仮ドーカーラュギレ417

715 レギュラーカード サドンダス 『仮面ライダー（スカイライダー）』（劇場版）

』ＸＲ ＫＣＡＬＢーダイラ面仮『ンテルュキルュキｓｖＸＲ ＫＣＡＬＢーダイラ面仮ドーカーラュギレ617

717 素顔の戦士カード ザンキ 『仮面ライダー響鬼』

』ガウクーダイラ面仮『ムーォフンタイタ ガウクーダイラ面仮ドーカーラュギレ817

』ＸＲ ＫＣＡＬＢーダイラ面仮『ーバャジクッマドーカンシマーダイラ917

』１ーパースーダイラ面仮『ガンリョジマｓｖ１ーパースーダイラ面仮ドーカーラュギレ027

』騎龍ーダイラ面仮『ガイタｓｖーラペンイーダイラ面仮ドーカーラュギレ127

722 悪の軍団カード ＧＯＤ機関 『仮面ライダーＸ』

723 レギュラーカード メ・ビラン・ギ

724 イラストカード 変身！ 仮面ライダーストロンガー（絵：村枝賢一）

725 ライダーマシンカード マシンゼクトロン

『仮面ライダークウガ』

『仮面ライダーストロンガー』

『仮面ライダーカブト』

カルビー（株）
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カードNo. カテゴリー カードタイトル 作品名

726 レギュラーカード ボルキャンサー 『仮面ライダー龍騎』

727 レギュラーカード ジーク 『仮面ライダー電王』

728 レギュラーカード 仮面ライダーイクサ バーストモード 『仮面ライダーキバ』

729 戦闘員カード ゲルショッカー戦闘員 『仮面ライダー』

730 レギュラーカード 仮面ライダーミニ電王 『仮面ライダー電王』（劇場版）

731 レギュラーカード 仮面ライダーシザース 『仮面ライダー龍騎』

732 ライダーマシンカード テントロー 『仮面ライダーストロンガー』

733 レギュラーカード カイザーグロウ 『仮面ライダースーパー１』

734 レギュラーカード 仮面ライダーキバvsモスファンガイア 『仮面ライダーキバ』

735 レギュラーカード 仮面ライダーＸｖｓヒュドラー 『仮面ライダーＸ』

736 レギュラーカード ドルフィンオルフェノク 『仮面ライダー555』

737 悪の軍団カード ネオショッカー 『仮面ライダー（スカイライダー）』

738 レギュラーカード 仮面ライダーアマゾンｖｓモモンガー獣人 『仮面ライダーアマゾン』

739 レギュラーカード 仮面ライダードレイク ライダーフォーム 『仮面ライダーカブト』

740 ライダーマシンカード ダークホッパー 『仮面ライダーアギト』

741 レギュラーカード 磁石団長 『仮面ライダーストロンガー』

742 レギュラーカード 仮面ライダーランス 『仮面ライダー剣（ブレイド）』（劇場版）

743 レギュラーカード アマゾニア 『仮面ライダー』

744 イラストカード チャージアップ！ 仮面ライダーストロンガー（絵：村枝賢一） 『仮面ライダーストロンガー』

745 レギュラーカード 仮面ライダーオーディン 『仮面ライダー龍騎』

746 レギュラーカード 仮面ライダーＶ３ｖｓ再生ショッカー怪人 『仮面ライダーＶ３』

747 レギュラーカード 仮面ライダーサソードvsキックホッパー＆パンチホッパー 『仮面ライダーカブト』

748 素顔の戦士カード 紅　渡 『仮面ライダーキバ』

749 レギュラーカード ヒルカメレオン 『仮面ライダー』

750 レギュラーカード 仮面ライダーＧ３－Ｘ 『仮面ライダーアギト』

751 戦闘員カード 赤ジューシャ＆黒ジューシャ 『仮面ライダーアマゾン』

752 レギュラーカード ヤモゲラス 『仮面ライダー』

753 素顔の戦士カード 結城丈二 『仮面ライダーＶ３』

754 レギュラーカード 仮面ライダー弾鬼 『仮面ライダー響鬼』

755 レギュラーカード ヒトツミ 『仮面ライダー響鬼』（劇場版）

756 レギュラーカード イソギンチャック 『仮面ライダー』

757 レギュラーカード 仮面ライダーミニ電王ｖｓ真田忍群 『仮面ライダー電王』（劇場版）

758 悪の軍団カード デストロン 『仮面ライダーＶ３』

759 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デスイマジン 『仮面ライダー電王』

760 イラストカード 登場！ 仮面ライダー響鬼（絵：村枝賢一） 『仮面ライダー響鬼』

761 レギュラーカード 仮面ライダードレイクｖｓウカワーム 『仮面ライダーカブト』

762 レギュラーカード アルマジロオルフェノク 『仮面ライダー555』

763 レギュラーカード 吸血カメレオン 『仮面ライダーＶ３』

764 レギュラーカード 仮面ライダーＺＸ＆仮面ライダーＶ３ｖｓタカロイド 『仮面ライダーＺＸ』

765 ライダーマシンカード グリンクローバー 『仮面ライダー剣（ブレイド）』

766 戦闘員カード ドグマファイター 『仮面ライダースーパー１』

767 レギュラーカード 仮面ライダー歌舞鬼 『仮面ライダー響鬼』（劇場版）

768 レギュラーカード 仮面ライダークウガｖｓゴ・バベル・ダ 『仮面ライダークウガ』

769 素顔の戦士カード アマゾン（山本大介） 『仮面ライダーアマゾン』

770 レギュラーカード マグナギガ 『仮面ライダー龍騎』

771 レギュラーカード 仮面ライダー西鬼 『仮面ライダー響鬼』（劇場版）

772 レギュラーカード ドリルモグラ 『仮面ライダーＶ３』

773 レギュラーカード 仮面ライダーキバvsホースファンガイア 『仮面ライダーキバ』

774 レギュラーカード 仮面ライダーアギト フレイムフォーム 『仮面ライダーアギト』

775 レギュラーカード 仮面ライダー１号（旧）ｖｓ死神カメレオン 『仮面ライダー』

776 レギュラーカード ドロリンゴ 『仮面ライダー（スカイライダー）』

777 素顔の戦士カード 霧島美穂 『仮面ライダー龍騎』（劇場版／特番）

778 レギュラーカード バイオライダーｖｓボスガン 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ』

779 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イマジン軍団 『仮面ライダー電王』

780 レギュラーカード 仮面ライダーファイズ＆カイザｖｓ仮面ライダーデルタ 『仮面ライダー555』

781 イラストカード 登場！ 仮面ライダーファイズ（絵：村枝賢一） 『仮面ライダー555』

782 レギュラーカード ゲドルリドル 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ ＲＸ』

カルビー（株）
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783 レギュラーカード レオイマジン 『仮面ライダー電王』

』鬼響ーダイラ面仮『ンワウの区港sv鬼響甲装ーダイラ面仮ドーカーラュギレ487

785 悪の軍団カード ゲドン 『仮面ライダーアマゾン』

』トギアーダイラ面仮『スルクスマ・スィグンア ドーロクーネスドーカーラュギレ687

』トブカーダイラ面仮『ラプーパ ムーワステンラタドーカーラュギレ787

』ーダイラ面仮『ーガイタデカムドーカーラュギレ887

』ーダイラ面仮『ーャジンデトヒドーカーラュギレ987

790 素顔の戦士カード 草加雅人 『仮面ライダー555（ファイズ）』

791 レギュラーカード トゲアリ獣人 『仮面ライダーアマゾン』

』騎龍ーダイラ面仮『ンィデーオーダイラ面仮ｓｖブイバサトイナーダイラ面仮ドーカーラュギレ297

』騎龍ーダイラ面仮『ーダーロコイサドーカンシマーダイラ397

』３Ｖーダイラ面仮『ウトンテマガリサク＆ミズネーレプスｓｖ３Ｖーダイラ面仮ドーカーラュギレ497

』騎龍ーダイラ面仮『ダルゾーダイラ面仮ドーカーラュギレ597

』３Ｖーダイラ面仮『）るつみやがす：絵（クーネスンガンシマｓｖ３Ｖーダイラ面仮ドーカトスライ697

』ーダイラ面仮『ーガャジンギソイドーカーラュギレ797

』３Ｖーダイラ面仮『員闘戦ンロトスデドーカ員闘戦897

』３Ｖーダイラ面仮『クーャシルケッピｓｖ３Ｖーダイラ面仮ドーカーラュギレ997

』ＫＣＡＬＢーダイラ面仮『人怪メザノツｓｖＫＣＡＬＢーダイラ面仮ドーカーラュギレ008

801 レギュラーカード サボテグロン 『仮面ライダー』

』Ｘーダイラ面仮『Ｘーダイラ面仮せにｓｖＸーダイラ面仮ドーカーラュギレ208

』ンゾマアーダイラ面仮『）一賢枝村：絵（ンゾマアーダイラ面仮 ！身変ドーカトスライ308

804 レギュラーカード イワガメ怪人 『仮面ライダーＢＬＡＣＫ』

』ーガンロトスーダイラ面仮『ンタイタ目百svルクッタ間人波電ドーカーラュギレ508

』ーダイラ面仮『世Ⅲ・世Ⅱ・世Ⅰンゴラドーシドーカーラュギレ608

』）ドイレブ（剣ーダイラ面仮『ドッデンアクッコーピドーカーラュギレ708

808 素顔の戦士カード 北岡秀一 『仮面ライダー龍騎』

』ガウクーダイラ面仮『ィテイマグンジイラ ガウクーダイラ面仮ドーカーラュギレ908

810 レギュラーカード ムカデンジン 『仮面ライダー（スカイライダー）』

811 レギュラーカード ドクガロイド 『仮面ライダーＺＸ』

812 戦闘員カード アリコマンド 『仮面ライダー（スカイライダー）』

813 レギュラーカード 仮面ライダーサ ーダイラ面仮『ガイ ５５５（ファイズ）』（劇場版）

』ガウクーダイラ面仮『）0002-SCTB（0002ーサイェチトービドーカンシマーダイラ418

』鬼響ーダイラ面仮『コネケバの林館sv鬼斬ーダイラ面仮ドーカーラュギレ518

』ＸＲ ＫＣＡＬＢーダイラ面仮『国帝スシイラクドーカ団軍の悪618

』鬼響ーダイラ面仮『鬼裁ーダイラ面仮ドーカーラュギレ718

』トブカーダイラ面仮『ムーォフドクスマ クッタガーダイラ面仮ドーカーラュギレ818

』ーダイラ面仮『）るつみやがす：絵（リモヤコネsvーダイラ面仮ドーカトスライ918

』１ーパースーダイラ面仮『クーネスンタサドーカーラュギレ028

』トギアーダイラ面仮『ラトスニシ・オリテス ドーロドーザリsvトギアーザナアドーカーラュギレ128

』バキーダイラ面仮『ムーォフーャシッバ バキーダイラ面仮ドーカーラュギレ228

823 レギュラーカード 秩父のカッパ 『仮面ライダー響鬼』

』ンゾマアーダイラ面仮『人獣モクｓｖンゾマアーダイラ面仮ドーカーラュギレ428

』ーダイラ面仮『ーカッョシルゲドーカ団軍の悪528

』トブカーダイラ面仮『ムーワスラリグドーカーラュギレ628

』バキーダイラ面仮『アイガンァフスーホドーカーラュギレ728

828 レギュラーカード ジョーカー 『仮面ライダー剣（ブレイド）』

』バキーダイラ面仮『アイガンァフスモsvムーォフルルガ バキーダイラ面仮ドーカーラュギレ928

』ーガンロトスーダイラ面仮『団軍ーザルデドーカ団軍の悪038

』王電ーダイラ面仮『スロタラウsvスロタモモドーカーラュギレ138

832 レギュラーカード カブトロング 『仮面ライダー』

』１ーパースーダイラ面仮『グンキレメカｓｖ１ーパースーダイラ面仮ドーカーラュギレ338

』Ｘーダイラ面仮『員作工闘戦ＤＯＧドーカ員闘戦438

』ーダイラ面仮『ルモウコニガｓｖ号１ーダイラ面仮ドーカーラュギレ538

』ーダイラ面仮『）るつみやがす：絵（団軍人怪生再ーカッョシルゲとーダイラ面仮ドーカトスライ638

』トブカーダイラ面仮『ムーォフーパイハ トブカーダイラ面仮ドーカーラュギレ738

カルビー（株）


