●国家アイコンの有無に関わらず、使用可能なカード一覧
（2017年10月19日時点）
ブラスター・ブレード（PR/0001は除く）
ドラゴニック・オーバーロード（BT15/004,BT15/S04は除く）
まぁるがる
タイダル・アサルト
パンジーの銃士 シルヴィア
テーピング・キャット
宝鏡の女神 オオヒルメ
CEO アマテラス
期待の新星 トロワ
トップアイドル リヴィエール
騎士王の先導者 エゼル
騎士王 アルフレッド
真・究極次元ロボ グレートダイカイザー
究極次元ロボ グレートダイユーシャ
アモンの主謀者 アスタロト
魔界侯爵 アモン
媚態のサキュバス
遮光の星輝兵 サルファー
獄門の星輝兵 パラジウム
Duo ステージストーム イオリ
バミューダ△候補生 シズク
着ぐるみアイドル アルク
オーロラスター コーラル
灰塵の異能者 ハダル
砂塵の異能者 イザヤ
切開の守護天使 マルキダエル
投薬の守護天使 アスモデル
マシニング・タランチュラ mkⅡ
マシニング・ホーネット mkⅡ
並列する根絶者 ゼヰール
閃光の盾 イゾルデ
剪断する根絶者 ヱヴォ
並列する根絶者 ゲヰール
略奪する根絶者 ガノヱク
突貫する根絶者 ヰギー
貪り喰う根絶者 ジェヰル
心酔する根絶者 グヰム
遊泳する根絶者 ニヱ
搾取する根絶者 ヰド
多足の根絶者 ヲロロン
責苛む根絶者 ゴヲト
エッグ・ジャグラー
ポイゾン・ジャグラー
ナイトメアドール ありす
パープル・トラピージスト
純真の宝石騎士 アシュレイ
砲撃竜 スレッジアンキロ
指揮官 ゲイリー・ギャノン
黒翼のソードブレイカー
ドラゴニック・バーンアウト
キング・サーペント
タンポポの銃士 ミルッカ
荒海のバンシー
不死竜 スカルドラゴン
海中散歩のバンシー
スケルトンの切り込み隊長

ルイン・シェイド
撃退者 ファントム・ブラスター “Abyss”
ブラスター・ダーク・撃退者 “Abyss”
ブラスター・ダーク
バーニングホーン・ドラゴン
サンクチュアリガード・ドラゴン
ミスリルの召喚術士
希望の剣 リシャール
変革の騎士 ラディナス
始まりの伝説 アンブロシウス
幸運の運び手 エポナ
世界樹の巫女 エレイン
ロゼンジ・メイガス
サニースマイル・エンジェル
暗黒医術の撃退者
なっぷがる・解放者
大鍋の魔女 ローリエ
忍妖 ザシキヒメ
忍妖 ユキヒメ
蠱毒の抹消者 セイオウボ
獣神 レスキューバニー
回想の星輝兵 テルル
アモンの眷族 ヘルズ・トリック
銀の茨のお手玉師 ナディア
PRISM-M ティモール
蒼嵐兵 キッチン・セイラー
ハイビスカスの銃士 ハンナ
ドラゴニック・ガイアース
ドリーン・ザ・スラスター
ハートフルエール ファンディ
忍妖 レイクダイバー
忍獣 キャットデビル
マシニング・スターグビートル
ぐるぐるダックビル
カスタネット・ドンキー
静かなる賢者 シャロン
宝石騎士 ノーブル・スティンガー
バトルシスター じんじゃー
懲罰の守護天使 シェミハザ
撃退者 エアレイド・ドラゴン
希望の解放者 エポナ
遠見の神器 クリア・エンジェル
封竜 ビエラ
忍獣 トビヒコ
古代竜の炎術巫女
狐使い イヅナ
抹消者 イエロージェム・カーバンクル
ミニマムライザー
星輝兵 ヴァイス・ゾルダート
ソニック・ブレイカー
アモンの眷族 クルーエル・ハンド
銀の茨 バーキング・ドラゴン
お化けのじみー
Duo 気高き冠 マデイラ
Duo 気高き冠 マデイラ
蒼嵐兵 ミサイル・トルーパー
マシニング・スコルピオ
ホルダー・ヘッジホッグ
月下美人の銃士 ダニエル

黒翼のソードブレイカー
悪夢の国のダークナイト
ストームブリング・ドラゴン
ミリオンレイ・ペガサス
サウザンドレイ・ペガサス
サイレンス・ジョーカー
戦場の歌姫 マリカ
撃退者 レイジングフォーム・ドラゴン
抹消者 ドラゴニック・ディセンダント
蒼嵐覇竜 グローリー・メイルストローム
ストームブリング・ドラゴン
ブラスター・ブレード・スピリット
鈴蘭の銃士 カイヴァント
ウォータリング・エルフ
コマンダーローレル
バトルシスター てぃらみす
フィーバーセラピー・ナース
蒼穹のファルコンナイト
吉凶の神器 ロット・エンジェル
ガトリングクロー・ドラゴン
忍妖 ワラシベヒメ
砲撃竜 スレッジアンキロ
忍妖 ロクロレディ
抹消者 ブルージェム・カーバンクル
獣神 バンパウロス
次元ロボ ダイクレーン
衝撃の星輝兵 ジスプロシウム
チアガール ポーリーン
ヒステリック・シャーリー
レインボー・マジシャン
悲しき銃声 ナイトフレア
蓮の銃士 リアナ
サイキック・バード
超次元ロボ ダイカイザー
次元ロボ カイザーグレーダー
特別名誉博士 シャノアール
古代竜 ディノダイル
忍妖 ダートスパイダー
レッド・ライトニング
狼牙の解放者 ガルモール
ギャラクシー・ブラウクリューガー
ブラウ･ドゥンケルハイト
スカイハイ・ウォーカー
リザードソルジャー コンロー
クリティカルヒット・エンジェル
戦巫女 ククリヒメ
魔竜導師 ラクシャ
ブラックキャノン・タイガー
毒心のジン
次元ロボ ダイバトルス
星輝兵 パラダイムシフト・ドラゴン
スーパーソニック・セイラー
ルーラー・カメレオン
沈黙の騎士 ギャラティン
封竜 アートピケ
嵐の忍鬼 フウキ
Duo いいコト日記 シェリル
トップアイドル パシフィカ
エターナルアイドル パシフィカ

プラネットアイドル パシフィカ
シャングリラスター コーラル
オーロラスター コーラル
シャイニースター コーラル
フレッシュスター コーラル
エンジェリックスター コーラル
ベルベットボイス レインディア
トップアイドル リヴィエール
スーパーアイドル リヴィエール
マーメイドアイドル リヴィエール
バミューダ△候補生 リヴィエール
Duo 魅惑の瞳 リィト
PR♥ISM-Duo アリア
忍竜 ドレッドマスター
2017年10月20日より使用可能
星輝兵 カオスブレイカー・ドラゴン
星輝兵 コロニーメイカー

※「ファントム・ブラスター・ドラゴン」は、G-BT03/001,G-BT04/SR03のみ使用可能です。
BT04/001、BT04/S01、FC01/S04は使用不可です。
※「蒼嵐竜 メイルストローム」はG-CB02/004,G-CB02/S02のみ使用可能です。
BT08/005,BT08/S05は使用不可です。
※「銀の茨の竜使い ルキエ」は、G-CHB03/008、G-CHB03/S05」のみ使用可能です。
BT07/004、BT07/S04は使用不可です。

