「VR再版プロテクト措置」対象カード一覧
初収録時のカード番号

カード名

初収録時のカード番号

カード名

V-BT01/001

騎士王 アルフレッド

V-BT06/005

銀の茨の竜使い ルキエ

V-BT01/002

インペリアル・ドーター

V-EB09/001

轟剣竜 アンガーブレーダー

V-BT01/003

ドラゴニック・ウォーターフォウル

V-EB09/002

デッドヒート・ブルスパイク

V-BT01/004

パーフェクトライザー

V-EB09/003

真魔銃鬼 ガンニングコレオ

V-EB01/001

餓竜 ギガレックス

V-BT07/001

星辰の癒し手 エルゴディエル

V-EB01/002

将軍 ザイフリート

V-BT07/002

震天竜 アストライオス・ドラゴン

V-EB01/003

マシニング・スパークヘラクレス

V-BT07/003

妖魔忍竜・暁 ハンゾウ

V-EB02/001

究極次元ロボ グレートダイユーシャ

V-BT07/004

闘拳竜 ゴッドハンド・ドラゴン

V-EB02/002

魔の海域の王 バスカーク

V-EB10/001

憤怒の騎士 アグラヴェイル

V-EB02/003

蒼嵐竜 メイルストローム

V-EB10/002

黒影の大賢聖 イザベル

V-BT02/001

ファントム・ブラスター・ドラゴン

V-EB10/003

アルボロス・ドラゴン “聖樹”

V-BT02/002

決闘龍 ZANBAKU

V-EB11/002

オーロラスター コーラル

V-BT02/003

ノーライフキング デスアンカー

V-EB11/003

トップアイドル パシフィカ

V-BT02/004

ゴールデン・ビーストテイマー

V-EB11/004

トップアイドル リヴィエール

V-MB01/001

エクスカルペイト・ザ・ブラスター

V-EB12/001

クラレットソード・ドラゴン

V-MB01/002

超越龍 ドラゴニック・ヌーベルバーグ

V-EB12/002

ドラゴニック・ヴァンキッシャー

V-EB03/001

団結の守護天使 ザラキエル

V-EB12/003

終末の切り札 レヴォン

V-EB03/002

灼熱の獅子 ブロンドエイゼル

V-EB13/001

特装天機 マルクトメレク

V-EB03/003

白百合の銃士 セシリア

V-EB13/002

創天光神 ウラヌス

V-EB04/001

神託の女王 ヒミコ

V-EB13/003

クロノタイガー・リベリオン

V-EB04/002

時空竜 ミステリーフレア・ドラゴン

V-EB14/001

飛天の聖騎士 アルトマイル

V-EB04/003

学園の狩人 レオパルド

V-EB14/002

クロノドラゴン・ネクステージ

V-BT03/001

モナークサンクチュアリ・アルフレッド

V-EB14/003

夢紡ぐラナンキュラス アーシャ

V-BT03/002

ペンタゴナル・メイガス

V-BT08/001

オルターエゴ・メサイア

V-BT03/003

レーブンヘアードエイゼル

V-BT08/002

ドラゴニック・オーバーロード “The X”

V-BT03/004

隠密魔竜 マガツストーム

V-BT08/003

ドラゴニック・ブレードマスター “双焔”

V-BT03/005

デトニクス・ドリルドラゴン

V-BT08/004

覇天戦神 スサノオ

V-BT04/001

ガスト・ブラスター・ドラゴン

V-BT08/005

大宇宙勇機 グランギャロップ

V-BT04/002

決闘龍王 ZANGEKI

V-TB01/001

キラキラなステージ 戸山 香澄

V-BT04/003

波動する根絶者 グレイドール

V-TB01/002

大切な仲間達 美竹 蘭

V-BT04/004

仮面の王 ダンタリアン

V-TB01/003

積み重ねた想い 丸山 彩

V-BT04/005

祝砲竜 エンド・オブ・ステージ

V-TB01/004

青薔薇の歌姫 湊 友希那

V-EB05/001

カラフル・パストラーレ ソナタ

V-TB01/005

オンステージ！ 弦巻 こころ

V-EB05/002

カラフル・パストラーレ カノン

V-BT09/001

仮面の奇術師 ハリー

V-EB05/003

カラフル・パストラーレ セレナ

V-BT09/002

夜霧の吸血姫 ナイトローゼ

V-EB05/004

カラフル・パストラーレ フィナ

V-BT09/003

看破の忍鬼 ヤスイエ

V-EB05/005

カラフル・パストラーレ キャロ

V-BT09/004

シャルハロート・ヴァンピーア

V-EB05/006

トップスター チェル

V-BT09/005

銀の茨の竜女皇 ヴィーナス・ルキエ

V-EB06/001

メサイアニック・ロード・ブラスター

V-BT10/001

覚醒を待つ竜 ルアード

V-EB06/002

ドラゴニック・オーバーロード・ザ・グレート

V-BT10/002

ファントム・ブラスター・オーバーロード

V-EB06/003

獣神 アズール・ドラゴン

V-BT10/003

帝竜 ガイアエンペラー

V-EB06/004

遊星骸神 ブラントリンガー

V-BT10/004

逸材 ライジング・ノヴァ

V-EB07/001

ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド

V-BT10/005

百害女王 ダークフェイス・グレドーラ

V-EB07/002

スピニング・ヴァリアント

V-BT11/001

天羅水将 ランブロス

V-EB07/003

ハーモニクス・メサイア

V-BT11/002

魔忍竜 シラヌイ “朧”

V-EB08/001

超次元ロボ ダイライナー

V-BT11/003

メッチャバトラー ビクトール

V-EB08/002

氷獄の死霊術師 コキュートス

V-BT11/004

黒漆の聖賢師 イザベル

V-EB08/003

蒼嵐覇竜 グローリー・メイルストローム

V-BT11/005

名物博士 ビッグベリー

V-BT05/001

孤高の騎士 ガンスロッド

V-BT12/001

黒衣の戦慄 ガウリール

V-BT05/002

満月の女神 ツクヨミ

V-BT12/002

旭光の騎士 グルグウィント

V-BT05/003

光輝の獅子 プラチナエイゼル

V-BT12/003

聖天竜 エオスアネシス・ドラゴン

V-BT05/004

修羅忍竜 ジャミョウコンゴウ

V-BT12/004

神界獣 フェンリル

V-BT05/005

抹消者 ガントレッドバスター・ドラゴン

V-BT12/005

ドラゴニック・ヴァンキッシャー“FULLBRONTO”

V-BT06/001

幽幻の撃退者 モルドレッド・ファントム

V-EB15/002

スターonステージ プロン

V-BT06/002

虚空の撃退者 マスカレード

V-EB15/003

みんなが大好き ルピナ

V-BT06/003

侍大将 HYU-GA

V-EB15/004

パーフェクトパフォーマンス アンジュ

V-BT06/004

深魔幻皇 ブルブファス

V-EB15/005

PR♥ISM-I ヴェール

