
男 女 男 女 男 女

ベーシックキャラクターカード
初心者用ズボン
革シューズ

初心者用スカート
革シューズ

ニュービーウェア(男性用)
コンフォートアンクルブーツ

ニュービーウェア（女性用）
コンフォートアンクルブーツ

ジャイアントニュービーウェア（男性用）
ジャイアント伝統靴

ジャイアントニュービーウェア（女性用）
ジャイアント伝統靴

プレミアムカード
プレミアムニュービーウェア
革シューズ

プレミアムニュービーウェア
革シューズ

プレミアムニュービーウェア(男性用)
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムニュービーウェア（女性用）
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムニュービーウェア（男性用）
ジャイアント伝統靴

プレミアムニュービーウェア（女性用）
ジャイアント伝統靴

プレミアムカード(割引)
プレミアムニュービーウェア
革シューズ

プレミアムニュービーウェア
革シューズ

プレミアムニュービーウェア(男性用)
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムニュービーウェア（女性用）
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムニュービーウェア（男性用）
ジャイアント伝統靴

プレミアムニュービーウェア（女性用）
ジャイアント伝統靴

プレミアムカード(商品)
プレミアムニュービーウェア
革シューズ

プレミアムニュービーウェア
革シューズ

プレミアムニュービーウェア(男性用)
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムニュービーウェア（女性用）
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムニュービーウェア（男性用）
ジャイアント伝統靴

プレミアムニュービーウェア（女性用）
ジャイアント伝統靴

限定プレミアムキャラクターカード
プレミアムサマーニュービーウェア
革シューズ

プレミアムサマーニュービーウェア
革シューズ

プレミアムサマーニュービーウェア
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムサマーニュービーウェア
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムジャイアントサマーニュー
ビーウェア
プレミアムジャイアントサマーニュー
ビーブーツ

プレミアムジャイアントサマーニュー
ビーウェア
プレミアムジャイアントサマーニュー
ビーブーツ

2005年冬限定
<限定プレミアムキャラクターカード(割
引)>

プレミアムウィンターニュービーウェア
革シューズ

プレミアムウィンターニュービーウェア
革シューズ

プレミアムウィンターニュービーウェア
プレミアムウィンターニュービーブーツ

プレミアムウィンターニュービーウェア
プレミアムウィンターニュービーブーツ

プレミアムウィンターニュービーウェア
革シューズ
※人間・エルフ専用

プレミアムウィンターニュービーウェア
革シューズ
※人間・エルフ専用

ベーシックエルフカード
初心者用ズボン
革シューズ

初心者用スカート
革シューズ

ニュービーウェア(男性用)
コンフォートアンクルブーツ

ニュービーウェア（女性用）
コンフォートアンクルブーツ

ジャイアントニュービーウェア（男性用）
ジャイアント伝統靴

ジャイアントニュービーウェア（女性用）
ジャイアント伝統靴

プレミアムエルフカード
プレミアムニュービーウェア
革シューズ

プレミアムニュービーウェア
革シューズ

プレミアムニュービーウェア(男性用)
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムニュービーウェア（女性用）
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムニュービーウェア（男性用）
ジャイアント伝統靴

プレミアムニュービーウェア（女性用）
ジャイアント伝統靴

プレミアムエルフカード(割引)
プレミアムニュービーウェア
革シューズ

プレミアムニュービーウェア
革シューズ

プレミアムニュービーウェア(男性用)
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムニュービーウェア（女性用）
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムニュービーウェア（男性用）
ジャイアント伝統靴

プレミアムニュービーウェア（女性用）
ジャイアント伝統靴

ベーシックジャイアントカード
初心者用ズボン
革シューズ

初心者用スカート
革シューズ

ニュービーウェア(男性用)
コンフォートアンクルブーツ

ニュービーウェア（女性用）
コンフォートアンクルブーツ

ジャイアントニュービーウェア（男性用）
ジャイアント伝統靴

ジャイアントニュービーウェア（女性用）
ジャイアント伝統靴

プレミアムジャイアントカード
プレミアムニュービーウェア
革シューズ

プレミアムニュービーウェア
革シューズ

プレミアムニュービーウェア(男性用)
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムニュービーウェア（女性用）
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムニュービーウェア（男性用）
ジャイアント伝統靴

プレミアムニュービーウェア（女性用）
ジャイアント伝統靴

2006年冬限定
<冬季限定プレミアムキャラクターカード
>

日本伝統服（男性用）
草履

日本伝統服（女性用）
編み上げ靴

日本伝統服(男性用)
草履

日本伝統服（女性用）
編み上げ靴

日本伝統服（男性用）
草履
※人間・エルフ専用

日本伝統服（女性用）
編み上げ靴
※人間・エルフ専用

プレミアムジャイアントカード(割引)
プレミアムニュービーウェア
革シューズ

プレミアムニュービーウェア
革シューズ

プレミアムニュービーウェア(男性用)
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムニュービーウェア（女性用）
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムニュービーウェア（男性用）
ジャイアント伝統靴

プレミアムニュービーウェア（女性用）
ジャイアント伝統靴

2007年冬限定
<限定プレミアムキャラクターカード>

プレミアムウィンターニュービーウェア
革シューズ

プレミアムウィンターニュービーウェア
革シューズ

プレミアムウィンターニュービーウェア
プレミアムウィンターニュービーブーツ

プレミアムウィンターニュービーウェア
プレミアムウィンターニュービーブーツ

プレミアムウィンターニュービーウェア
革シューズ
※人間・エルフ専用

プレミアムウィンターニュービーウェア
革シューズ
※人間・エルフ専用

2007年冬限定
<限定プレミアムエルフカード>

プレミアムウィンターニュービーウェア
革シューズ

プレミアムウィンターニュービーウェア
革シューズ

プレミアムウィンターニュービーウェア
プレミアムウィンターニュービーブーツ

プレミアムウィンターニュービーウェア
プレミアムウィンターニュービーブーツ

プレミアムウィンターニュービーウェア
革シューズ
※人間・エルフ専用

プレミアムウィンターニュービーウェア
革シューズ
※人間・エルフ専用

2007年夏限定
<限定プレミアムキャラクターカード>

プレミアムサマーニュービーウェア
革シューズ

プレミアムサマーニュービーウェア
革シューズ

プレミアムサマーニュービーウェア
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムサマーニュービーウェア
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムジャイアントサマーニュー
ビーウェア
プレミアムジャイアントサマーニュー
ビーブーツ

プレミアムジャイアントサマーニュー
ビーウェア
プレミアムジャイアントサマーニュー
ビーブーツ

2007年夏限定
<限定プレミアムエルフカード>

プレミアムサマーニュービーウェア
革シューズ

プレミアムサマーニュービーウェア
革シューズ

プレミアムサマーニュービーウェア
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムサマーニュービーウェア
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムジャイアントサマーニュー
ビーウェア
プレミアムジャイアントサマーニュー
ビーブーツ

プレミアムジャイアントサマーニュー
ビーウェア
プレミアムジャイアントサマーニュー
ビーブーツ

2007年夏限定
<限定プレミアムジャイアントカード>

プレミアムサマーニュービーウェア
革シューズ

プレミアムサマーニュービーウェア
革シューズ

プレミアムサマーニュービーウェア
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムサマーニュービーウェア
コンフォートアンクルブーツ

プレミアムジャイアントサマーニュー
ビーウェア
プレミアムジャイアントサマーニュー
ビーブーツ

プレミアムジャイアントサマーニュー
ビーウェア
プレミアムジャイアントサマーニュー
ビーブーツ

カードの名称
カード解体後に獲得できるプレゼントボックスを開けると獲得できるアイテム

エルフ ジャイアント人間



男 女 男 女 男 女

探検家プレミアムキャラクターカード
プレミアム探検家ニュービーウェア(男
性用)
革シューズ

プレミアム探検家ニュービーウェア（女
性用）
革シューズ

プレミアム探検家ニュービーウェア(男
性用)
コンフォートアンクルブーツ

プレミアム探検家ニュービーウェア(女
性用)
コンフォートアンクルブーツ

プレミアム探検家ジャイアントニュー
ビーウェア（男性用）
ジャイアント伝統靴

プレミアム探検家ジャイアントニュビー
ウェア（女性用）
ジャイアント伝統靴

探検家プレミアムエルフカード
プレミアム探検家ニュービーウェア(男
性用)
革シューズ

プレミアム探検家ニュービーウェア（女
性用）
革シューズ

プレミアム探検家ニュービーウェア(男
性用)
コンフォートアンクルブーツ

プレミアム探検家ニュービーウェア(女
性用)
コンフォートアンクルブーツ

プレミアム探検家ジャイアントニュー
ビーウェア（男性用）
ジャイアント伝統靴

プレミアム探検家ジャイアントニュビー
ウェア（女性用）
ジャイアント伝統靴

探検家プレミアムジャイアントカード
プレミアム探検家ニュービーウェア(男
性用)
革シューズ

プレミアム探検家ニュービーウェア（女
性用）
革シューズ

プレミアム探検家ニュービーウェア(男
性用)
コンフォートアンクルブーツ

プレミアム探検家ニュービーウェア(女
性用)
コンフォートアンクルブーツ

プレミアム探検家ジャイアントニュー
ビーウェア（男性用）
ジャイアント伝統靴

プレミアム探検家ジャイアントニュビー
ウェア（女性用）
ジャイアント伝統靴

2008年冬限定プレミアムキャラクター
カード

プレミアムウィンターニュービーウェア
(男性用)
プレミアムウィンターニュービーウェア
(ブーツ)
プレミアムウィンターニュービーウェア
(帽子)

プレミアムウィンターニュービーウェア
（女性用）
プレミアムウィンターニュービーウェア
（ブーツ）
プレミアムウィンターニュービーウェア
（帽子）

エルフプレミアムウィンターニュービー
ウェア
プレミアムウィンターニュービーウェア
(ブーツ)
プレミアムウィンターニュービーウェア
(帽子)

エルフプレミアムウィンターニュービー
ウェア(女性用)
プレミアムウィンターニュービーウェア
(ブーツ)
プレミアムウィンターニュービーウェア
(帽子)

ジャイアントプレミアムウィンターニュー
ビーウェア（男性用）
プレミアムウィンターニュービーウェア
（ブーツ）
プレミアムウィンターニュービーウェア
（帽子）

ジャイアントプレミアムウィンターニュー
ビーウェ（女性用）
プレミアムウィンターニュービーウェア
（ブーツ）
プレミアムウィンターニュービーウェア
（帽子）

2008年冬限定プレミアムエルフカード

プレミアムウィンターニュービーウェア
(男性用)
プレミアムウィンターニュービーウェア
(ブーツ)
プレミアムウィンターニュービーウェア
(帽子)

プレミアムウィンターニュービーウェア
（女性用）
プレミアムウィンターニュービーウェア
（ブーツ）
プレミアムウィンターニュービーウェア
（帽子）

エルフプレミアムウィンターニュービー
ウェア
プレミアムウィンターニュービーウェア
(ブーツ)
プレミアムウィンターニュービーウェア
(帽子)

エルフプレミアムウィンターニュービー
ウェア(女性用)
プレミアムウィンターニュービーウェア
(ブーツ)
プレミアムウィンターニュービーウェア
(帽子)

ジャイアントプレミアムウィンターニュー
ビーウェア（男性用）
プレミアムウィンターニュービーウェア
（ブーツ）
プレミアムウィンターニュービーウェア
（帽子）

ジャイアントプレミアムウィンターニュー
ビーウェ（女性用）
プレミアムウィンターニュービーウェア
（ブーツ）
プレミアムウィンターニュービーウェア
（帽子）

2008年冬限定プレミアムジャイアント
カード

プレミアムウィンターニュービーウェア
(男性用)
プレミアムウィンターニュービーウェア
(ブーツ)
プレミアムウィンターニュービーウェア
(帽子)

プレミアムウィンターニュービーウェア
（女性用）
プレミアムウィンターニュービーウェア
（ブーツ）
プレミアムウィンターニュービーウェア
（帽子）

エルフプレミアムウィンターニュービー
ウェア
プレミアムウィンターニュービーウェア
(ブーツ)
プレミアムウィンターニュービーウェア
(帽子)

エルフプレミアムウィンターニュービー
ウェア(女性用)
プレミアムウィンターニュービーウェア
(ブーツ)
プレミアムウィンターニュービーウェア
(帽子)

ジャイアントプレミアムウィンターニュー
ビーウェ（男性用）
プレミアムウィンターニュービーウェア
（ブーツ）
プレミアムウィンターニュービーウェア
（帽子）

ジャイアントプレミアムウィンターニュー
ビーウェ（女性用）
プレミアムウィンターニュービーウェア
（ブーツ）
プレミアムウィンターニュービーウェア
（帽子）

2008年夏限定プレミアムジャイアント
カード

プレミアムサマーニュービーウェア
ビーチサンダル

プレミアムサマーニュービーウェア
ビーチサンダル

エルフプレミアムサマーニュービーウェ
ア(男性用)
ビーチサンダル

エルフプレミアムサマーニュービーウェ
ア
ビーチサンダル

ジャイアントプレミアムサマーニュー
ビーウェア
ビーチサンダル

ジャイアントプレミアムサマーニュー
ビーウェ
ビーチサンダル

2008年夏限定プレミアムキャラクター
カード

プレミアムサマーニュービーウェア
ビーチサンダル

プレミアムサマーニュービーウェア
ビーチサンダル

エルフプレミアムサマーニュービーウェ
ア(男性用)
ビーチサンダル

エルフプレミアムサマーニュービーウェ
ア
ビーチサンダル

ジャイアントプレミアムサマーニュー
ビーウェア
ビーチサンダル

ジャイアントプレミアムサマーニュー
ビーウェ
ビーチサンダル

2008年夏限定プレミアムエルフカード
プレミアムサマーニュービーウェア
ビーチサンダル

プレミアムサマーニュービーウェア
ビーチサンダル

エルフプレミアムサマーニュービーウェ
ア(男性用)
ビーチサンダル

エルフプレミアムサマーニュービーウェ
ア
ビーチサンダル

ジャイアントプレミアムサマーニュー
ビーウェア
ビーチサンダル

ジャイアントプレミアムサマーニュー
ビーウェ
ビーチサンダル

2009年夏限定
<限定プレミアムジャイアントカード>

プレミアムニュービーウェア(男性用)
プレミアムニュービーブーツ(男性用)

プレミアムニュービーウェア（女性用）
プレミアムニュービーウェア（ブーツ）

エルフプレミアムニュービーウェア(男
性用)
エルフプレミアムニュービーブーツ(男
性用)

エルフプレミアムニュービーウェア(女
性用)
エルフプレミアムニュービーブーツ(女
性用)

ジャイアントプレミアムニュービーウェ
ア（男性用）
ジャイアントプレミアムニュービーブー
ツ（男性用）

ジャイアントプレミアムニュービーウェ
ア（女性用）
ジャイアントプレミアムニュービーブー
ツ（女性用）

2009年夏限定
<限定プレミアムキャラクターカード>

プレミアムニュービーウェア(男性用)
プレミアムニュービーブーツ(男性用)

プレミアムニュービーウェア（女性用）
プレミアムニュービーウェア（ブーツ）

エルフプレミアムニュービーウェア(男
性用)
エルフプレミアムニュービーブーツ(男
性用)

エルフプレミアムニュービーウェア(女
性用)
エルフプレミアムニュービーブーツ(女
性用)

ジャイアントプレミアムニュービーウェ
ア（男性用）
ジャイアントプレミアムニュービーブー
ツ（男性用）

ジャイアントプレミアムニュービーウェ
ア（女性用）
ジャイアントプレミアムニュービーブー
ツ（女性用）

2009年夏限定
<限定プレミアムエルフカード>

プレミアムニュービーウェア(男性用)
プレミアムニュービーブーツ(男性用)

プレミアムニュービーウェア（女性用）
プレミアムニュービーウェア（ブーツ）

エルフプレミアムニュービーウェア(男
性用)
エルフプレミアムニュービーブーツ(男
性用)

エルフプレミアムニュービーウェア(女
性用)
エルフプレミアムニュービーブーツ(女
性用)

ジャイアントプレミアムニュービーウェ
ア（男性用）
ジャイアントプレミアムニュービーブー
ツ（男性用）

ジャイアントプレミアムニュービーウェ
ア（女性用）
ジャイアントプレミアムニュービーブー
ツ（女性用）

2008年ハロウィン限定
<ハロウィン限定プレミアムキャラクター
カード>

ハロウィンプレミアムニュービーウェア
ハロウィンプレミアムニュービーシュー
ズ

ハロウィンプレミアムニュービーウェア
ハロウィンプレミアムニュービーシュー
ズ

ハロウィンプレミアムニュービーウェア
ハロウィンプレミアムニュービーシュー
ズ

ハロウィンプレミアムニュービーウェア
ハロウィンプレミアムニュービーシュー
ズ

ハロウィンプレミアムニュービーウェア
ハロウィンプレミアムニュービーシュー
ズ

ハロウィンプレミアムニュービーウェア
ハロウィンプレミアムニュービーシュー
ズ

2008年ハロウィン限定
<ハロウィン限定プレミアムエルフカード>

ハロウィンプレミアムニュービーウェア
ハロウィンプレミアムニュービーシュー
ズ

ハロウィンプレミアムニュービーウェア
ハロウィンプレミアムニュービーシュー
ズ

ハロウィンプレミアムニュービーウェア
ハロウィンプレミアムニュービーシュー
ズ

ハロウィンプレミアムニュービーウェア
ハロウィンプレミアムニュービーシュー
ズ

ハロウィンプレミアムニュービーウェア
ハロウィンプレミアムニュービーシュー
ズ

ハロウィンプレミアムニュービーウェア
ハロウィンプレミアムニュービーシュー
ズ

2008年ハロウィン限定
<ハロウィン限定プレミアムジャイアント
カード>

ハロウィンプレミアムニュービーウェア
ハロウィンプレミアムニュービーシュー
ズ

ハロウィンプレミアムニュービーウェア
ハロウィンプレミアムニュービーシュー
ズ

ハロウィンプレミアムニュービーウェア
ハロウィンプレミアムニュービーシュー
ズ

ハロウィンプレミアムニュービーウェア
ハロウィンプレミアムニュービーシュー
ズ

ハロウィンプレミアムニュービーウェア
ハロウィンプレミアムニュービーシュー
ズ

ハロウィンプレミアムニュービーウェア
ハロウィンプレミアムニュービーシュー
ズ

カードの名称
カード解体後に獲得できるプレゼントボックスを開けると獲得できるアイテム

人間 エルフ ジャイアント



男 女 男 女 男 女

2009年冬限定
<限定プレミアムジャイアントカード>

プレミアムウィンターニュービーウェア
(男性用)
革シューズ

プレミアムウィンターニュービーウェア
革シューズ

エルフプレミアムウィンターニュービー
ウェア
コンフォートアンクルブーツ

エルフプレミアムウィンターニュービー
ウェア(女性用)
コンフォートアンクルブーツ

ジャイアントプレミアムウィンターニュー
ビーウェア（男性用）
ジャイアント伝統靴

ジャイアントプレミアムウィンターニュー
ビーウェア（女性用）
ジャイアント伝統靴

2009年冬限定
<限定プレミアムキャラクターカード>

プレミアムウィンターニュービーウェア
(男性用)
革シューズ

プレミアムウィンターニュービーウェア
革シューズ

エルフプレミアムウィンターニュービー
ウェア
コンフォートアンクルブーツ

エルフプレミアムウィンターニュービー
ウェア(女性用)
コンフォートアンクルブーツ

ジャイアントプレミアムウィンターニュー
ビーウェア（男性用）
ジャイアント伝統靴

ジャイアントプレミアムウィンターニュー
ビーウェア（女性用）
ジャイアント伝統靴

2009年冬限定
<限定プレミアムエルフカード>

プレミアムウィンターニュービーウェア
(男性用)
革シューズ

プレミアムウィンターニュービーウェア
革シューズ

エルフプレミアムウィンターニュービー
ウェア
コンフォートアンクルブーツ

エルフプレミアムウィンターニュービー
ウェア(女性用)
コンフォートアンクルブーツ

ジャイアントプレミアムウィンターニュー
ビーウェア（男性用）
ジャイアント伝統靴

ジャイアントプレミアムウィンターニュー
ビーウェア（女性用）
ジャイアント伝統靴

第一弾灼眼のシャナ
プレミアムキャラクターカード

御崎高校の制服(男性用)
御崎高校学生用シューズ(男性用)

御崎高校の制服（女性用）
御崎高校のシューズ（女性用）

シュドナイのスーツ
シュドナイの靴

ベルペオルのドレス
ベルペオルの靴
ベルペオルのブレスレッド

御崎高校の制服（男性用）
御崎高校学生用シューズ（男性用）
※人間・エルフ専用

御崎高校の制服（女性用）
御崎高校学生用シューズ（女性用）
※人間・エルフ専用

第一弾灼眼のシャナ
プレミアムエルフカード

御崎高校の制服(男性用)
御崎高校学生用シューズ(男性用)

御崎高校の制服（女性用）
御崎高校のシューズ（女性用）

シュドナイのスーツ
シュドナイの靴

ベルペオルのドレス
ベルペオルの靴
ベルペオルのブレスレッド

御崎高校の制服（男性用）
御崎高校学生用シューズ（男性用）
※人間・エルフ専用

御崎高校の制服（女性用）
御崎高校学生用シューズ（女性用）
※人間・エルフ専用

電撃x『マビノギ』
プレミアムキャラクターカード

ヴァルドール学園の制服（男性用）
ヴァルドール学園の学生靴

ヴァルドール学園の制服（女性用）
ヴァルドール学園の学生靴

ヴァルドール学園の制服(男性用)
ヴァルドール学園の学生靴(男性用)

ヴァルドール学園の制服(女性用)
ヴァルドール学園の学生靴

ヴァルドール学園の制服（男性用）
ヴァルドール学園の学生靴（男性用）

ヴァルドール学園の制服（女性用）
ヴァルドール学園の学生靴

電撃x『マビノギ』
プレミアムエルフカード

ヴァルドール学園の制服（男性用）
ヴァルドール学園の学生靴

ヴァルドール学園の制服（女性用）
ヴァルドール学園の学生靴

ヴァルドール学園の制服(男性用)
ヴァルドール学園の学生靴(男性用)

ヴァルドール学園の制服(女性用)
ヴァルドール学園の学生靴

ヴァルドール学園の制服（男性用）
ヴァルドール学園の学生靴（男性用）

ヴァルドール学園の制服（女性用）
ヴァルドール学園の学生靴

電撃x『マビノギ』
プレミアムジャイアントカード

ヴァルドール学園の制服（男性用）
ヴァルドール学園の学生靴

ヴァルドール学園の制服（女性用）
ヴァルドール学園の学生靴

ヴァルドール学園の制服(男性用)
ヴァルドール学園の学生靴(男性用)

ヴァルドール学園の制服(女性用)
ヴァルドール学園の学生靴

ヴァルドール学園の制服（男性用）
ヴァルドール学園の学生靴（男性用）

ヴァルドール学園の制服（女性用）
ヴァルドール学園の学生靴

4周年記念プレミアムキャラクターカード
ハッピ
下駄
ハチマキ

ハッピ
下駄
ハチマキ

ハッピ
下駄
ハチマキ

ハッピ
下駄
ハチマキ

ハッピ
下駄
ハチマキ

ハッピ
下駄
ハチマキ

4周年記念プレミアムエルフカード
ハッピ
下駄
ハチマキ

ハッピ
下駄
ハチマキ

ハッピ
下駄
ハチマキ

ハッピ
下駄
ハチマキ

ハッピ
下駄
ハチマキ

ハッピ
下駄
ハチマキ

4周年記念プレミアムジャイアントカード
ハッピ
下駄
ハチマキ

ハッピ
下駄
ハチマキ

ハッピ
下駄
ハチマキ

ハッピ
下駄
ハチマキ

ハッピ
下駄
ハチマキ

ハッピ
下駄
ハチマキ

オリエンタルプレミアムキャラクターカー
ド

オリエンタルダンディウェア
オリエンタルシューズ
オリエンタルキャップ

オリエンタルセクシーウェア
オリエンタルシューズ
オリエンタルマスク

オリエンタルダンディウェア
オリエンタルシューズ
オリエンタルキャップ

オリエンタルセクシーウェア
オリエンタルシューズ
オリエンタルマスク

オリエンタルダンディウェア
オリエンタルシューズ
オリエンタルキャップ

オリエンタルセクシーウェア
オリエンタルシューズ
オリエンタルマスク

オリエンタルプレミアムジャイアントカー
ド

オリエンタルダンディウェア
オリエンタルシューズ
オリエンタルキャップ

オリエンタルセクシーウェア
オリエンタルシューズ
オリエンタルマスク

オリエンタルダンディウェア
オリエンタルシューズ
オリエンタルキャップ

オリエンタルセクシーウェア
オリエンタルシューズ
オリエンタルマスク

オリエンタルダンディウェア
オリエンタルシューズ
オリエンタルキャップ

オリエンタルセクシーウェア
オリエンタルシューズ
オリエンタルマスク

オリエンタルプレミアムエルフカード
オリエンタルダンディウェア
オリエンタルシューズ
オリエンタルキャップ

オリエンタルセクシーウェア
オリエンタルシューズ
オリエンタルマスク

オリエンタルダンディウェア
オリエンタルシューズ
オリエンタルキャップ

オリエンタルセクシーウェア
オリエンタルシューズ
オリエンタルマスク

オリエンタルダンディウェア
オリエンタルシューズ
オリエンタルキャップ

オリエンタルセクシーウェア
オリエンタルシューズ
オリエンタルマスク

第二弾灼眼のシャナ
プレミアムキャラクターカード

ソラトのスーツ
ソラトの靴

ティリエルのドレス
ティリエルの靴
ティリエルの帽子

ダンタリオンの白衣
ダンタリオンの靴
ダンタリオンの眼鏡

ヘカテーの服
ヘカテーの靴
ヘカテーの帽子

暴君の鎧
暴君のグリーブ
暴君のガントレット
暴君の兜

ヴィルヘルミナのメイド衣装
ヴィルヘルミナのメイド靴
ペルソナ

第二弾灼眼のシャナ
プレミアムエルフカード

ソラトのスーツ
ソラトの靴

ティリエルのドレス
ティリエルの靴
ティリエルの帽子

ダンタリオンの白衣
ダンタリオンの靴
ダンタリオンの眼鏡

ヘカテーの服
ヘカテーの靴
ヘカテーの帽子

暴君の鎧
暴君のグリーブ
暴君のガントレット
暴君の兜

ヴィルヘルミナのメイド衣装
ヴィルヘルミナのメイド靴
ペルソナ

第二弾灼眼のシャナ
プレミアムジャイアントカード

ソラトのスーツ
ソラトの靴

ティリエルのドレス
ティリエルの靴
ティリエルの帽子

ダンタリオンの白衣
ダンタリオンの靴
ダンタリオンの眼鏡

ヘカテーの服
ヘカテーの靴
ヘカテーの帽子

暴君の鎧
暴君のグリーブ
暴君のガントレット
暴君の兜

ヴィルヘルミナのメイド衣装
ヴィルヘルミナのメイド靴
ペルソナ

カードの名称
カード解体後に獲得できるプレゼントボックスを開けると獲得できるアイテム

人間 エルフ ジャイアント



男 女 男 女 男 女

2010年夏限定キャラクターカード
限定プレミアムキャラクターカード

セーラーマンユニフォーム
セーラーマンシューズ
セーラーマンハット

セーラーウーマンユニフォーム
セーラーウーマンシューズ
セーラーウーマンハット

セーラーマンユニフォーム
セーラーマンシューズ
セーラーマンハット

セーラーウーマンユニフォーム
セーラーウーマンシューズ
セーラーウーマンハット

セーラーマンユニフォーム
セーラーマンシューズ
セーラーマンハット

セーラーウーマンユニフォーム
セーラーウーマンシューズ
セーラーウーマンハット

2010年夏限定キャラクターカード
限定プレミアムエルフカード

セーラーマンユニフォーム
セーラーマンシューズ
セーラーマンハット

セーラーウーマンユニフォーム
セーラーウーマンシューズ
セーラーウーマンハット

セーラーマンユニフォーム
セーラーマンシューズ
セーラーマンハット

セーラーウーマンユニフォーム
セーラーウーマンシューズ
セーラーウーマンハット

セーラーマンユニフォーム
セーラーマンシューズ
セーラーマンハット

セーラーウーマンユニフォーム
セーラーウーマンシューズ
セーラーウーマンハット

2010年夏限定キャラクターカード
限定プレミアムジャイアントカード

セーラーマンユニフォーム
セーラーマンシューズ
セーラーマンハット

セーラーウーマンユニフォーム
セーラーウーマンシューズ
セーラーウーマンハット

セーラーマンユニフォーム
セーラーマンシューズ
セーラーマンハット

セーラーウーマンユニフォーム
セーラーウーマンシューズ
セーラーウーマンハット

セーラーマンユニフォーム
セーラーマンシューズ
セーラーマンハット

セーラーウーマンユニフォーム
セーラーウーマンシューズ
セーラーウーマンハット

鋼の錬金術師プレミアムキャラクター
カード

エドワード・エルリックスーツ
エドワード･エルリックシューズ
エドワード・エルリックの手袋
鋼の錬金術師パーツ変更券

ウィン・ロックベルスーツ
ウィン・ロックベルシューズ
ウィン・ロックベルの手袋
ウィン・ロックベルのバンダナ
ウィン・ロックベルのピアス
鋼の連術師パーツ変更券

アメストリス大佐軍服(男性用)
アメストリス軍靴
鋼の錬金術師パーツ変更券

アメストリス中尉軍服(女性用)
アメストリス軍靴(女性用)
鋼の錬金術師パーツ変更券

アルフォンス・エルリックプレートアー
マー
アルフォンス・エルリックのグリーブ
アルフォンス・エルリックのガントレット
アルフォンス・エルリックのヘルム
鋼の錬金術師パーツ変更券

イズミ・カーティスの衣装
イズミ・カーティスシューズ
鋼の錬金術師パーツ変更券

鋼の錬金術師プレミアムエルフカード

エドワード・エルリックスーツ
エドワード･エルリックシューズ
エドワード・エルリックの手袋
鋼の錬金術師パーツ変更券

ウィン・ロックベルスーツ
ウィン・ロックベルシューズ
ウィン・ロックベルの手袋
ウィン・ロックベルのバンダナ
ウィン・ロックベルのピアス
鋼の連術師パーツ変更券

アメストリス大佐軍服(男性用)
アメストリス軍靴
鋼の錬金術師パーツ変更券

アメストリス中尉軍服(女性用)
アメストリス軍靴(女性用)
鋼の錬金術師パーツ変更券

アルフォンス・エルリックプレートアー
マー
アルフォンス・エルリックのグリーブ
アルフォンス・エルリックのガントレット
アルフォンス・エルリックのヘルム
鋼の錬金術師パーツ変更券

イズミ・カーティスの衣装
イズミ・カーティスシューズ
鋼の錬金術師パーツ変更券

鋼の錬金術師プレミアムジャイアント
カード

エドワード・エルリックスーツ
エドワード･エルリックシューズ
エドワード・エルリックの手袋
鋼の錬金術師パーツ変更券

ウィン・ロックベルスーツ
ウィン・ロックベルシューズ
ウィン・ロックベルの手袋
ウィン・ロックベルのバンダナ
ウィン・ロックベルのピアス
鋼の連術師パーツ変更券

アメストリス大佐軍服(男性用)
アメストリス軍靴
鋼の錬金術師パーツ変更券

アメストリス中尉軍服(女性用)
アメストリス軍靴(女性用)
鋼の錬金術師パーツ変更券

アルフォンス・エルリックプレートアー
マー
アルフォンス・エルリックのグリーブ
アルフォンス・エルリックのガントレット
アルフォンス・エルリックのヘルム
鋼の錬金術師パーツ変更券

イズミ・カーティスの衣装
イズミ・カーティスシューズ
鋼の錬金術師パーツ変更券

限定プレミアムキャラクターカード
ブラインドプレミアムキャラクターカード

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
ブラインドボックス

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
ブラインドボックス

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
ブラインドボックス
※人間・ジャイアント専用

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
ブラインドボックス
※人間・ジャイアント専用

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
ブラインドボックス

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
ブラインドボックス

限定プレミアムジャイアントカード
ブラインドプレミアムキャラクターカード

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
ブラインドボックス

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
ブラインドボックス

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
ブラインドボックス
※人間・ジャイアント専用

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
ブラインドボックス
※人間・ジャイアント専用

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
ブラインドボックス

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
ブラインドボックス

限定プレミアムキャラクターカード
ナイトウィングプレートセット

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
※人間・ジャイアント専用

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
※人間・ジャイアント専用

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム

限定プレミアムジャナイントカード
ナイトウィングプレートセット

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
※人間・ジャイアント専用

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
※人間・ジャイアント専用

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム

カードの名称
カード解体後に獲得できるプレゼントボックスを開けると獲得できるアイテム

人間 エルフ ジャイアント



男 女 男 女 男 女

限定プレミアムキャラクターカード
2011年冬限定キャラクターカード

エルフプレミアムウィンターファーウェ
ア(男性用)
プレミアムウィンターブーツ(男性用)
プレミアムウィンターグローブ

プレミアムウィンターファーウェア（女性
用）
プレミアムウィンターブーツ（女性用）
プレミアムウィンターグローブ

エルフプレミアムウィンターファーウェ
ア
エルフ プレミアムウィンターブーツ
エルフプレミアムウィンターグローブ

エルフプレミアムウィンターファーウェ
ア(女性用)
エルフプレミアムウィンターブーツ
エルフプレミアムウィンターグローブ

ジャイアントプレミアムウィンターファー
ウェア（男性用）
ジャイアントプレミアムウィンターブーツ
（男性用）
ジャイアントプレミアムウィンターグロー
ブ（男性用）
ジャイアントプレミアムウィンターファー
帽子（男性用）

ジャイアントプレミアムウィンターファー
ウェア（女性用）
ジャイアントプレミアムウィンターブーツ
（女性用）
ジャイアントプレミアムウィンターグロー
ブ
ジャイアントプレミアムウィンターファー
帽子（女性用）

限定プレミアムエルフカード
2011年冬限定キャラクターカード

エルフプレミアムウィンターファーウェ
ア(男性用)
プレミアムウィンターブーツ(男性用)
プレミアムウィンターグローブ

プレミアムウィンターファーウェア（女性
用）
プレミアムウィンターブーツ（女性用）
プレミアムウィンターグローブ

エルフプレミアムウィンターファーウェ
ア
エルフ プレミアムウィンターブーツ
エルフプレミアムウィンターグローブ

エルフプレミアムウィンターファーウェ
ア(女性用)
エルフプレミアムウィンターブーツ
エルフプレミアムウィンターグローブ

ジャイアントプレミアムウィンターファー
ウェア（男性用）
ジャイアントプレミアムウィンターブーツ
（男性用）
ジャイアントプレミアムウィンターグロー
ブ（男性用）
ジャイアントプレミアムウィンターファー
帽子（男性用）

ジャイアントプレミアムウィンターファー
ウェア（女性用）
ジャイアントプレミアムウィンターブーツ
（女性用）
ジャイアントプレミアムウィンターグロー
ブ
ジャイアントプレミアムウィンターファー
帽子（女性用）

限定プレミアムジャイアントカード
2011年冬限定キャラクターカード

エルフプレミアムウィンターファーウェ
ア(男性用)
プレミアムウィンターブーツ(男性用)
プレミアムウィンターグローブ

プレミアムウィンターファーウェア（女性
用）
プレミアムウィンターブーツ（女性用）
プレミアムウィンターグローブ

エルフプレミアムウィンターファーウェ
ア
エルフ プレミアムウィンターブーツ
エルフプレミアムウィンターグローブ

エルフプレミアムウィンターファーウェ
ア(女性用)
エルフプレミアムウィンターブーツ
エルフプレミアムウィンターグローブ

ジャイアントプレミアムウィンターファー
ウェア（男性用）
ジャイアントプレミアムウィンターブーツ
（男性用）
ジャイアントプレミアムウィンターグロー
ブ（男性用）
ジャイアントプレミアムウィンターファー
帽子（男性用）

ジャイアントプレミアムウィンターファー
ウェア（女性用）
ジャイアントプレミアムウィンターブーツ
（女性用）
ジャイアントプレミアムウィンターグロー
ブ
ジャイアントプレミアムウィンターファー
帽子（女性用）

アリスプレミアムキャラクターカード

帽子屋の衣装
帽子屋の靴
帽子屋の帽子
タイトル「不思議の国の」

アリスのワンピース
アリスの靴
アリスのリボンカチューシャ
タイトル「不思議の国の」

帽子屋の衣装
帽子屋の靴
帽子屋の帽子
タイトル「不思議の国の」

アリスのワンピース
アリスの靴
アリスのリボンカチューシャ
タイトル「不思議の国の」

帽子屋の衣装
帽子屋の靴
帽子屋の帽子
タイトル「不思議の国の」

アリスのワンピース
アリスの靴
アリスのリボンカチューシャ
タイトル「不思議の国の」

アリスプレミアムエルフカード

帽子屋の衣装
帽子屋の靴
帽子屋の帽子
タイトル「不思議の国の」

アリスのワンピース
アリスの靴
アリスのリボンカチューシャ
タイトル「不思議の国の」

帽子屋の衣装
帽子屋の靴
帽子屋の帽子
タイトル「不思議の国の」

アリスのワンピース
アリスの靴
アリスのリボンカチューシャ
タイトル「不思議の国の」

帽子屋の衣装
帽子屋の靴
帽子屋の帽子
タイトル「不思議の国の」

アリスのワンピース
アリスの靴
アリスのリボンカチューシャ
タイトル「不思議の国の」

アリスプレミアムジャイアントカード

帽子屋の衣装
帽子屋の靴
帽子屋の帽子
タイトル「不思議の国の」

アリスのワンピース
アリスの靴
アリスのリボンカチューシャ
タイトル「不思議の国の」

帽子屋の衣装
帽子屋の靴
帽子屋の帽子
タイトル「不思議の国の」

アリスのワンピース
アリスの靴
アリスのリボンカチューシャ
タイトル「不思議の国の」

帽子屋の衣装
帽子屋の靴
帽子屋の帽子
タイトル「不思議の国の」

アリスのワンピース
アリスの靴
アリスのリボンカチューシャ
タイトル「不思議の国の」

ミニ浴衣プレミアムキャラクターカード
(APBOX付き)

ミニ浴衣（男性用）
ミニ浴衣の下駄（男性用）
ミニ浴衣の狐お面（男性用）
アビリティポイントボックス

ミニ浴衣（女性用）
ミニ浴衣の下駄（女性用）
ミニ浴衣のリボンかんざし（女性用）
アビリティポイントボックス

ミニ浴衣（男性用）
ミニ浴衣の下駄（男性用）
ミニ浴衣の狐お面（男性用）
アビリティポイントボックス

ミニ浴衣（女性用）
ミニ浴衣の下駄（女性用）
ミニ浴衣のリボンかんざし（女性用）
アビリティポイントボックス

ミニ浴衣（男性用）
ミニ浴衣の下駄（男性用）
ミニ浴衣の狐お面（男性用）
アビリティポイントボックス

ミニ浴衣（女性用）
ミニ浴衣の下駄（女性用）
ミニ浴衣のリボンかんざし（女性用）
アビリティポイントボックス

ミニ浴衣プレミアムエルフカード
(APBOX付き)

ミニ浴衣（男性用）
ミニ浴衣の下駄（男性用）
ミニ浴衣の狐お面（男性用）
アビリティポイントボックス

ミニ浴衣（女性用）
ミニ浴衣の下駄（女性用）
ミニ浴衣のリボンかんざし（女性用）
アビリティポイントボックス

ミニ浴衣（男性用）
ミニ浴衣の下駄（男性用）
ミニ浴衣の狐お面（男性用）
アビリティポイントボックス

ミニ浴衣（女性用）
ミニ浴衣の下駄（女性用）
ミニ浴衣のリボンかんざし（女性用）
アビリティポイントボックス

ミニ浴衣（男性用）
ミニ浴衣の下駄（男性用）
ミニ浴衣の狐お面（男性用）
アビリティポイントボックス

ミニ浴衣（女性用）
ミニ浴衣の下駄（女性用）
ミニ浴衣のリボンかんざし（女性用）
アビリティポイントボックス

ミニ浴衣プレミアムジャイアントカード
(APBOX付き)

ミニ浴衣（男性用）
ミニ浴衣の下駄（男性用）
ミニ浴衣の狐お面（男性用）
アビリティポイントボックス

ミニ浴衣（女性用）
ミニ浴衣の下駄（女性用）
ミニ浴衣のリボンかんざし（女性用）
アビリティポイントボックス

ミニ浴衣（男性用）
ミニ浴衣の下駄（男性用）
ミニ浴衣の狐お面（男性用）
アビリティポイントボックス

ミニ浴衣（女性用）
ミニ浴衣の下駄（女性用）
ミニ浴衣のリボンかんざし（女性用）
アビリティポイントボックス

ミニ浴衣（男性用）
ミニ浴衣の下駄（男性用）
ミニ浴衣の狐お面（男性用）
アビリティポイントボックス

ミニ浴衣（女性用）
ミニ浴衣の下駄（女性用）
ミニ浴衣のリボンかんざし（女性用）
アビリティポイントボックス

ミニ浴衣プレミアムキャラクターカード
ミニ浴衣（男性用）
ミニ浴衣の下駄（男性用）
ミニ浴衣の狐お面（男性用）

ミニ浴衣（女性用）
ミニ浴衣の下駄（女性用）
ミニ浴衣のリボンかんざし（女性用）

ミニ浴衣（男性用）
ミニ浴衣の下駄（男性用）
ミニ浴衣の狐お面（男性用）

ミニ浴衣（女性用）
ミニ浴衣の下駄（女性用）
ミニ浴衣のリボンかんざし（女性用）

ミニ浴衣（男性用）
ミニ浴衣の下駄（男性用）
ミニ浴衣の狐お面（男性用）

ミニ浴衣（女性用）
ミニ浴衣の下駄（女性用）
ミニ浴衣のリボンかんざし（女性用）

ミニ浴衣プレミアムエルフカード
ミニ浴衣（男性用）
ミニ浴衣の下駄（男性用）
ミニ浴衣の狐お面（男性用）

ミニ浴衣（女性用）
ミニ浴衣の下駄（女性用）
ミニ浴衣のリボンかんざし（女性用）

ミニ浴衣（男性用）
ミニ浴衣の下駄（男性用）
ミニ浴衣の狐お面（男性用）

ミニ浴衣（女性用）
ミニ浴衣の下駄（女性用）
ミニ浴衣のリボンかんざし（女性用）

ミニ浴衣（男性用）
ミニ浴衣の下駄（男性用）
ミニ浴衣の狐お面（男性用）

ミニ浴衣（女性用）
ミニ浴衣の下駄（女性用）
ミニ浴衣のリボンかんざし（女性用）

ミニ浴衣プレミアムジャイアントカード
ミニ浴衣（男性用）
ミニ浴衣の下駄（男性用）
ミニ浴衣の狐お面（男性用）

ミニ浴衣（女性用）
ミニ浴衣の下駄（女性用）
ミニ浴衣のリボンかんざし（女性用）

ミニ浴衣（男性用）
ミニ浴衣の下駄（男性用）
ミニ浴衣の狐お面（男性用）

ミニ浴衣（女性用）
ミニ浴衣の下駄（女性用）
ミニ浴衣のリボンかんざし（女性用）

ミニ浴衣（男性用）
ミニ浴衣の下駄（男性用）
ミニ浴衣の狐お面（男性用）

ミニ浴衣（女性用）
ミニ浴衣の下駄（女性用）
ミニ浴衣のリボンかんざし（女性用）

カードの名称
カード解体後に獲得できるプレゼントボックスを開けると獲得できるアイテム

人間 エルフ ジャイアント



男 女 男 女 男 女

「あの花」プレミアムキャラクターカード

じんたんの地底人衣装
じんたんの靴
タイトル「願いを叶えた」
あの花パーツ変更券
ステータス永久上昇のポーション

めんまの衣装（女性用）
タイトル「願を叶えた」
あの花パーツ変更券
ステータス永久上昇のポーション

ゆきあつの衣装
ゆきあつの靴
ゆきあつの時計
タイトル「願いを叶えた」
あの花パーツ変更券
ステータス永久上昇のポーション

あなるの衣装
あなるの靴
あなるのシュシュ
タイトル「願いを叶えた」
あの花パーツ変更券
ステータス永久上昇のポーション

ぽっぽの衣装（ジャイアント用）
ぽっぽの靴（ジャイアント用）
タイトル「願を叶えた」
あの花パーツ変更券
ステータス永久上昇のポーション

つるこの衣装（ジャイアント用）
つるこの靴（ジャイアント用）
つるこの時計（ジャイアント用）
つるこのメガネ（ジャイアント用）
タイトル「願いを叶えた」
あの花パーツ変更券
ステータス永久上昇のポーション

「あの花」プレミアムエルフカード

じんたんの地底人衣装
じんたんの靴
タイトル「願いを叶えた」
あの花パーツ変更券
ステータス永久上昇のポーション

めんまの衣装（女性用）
タイトル「願を叶えた」
あの花パーツ変更券
ステータス永久上昇のポーション

ゆきあつの衣装
ゆきあつの靴
ゆきあつの時計
タイトル「願いを叶えた」
あの花パーツ変更券
ステータス永久上昇のポーション

あなるの衣装
あなるの靴
あなるのシュシュ
タイトル「願いを叶えた」
あの花パーツ変更券
ステータス永久上昇のポーション

ぽっぽの衣装（ジャイアント用）
ぽっぽの靴（ジャイアント用）
タイトル「願を叶えた」
あの花パーツ変更券
ステータス永久上昇のポーション

つるこの衣装（ジャイアント用）
つるこの靴（ジャイアント用）
つるこの時計（ジャイアント用）
つるこのメガネ（ジャイアント用）
タイトル「願いを叶えた」
あの花パーツ変更券
ステータス永久上昇のポーション

「あの花」プレミアムジャイアントカード

じんたんの地底人衣装
じんたんの靴
タイトル「願いを叶えた」
あの花パーツ変更券
ステータス永久上昇のポーション

めんまの衣装（女性用）
タイトル「願を叶えた」
あの花パーツ変更券
ステータス永久上昇のポーション

ゆきあつの衣装
ゆきあつの靴
ゆきあつの時計
タイトル「願いを叶えた」
あの花パーツ変更券
ステータス永久上昇のポーション

あなるの衣装
あなるの靴
あなるのシュシュ
タイトル「願いを叶えた」
あの花パーツ変更券
ステータス永久上昇のポーション

ぽっぽの衣装（ジャイアント用）
ぽっぽの靴（ジャイアント用）
タイトル「願を叶えた」
あの花パーツ変更券
ステータス永久上昇のポーション

つるこの衣装（ジャイアント用）
つるこの靴（ジャイアント用）
つるこの時計（ジャイアント用）
つるこのメガネ（ジャイアント用）
タイトル「願いを叶えた」
あの花パーツ変更券
ステータス永久上昇のポーション

ヴァンパイアプレミアムキャラクターカー
ド

ハロウィンバンパイアスーツ
ハロウィンバンパイアブーツ
ハロウィンバンパイアハット
ハロウィンかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンヴァンパイアドレス
ハロウィンヴァンパイアリボンシューズ
ハロウィンヴァンパイアモブキャップ
ハロウィンのかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンバンパイアスーツ
ハロウィンバンパイアブーツ
ハロウィンバンパイアハット
ハロウィンかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンヴァンパイアドレス
ハロウィンヴァンパイアリボンシューズ
ハロウィンヴァンパイアモブキャップ
ハロウィンのかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンバンパイアスーツ
ハロウィンバンパイアブーツ
ハロウィンバンパイアハット
ハロウィンかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンヴァンパイアドレス
ハロウィンヴァンパイアリボンシューズ
ハロウィンヴァンパイアモブキャップ
ハロウィンのかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ヴァンパイアプレミアムエルフカード

ハロウィンバンパイアスーツ
ハロウィンバンパイアブーツ
ハロウィンバンパイアハット
ハロウィンかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンヴァンパイアドレス
ハロウィンヴァンパイアリボンシューズ
ハロウィンヴァンパイアモブキャップ
ハロウィンのかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンバンパイアスーツ
ハロウィンバンパイアブーツ
ハロウィンバンパイアハット
ハロウィンかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンヴァンパイアドレス
ハロウィンヴァンパイアリボンシューズ
ハロウィンヴァンパイアモブキャップ
ハロウィンのかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンバンパイアスーツ
ハロウィンバンパイアブーツ
ハロウィンバンパイアハット
ハロウィンかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンヴァンパイアドレス
ハロウィンヴァンパイアリボンシューズ
ハロウィンヴァンパイアモブキャップ
ハロウィンのかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ヴァンパイアプレミアムジャイアントカー
ド

ハロウィンバンパイアスーツ
ハロウィンバンパイアブーツ
ハロウィンバンパイアハット
ハロウィンかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンヴァンパイアドレス
ハロウィンヴァンパイアリボンシューズ
ハロウィンヴァンパイアモブキャップ
ハロウィンのかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンバンパイアスーツ
ハロウィンバンパイアブーツ
ハロウィンバンパイアハット
ハロウィンかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンヴァンパイアドレス
ハロウィンヴァンパイアリボンシューズ
ハロウィンヴァンパイアモブキャップ
ハロウィンのかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンバンパイアスーツ
ハロウィンバンパイアブーツ
ハロウィンバンパイアハット
ハロウィンかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンヴァンパイアドレス
ハロウィンヴァンパイアリボンシューズ
ハロウィンヴァンパイアモブキャップ
ハロウィンのかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

フランケンシュタイン
プレミアムキャラクターカード

ハロウィンフランケンシュタインスーツ
ハロウィンフランケンシュタインブーツ
ハロウィンフランケンシュタインボルト
ハロウィンかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンフランケンシュタインドレス
ハロウィンフランケンシュタインヒール
ブーツ
ハロウィンフランケンシュタインのかつ
ら
ハロウィンのかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンフランケンシュタインスーツ
ハロウィンフランケンシュタインブーツ
ハロウィンフランケンシュタインボルト
ハロウィンかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンフランケンシュタインドレス
ハロウィンフランケンシュタインヒール
ブーツ
ハロウィンフランケンシュタインのかつ
ら
ハロウィンのかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンフランケンシュタインスーツ
ハロウィンフランケンシュタインブーツ
ハロウィンフランケンシュタインボルト
ハロウィンかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンフランケンシュタインドレス
ハロウィンフランケンシュタインヒール
ブーツ
ハロウィンフランケンシュタインのかつ
ら
ハロウィンのかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

フランケンシュタイン
プレミアムエルフカード

ハロウィンフランケンシュタインスーツ
ハロウィンフランケンシュタインブーツ
ハロウィンフランケンシュタインボルト
ハロウィンかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンフランケンシュタインドレス
ハロウィンフランケンシュタインヒール
ブーツ
ハロウィンフランケンシュタインのかつ
ら
ハロウィンのかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンフランケンシュタインスーツ
ハロウィンフランケンシュタインブーツ
ハロウィンフランケンシュタインボルト
ハロウィンかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンフランケンシュタインドレス
ハロウィンフランケンシュタインヒール
ブーツ
ハロウィンフランケンシュタインのかつ
ら
ハロウィンのかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンフランケンシュタインスーツ
ハロウィンフランケンシュタインブーツ
ハロウィンフランケンシュタインボルト
ハロウィンかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンフランケンシュタインドレス
ハロウィンフランケンシュタインヒール
ブーツ
ハロウィンフランケンシュタインのかつ
ら
ハロウィンのかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

フランケンシュタイン
プレミアムジャイアントカード

ハロウィンフランケンシュタインスーツ
ハロウィンフランケンシュタインブーツ
ハロウィンフランケンシュタインボルト
ハロウィンかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンフランケンシュタインドレス
ハロウィンフランケンシュタインヒール
ブーツ
ハロウィンフランケンシュタインのかつ
ら
ハロウィンのかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンフランケンシュタインスーツ
ハロウィンフランケンシュタインブーツ
ハロウィンフランケンシュタインボルト
ハロウィンかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンフランケンシュタインドレス
ハロウィンフランケンシュタインヒール
ブーツ
ハロウィンフランケンシュタインのかつ
ら
ハロウィンのかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンフランケンシュタインスーツ
ハロウィンフランケンシュタインブーツ
ハロウィンフランケンシュタインボルト
ハロウィンかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

ハロウィンフランケンシュタインドレス
ハロウィンフランケンシュタインヒール
ブーツ
ハロウィンフランケンシュタインのかつ
ら
ハロウィンのかぼちゃ箱
アクション「脅かす」

カードの名称
カード解体後に獲得できるプレゼントボックスを開けると獲得できるアイテム

人間 エルフ ジャイアント



男 女 男 女 男 女

<限定プレミアムキャラクターカード>
2012年冬限定

2012プレミアムウィンターニュービー
ウェア(男性用)
2012プレミアムウィンターニュービー
ブーツ(男性用)
2012プレミアムウィンターニュービーグ
ローブ(男性用)
2次タイトル「ファッションリーダーの」
キーワード「2012 冬限定キャラクター
カードの衣装収集」

2012 プレミアムウィンターニュービー
ウェア（女性用）
2012 プレミアムウィンターニュービー
ブーツ（女性用）
2012 プレミアムウィンターニュービー
グローブ（女性用）
2次タイトル「ファッションリーダーの」
キーワード「2012 冬限定キャラクター
カードの衣装収集」

2012プレミアムウィンターニュービー
ウェア(男性用)
2012プレミアムウィンターニュービー
ブーツ(男性用)
2012プレミアムウィンターニュービーグ
ローブ(男性用)
2次タイトル「ファッションリーダーの」
キーワード「2012 冬限定キャラクター
カードの衣装収集」

2012 プレミアムウィンターニュービー
ウェア（女性用）
2012 プレミアムウィンターニュービー
ブーツ（女性用）
2012 プレミアムウィンターニュービー
グローブ（女性用）
2次タイトル「ファッションリーダーの」
キーワード「2012 冬限定キャラクター
カードの衣装収集」

2012 ジャイアントプレミアムウィンター
ニュービーウェア（男性用）
2012 ジャイアントプレミアムウィンター
ニュービーブーツ（男性用）
2012 ジャイアントプレミアムウィンター
ニュービーグローブ（男性用）
2次タイトル「ファッションリーダーの」
キーワード「2012 冬限定キャラクター
カードの衣装収集」

2012ジャイアントプレミアムウィンター
ニュービーウェア（女性用）
2012ジャイアントプレミアムウィンター
ニュービーブーツ（女性用）
2012ジャイアントプレミアムウィンター
ニュービーグローブ（女性用）
2次タイトル「ファッションリーダーの」
キーワード「2012 冬限定キャラクター
カードの衣装収集」

<限定プレミアムエルフカード>
2012年冬限定

2012プレミアムウィンターニュービー
ウェア(男性用)
2012プレミアムウィンターニュービー
ブーツ(男性用)
2012プレミアムウィンターニュービーグ
ローブ(男性用)
2次タイトル「ファッションリーダーの」
キーワード「2012 冬限定キャラクター
カードの衣装収集」

2012 プレミアムウィンターニュービー
ウェア（女性用）
2012 プレミアムウィンターニュービー
ブーツ（女性用）
2012 プレミアムウィンターニュービー
グローブ（女性用）
2次タイトル「ファッションリーダーの」
キーワード「2012 冬限定キャラクター
カードの衣装収集」

2012プレミアムウィンターニュービー
ウェア(男性用)
2012プレミアムウィンターニュービー
ブーツ(男性用)
2012プレミアムウィンターニュービーグ
ローブ(男性用)
2次タイトル「ファッションリーダーの」
キーワード「2012 冬限定キャラクター
カードの衣装収集」

2012 プレミアムウィンターニュービー
ウェア（女性用）
2012 プレミアムウィンターニュービー
ブーツ（女性用）
2012 プレミアムウィンターニュービー
グローブ（女性用）
2次タイトル「ファッションリーダーの」
キーワード「2012 冬限定キャラクター
カードの衣装収集」

2012 ジャイアントプレミアムウィンター
ニュービーウェア（男性用）
2012 ジャイアントプレミアムウィンター
ニュービーブーツ（男性用）
2012 ジャイアントプレミアムウィンター
ニュービーグローブ（男性用）
2次タイトル「ファッションリーダーの」
キーワード「2012 冬限定キャラクター
カードの衣装収集」

2012ジャイアントプレミアムウィンター
ニュービーウェア（女性用）
2012ジャイアントプレミアムウィンター
ニュービーブーツ（女性用）
2012ジャイアントプレミアムウィンター
ニュービーグローブ（女性用）
2次タイトル「ファッションリーダーの」
キーワード「2012 冬限定キャラクター
カードの衣装収集」

<限定プレミアムジャイアントカード>
2012年冬限定

2012プレミアムウィンターニュービー
ウェア(男性用)
2012プレミアムウィンターニュービー
ブーツ(男性用)
2012プレミアムウィンターニュービーグ
ローブ(男性用)
2次タイトル「ファッションリーダーの」
キーワード「2012 冬限定キャラクター
カードの衣装収集」

2012 プレミアムウィンターニュービー
ウェア（女性用）
2012 プレミアムウィンターニュービー
ブーツ（女性用）
2012 プレミアムウィンターニュービー
グローブ（女性用）
2次タイトル「ファッションリーダーの」
キーワード「2012 冬限定キャラクター
カードの衣装収集」

2012プレミアムウィンターニュービー
ウェア(男性用)
2012プレミアムウィンターニュービー
ブーツ(男性用)
2012プレミアムウィンターニュービーグ
ローブ(男性用)
2次タイトル「ファッションリーダーの」
キーワード「2012 冬限定キャラクター
カードの衣装収集」

2012 プレミアムウィンターニュービー
ウェア（女性用）
2012 プレミアムウィンターニュービー
ブーツ（女性用）
2012 プレミアムウィンターニュービー
グローブ（女性用）
2次タイトル「ファッションリーダーの」
キーワード「2012 冬限定キャラクター
カードの衣装収集」

2012 ジャイアントプレミアムウィンター
ニュービーウェア（男性用）
2012 ジャイアントプレミアムウィンター
ニュービーブーツ（男性用）
2012 ジャイアントプレミアムウィンター
ニュービーグローブ（男性用）
2次タイトル「ファッションリーダーの」
キーワード「2012 冬限定キャラクター
カードの衣装収集」

2012ジャイアントプレミアムウィンター
ニュービーウェア（女性用）
2012ジャイアントプレミアムウィンター
ニュービーブーツ（女性用）
2012ジャイアントプレミアムウィンター
ニュービーグローブ（女性用）
2次タイトル「ファッションリーダーの」
キーワード「2012 冬限定キャラクター
カードの衣装収集」

限定プレミアムキャラクターカード
ナイトウィングプレートセット

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
色指定染色アンプル

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
色指定染色アンプル

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
色指定染色アンプル
※人間・ジャイアント専用

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
色指定染色アンプル
※人間・ジャイアント専用

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
色指定染色アンプル

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
色指定染色アンプル

限定プレミアムジャイアントカード
ナイトウィングプレートセット

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
色指定染色アンプル

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
色指定染色アンプル

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
色指定染色アンプル
※人間・ジャイアント専用

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
色指定染色アンプル
※人間・ジャイアント専用

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
色指定染色アンプル

ナイトウィングプレートアーマー
ナイトウィングプレートブーツ
ナイトウィングプレートガントレット
ナイトウィングプレートヘルム
色指定染色アンプル

2012年ハロウィン限定
プレミアムキャラクターカード

ハロウィンかぼちゃコウモリ衣装（男性
用）
ハロウィンかぼちゃコウモリブーツ（男
性用）
ハロウィンかぼちゃコウモリ傘
2次タイトル「ハッピーハロウィン」

ハロウィンかぼちゃコウモリ衣装（女性
用）
ハロウィンかぼちゃコウモリブーツ（女
性用）
ハロウィンかぼちゃコウモリ傘（女性
用）
2次タイトル「ハッピーハロウィン」

ハロウィンかぼちゃコウモリ衣装（男性
用）
ハロウィンかぼちゃコウモリブーツ（男
性用）
ハロウィンかぼちゃコウモリ傘
2次タイトル「ハッピーハロウィン」

ハロウィンかぼちゃコウモリ衣装（女性
用）
ハロウィンかぼちゃコウモリブーツ（女
性用）
ハロウィンかぼちゃコウモリ傘（女性
用）
2次タイトル「ハッピーハロウィン」

ハロウィンかぼちゃコウモリ衣装（男性
用）
ハロウィンかぼちゃコウモリブーツ（男
性用）
ハロウィンかぼちゃコウモリ傘
2次タイトル「ハッピーハロウィン」

ハロウィンかぼちゃコウモリ衣装（女性
用）
ハロウィンかぼちゃコウモリブーツ（女
性用）
ハロウィンかぼちゃコウモリ傘（女性
用）
2次タイトル「ハッピーハロウィン」

2012年ハロウィン限定
プレミアムエルフカード

ハロウィンかぼちゃコウモリ衣装（男性
用）
ハロウィンかぼちゃコウモリブーツ（男
性用）
ハロウィンかぼちゃコウモリ傘
2次タイトル「ハッピーハロウィン」

ハロウィンかぼちゃコウモリ衣装（女性
用）
ハロウィンかぼちゃコウモリブーツ（女
性用）
ハロウィンかぼちゃコウモリ傘（女性
用）
2次タイトル「ハッピーハロウィン」

ハロウィンかぼちゃコウモリ衣装（男性
用）
ハロウィンかぼちゃコウモリブーツ（男
性用）
ハロウィンかぼちゃコウモリ傘
2次タイトル「ハッピーハロウィン」

ハロウィンかぼちゃコウモリ衣装（女性
用）
ハロウィンかぼちゃコウモリブーツ（女
性用）
ハロウィンかぼちゃコウモリ傘（女性
用）
2次タイトル「ハッピーハロウィン」

ハロウィンかぼちゃコウモリ衣装（男性
用）
ハロウィンかぼちゃコウモリブーツ（男
性用）
ハロウィンかぼちゃコウモリ傘
2次タイトル「ハッピーハロウィン」

ハロウィンかぼちゃコウモリ衣装（女性
用）
ハロウィンかぼちゃコウモリブーツ（女
性用）
ハロウィンかぼちゃコウモリ傘（女性
用）
2次タイトル「ハッピーハロウィン」

2012年ハロウィン限定
プレミアムジャイアントカード

ハロウィンかぼちゃコウモリ衣装（男性
用）
ハロウィンかぼちゃコウモリブーツ（男
性用）
ハロウィンかぼちゃコウモリ傘
2次タイトル「ハッピーハロウィン」

ハロウィンかぼちゃコウモリ衣装（女性
用）
ハロウィンかぼちゃコウモリブーツ（女
性用）
ハロウィンかぼちゃコウモリ傘（女性
用）
2次タイトル「ハッピーハロウィン」

ハロウィンかぼちゃコウモリ衣装（男性
用）
ハロウィンかぼちゃコウモリブーツ（男
性用）
ハロウィンかぼちゃコウモリ傘
2次タイトル「ハッピーハロウィン」

ハロウィンかぼちゃコウモリ衣装（女性
用）
ハロウィンかぼちゃコウモリブーツ（女
性用）
ハロウィンかぼちゃコウモリ傘（女性
用）
2次タイトル「ハッピーハロウィン」

ハロウィンかぼちゃコウモリ衣装（男性
用）
ハロウィンかぼちゃコウモリブーツ（男
性用）
ハロウィンかぼちゃコウモリ傘
2次タイトル「ハッピーハロウィン」

ハロウィンかぼちゃコウモリ衣装（女性
用）
ハロウィンかぼちゃコウモリブーツ（女
性用）
ハロウィンかぼちゃコウモリ傘（女性
用）
2次タイトル「ハッピーハロウィン」

カードの名称
カード解体後に獲得できるプレゼントボックスを開けると獲得できるアイテム

人間 エルフ ジャイアント



男 女 男 女 男 女

初音ミク×KAITO
プレミアムキャラクターカード

KAITOの衣装
KAITOの靴
KAITOのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
KAITOの特別なメモ

初音ミクの衣装
初音ミクの靴
初音ミクのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
初音ミクの特別なメモ

KAITOの衣装
KAITOの靴
KAITOのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
KAITOの特別なメモ

初音ミクの衣装
初音ミクの靴
初音ミクのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
初音ミクの特別なメモ

KAITOの衣装
KAITOの靴
KAITOのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
KAITOの特別なメモ

初音ミクの衣装
初音ミクの靴
初音ミクのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
初音ミクの特別なメモ

初音ミク×KAITO
プレミアムエルフカード

KAITOの衣装
KAITOの靴
KAITOのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
KAITOの特別なメモ

初音ミクの衣装
初音ミクの靴
初音ミクのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
初音ミクの特別なメモ

KAITOの衣装
KAITOの靴
KAITOのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
KAITOの特別なメモ

初音ミクの衣装
初音ミクの靴
初音ミクのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
初音ミクの特別なメモ

KAITOの衣装
KAITOの靴
KAITOのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
KAITOの特別なメモ

初音ミクの衣装
初音ミクの靴
初音ミクのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
初音ミクの特別なメモ

初音ミク×KAITO
プレミアムジャイアントカード

KAITOの衣装
KAITOの靴
KAITOのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
KAITOの特別なメモ

初音ミクの衣装
初音ミクの靴
初音ミクのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
初音ミクの特別なメモ

KAITOの衣装
KAITOの靴
KAITOのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
KAITOの特別なメモ

初音ミクの衣装
初音ミクの靴
初音ミクのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
初音ミクの特別なメモ

KAITOの衣装
KAITOの靴
KAITOのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
KAITOの特別なメモ

初音ミクの衣装
初音ミクの靴
初音ミクのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
初音ミクの特別なメモ

鏡音リン×鏡音レン
プレミアムキャラクターカード

鏡音レンの衣装
鏡音レンの靴
鏡音レンのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
鏡音レンの特別なメモ

鏡音リンの衣装
鏡音リンの靴
鏡音リンのヘッドセット
鏡音リンの特別なメモ
初音ミクパーツ変更券

鏡音レンの衣装
鏡音レンの靴
鏡音レンのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
鏡音レンの特別なメモ

鏡音リンの衣装
鏡音リンの靴
鏡音リンのヘッドセット
鏡音リンの特別なメモ
初音ミクパーツ変更券

鏡音レンの衣装
鏡音レンの靴
鏡音レンのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
鏡音レンの特別なメモ

鏡音リンの衣装
鏡音リンの靴
鏡音リンのヘッドセット
鏡音リンの特別なメモ
初音ミクパーツ変更券

鏡音リン×鏡音レン
プレミアムエルフカード

鏡音レンの衣装
鏡音レンの靴
鏡音レンのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
鏡音レンの特別なメモ

鏡音リンの衣装
鏡音リンの靴
鏡音リンのヘッドセット
鏡音リンの特別なメモ
初音ミクパーツ変更券

鏡音レンの衣装
鏡音レンの靴
鏡音レンのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
鏡音レンの特別なメモ

鏡音リンの衣装
鏡音リンの靴
鏡音リンのヘッドセット
鏡音リンの特別なメモ
初音ミクパーツ変更券

鏡音レンの衣装
鏡音レンの靴
鏡音レンのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
鏡音レンの特別なメモ

鏡音リンの衣装
鏡音リンの靴
鏡音リンのヘッドセット
鏡音リンの特別なメモ
初音ミクパーツ変更券

鏡音リン×鏡音レン
プレミアムジャイアントカード

鏡音レンの衣装
鏡音レンの靴
鏡音レンのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
鏡音レンの特別なメモ

鏡音リンの衣装
鏡音リンの靴
鏡音リンのヘッドセット
鏡音リンの特別なメモ
初音ミクパーツ変更券

鏡音レンの衣装
鏡音レンの靴
鏡音レンのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
鏡音レンの特別なメモ

鏡音リンの衣装
鏡音リンの靴
鏡音リンのヘッドセット
鏡音リンの特別なメモ
初音ミクパーツ変更券

鏡音レンの衣装
鏡音レンの靴
鏡音レンのヘッドセット
初音ミクパーツ変更券
鏡音レンの特別なメモ

鏡音リンの衣装
鏡音リンの靴
鏡音リンのヘッドセット
鏡音リンの特別なメモ
初音ミクパーツ変更券

アラド戦記コスチューム
プレミアムキャラクターカード

アラド戦記ガンナーコスチューム衣装
アラド戦記ガンナーコスチューム手袋
アラド戦記ガンナーコスチューム靴
アラド戦記ガンナーコスチュームかつ
ら

アラド戦記メイジコスチューム衣装
アラド戦記メイジコスチューム靴
アラド戦記メイジコスチューム帽子

アラド戦記ガンナーコスチューム衣装
アラド戦記ガンナーコスチューム手袋
アラド戦記ガンナーコスチューム靴
アラド戦記ガンナーコスチュームかつ
ら

アラド戦記メイジコスチューム衣装
アラド戦記メイジコスチューム靴
アラド戦記メイジコスチューム帽子

アラド戦記ガンナーコスチューム衣装
アラド戦記ガンナーコスチューム手袋
アラド戦記ガンナーコスチューム靴
アラド戦記ガンナーコスチュームかつ
ら

アラド戦記メイジコスチューム衣装
アラド戦記メイジコスチューム靴
アラド戦記メイジコスチューム帽子

アラド戦記コスチューム
プレミアムエルフカード

アラド戦記ガンナーコスチューム衣装
アラド戦記ガンナーコスチューム手袋
アラド戦記ガンナーコスチューム靴
アラド戦記ガンナーコスチュームかつ
ら

アラド戦記メイジコスチューム衣装
アラド戦記メイジコスチューム靴
アラド戦記メイジコスチューム帽子

アラド戦記ガンナーコスチューム衣装
アラド戦記ガンナーコスチューム手袋
アラド戦記ガンナーコスチューム靴
アラド戦記ガンナーコスチュームかつ
ら

アラド戦記メイジコスチューム衣装
アラド戦記メイジコスチューム靴
アラド戦記メイジコスチューム帽子

アラド戦記ガンナーコスチューム衣装
アラド戦記ガンナーコスチューム手袋
アラド戦記ガンナーコスチューム靴
アラド戦記ガンナーコスチュームかつ
ら

アラド戦記メイジコスチューム衣装
アラド戦記メイジコスチューム靴
アラド戦記メイジコスチューム帽子

アラド戦記コスチューム
プレミアムジャイアントカード

アラド戦記ガンナーコスチューム衣装
アラド戦記ガンナーコスチューム手袋
アラド戦記ガンナーコスチューム靴
アラド戦記ガンナーコスチュームかつ
ら

アラド戦記メイジコスチューム衣装
アラド戦記メイジコスチューム靴
アラド戦記メイジコスチューム帽子

アラド戦記ガンナーコスチューム衣装
アラド戦記ガンナーコスチューム手袋
アラド戦記ガンナーコスチューム靴
アラド戦記ガンナーコスチュームかつ
ら

アラド戦記メイジコスチューム衣装
アラド戦記メイジコスチューム靴
アラド戦記メイジコスチューム帽子

アラド戦記ガンナーコスチューム衣装
アラド戦記ガンナーコスチューム手袋
アラド戦記ガンナーコスチューム靴
アラド戦記ガンナーコスチュームかつ
ら

アラド戦記メイジコスチューム衣装
アラド戦記メイジコスチューム靴
アラド戦記メイジコスチューム帽子

[ZERO]ベーシックキャラクターカード
初心者用ズボン
革シューズ
英雄才能変更券プレゼントボックス

初心者用スカート
革シューズ
英雄才能変更券プレゼントボックス

ニュービーウェア(男性用)
コンフォートアンクルブーツ
英雄才能変更券プレゼントボックス

ニュービーウェア(女性用)
コンフォートアンクルブーツ
英雄才能変更券プレゼントボックス

ジャイアントニュービーウェア(男性用）
ジャイアント伝統靴
英雄才能変更券プレゼントボックス

ジャイアントニュービーウェア（女性用）
ジャイアント伝統靴
英雄才能変更券プレゼントボックス

[ZERO]ベーシックエルフカード
初心者用ズボン
革シューズ
英雄才能変更券プレゼントボックス

初心者用スカート
革シューズ
英雄才能変更券プレゼントボックス

ニュービーウェア(男性用)
コンフォートアンクルブーツ
英雄才能変更券プレゼントボックス

ニュービーウェア(女性用)
コンフォートアンクルブーツ
英雄才能変更券プレゼントボックス

ジャイアントニュービーウェア(男性用）
ジャイアント伝統靴
英雄才能変更券プレゼントボックス

ジャイアントニュービーウェア（女性用）
ジャイアント伝統靴
英雄才能変更券プレゼントボックス

[ZERO]ベーシックジャイアントカード
初心者用ズボン
革シューズ
英雄才能変更券プレゼントボックス

初心者用スカート
革シューズ
英雄才能変更券プレゼントボックス

ニュービーウェア(男性用)
コンフォートアンクルブーツ
英雄才能変更券プレゼントボックス

ニュービーウェア(女性用)
コンフォートアンクルブーツ
英雄才能変更券プレゼントボックス

ジャイアントニュービーウェア(男性用）
ジャイアント伝統靴
英雄才能変更券プレゼントボックス

ジャイアントニュービーウェア（女性用）
ジャイアント伝統靴
英雄才能変更券プレゼントボックス

カードの名称
カード解体後に獲得できるプレゼントボックスを開けると獲得できるアイテム

人間 エルフ ジャイアント



男 女 男 女 男 女

ソードアート・オンライン
プレミアムキャラクターカード

キリトのSAOバージョン衣装
キリトのSAOバージョン手袋
キリトのSAOバージョン靴
SAOパーツ変更券
キリトSAOバージョン2次タイトル獲得
クーポン

アスナのSAOバージョン衣装
アスナのSAOバージョン靴
SAOパーツ変更券
アスナSAOバージョン2次タイトル獲得
クーポン

キリトのSAOバージョン衣装
キリトのSAOバージョン手袋
キリトのSAOバージョン靴
SAOパーツ変更券
キリトSAOバージョン2次タイトル獲得
クーポン

アスナのSAOバージョン衣装
アスナのSAOバージョン靴
SAOパーツ変更券
アスナSAOバージョン2次タイトル獲得
クーポン

キリトのSAOバージョン衣装
キリトのSAOバージョン手袋
キリトのSAOバージョン靴
SAOパーツ変更券
キリトSAOバージョン2次タイトル獲得
クーポン

アスナのSAOバージョン衣装
アスナのSAOバージョン靴
SAOパーツ変更券
アスナSAOバージョン2次タイトル獲得
クーポン

ソードアート・オンライン
プレミアムエルフカード

キリトのSAOバージョン衣装
キリトのSAOバージョン手袋
キリトのSAOバージョン靴
SAOパーツ変更券
キリトSAOバージョン2次タイトル獲得
クーポン

アスナのSAOバージョン衣装
アスナのSAOバージョン靴
SAOパーツ変更券
アスナSAOバージョン2次タイトル獲得
クーポン

キリトのSAOバージョン衣装
キリトのSAOバージョン手袋
キリトのSAOバージョン靴
SAOパーツ変更券
キリトSAOバージョン2次タイトル獲得
クーポン

アスナのSAOバージョン衣装
アスナのSAOバージョン靴
SAOパーツ変更券
アスナSAOバージョン2次タイトル獲得
クーポン

キリトのSAOバージョン衣装
キリトのSAOバージョン手袋
キリトのSAOバージョン靴
SAOパーツ変更券
キリトSAOバージョン2次タイトル獲得
クーポン

アスナのSAOバージョン衣装
アスナのSAOバージョン靴
SAOパーツ変更券
アスナSAOバージョン2次タイトル獲得
クーポン

ソードアート・オンライン
プレミアムジャイアントカード

キリトのSAOバージョン衣装
キリトのSAOバージョン手袋
キリトのSAOバージョン靴
SAOパーツ変更券
キリトSAOバージョン2次タイトル獲得
クーポン

アスナのSAOバージョン衣装
アスナのSAOバージョン靴
SAOパーツ変更券
アスナSAOバージョン2次タイトル獲得
クーポン

キリトのSAOバージョン衣装
キリトのSAOバージョン手袋
キリトのSAOバージョン靴
SAOパーツ変更券
キリトSAOバージョン2次タイトル獲得
クーポン

アスナのSAOバージョン衣装
アスナのSAOバージョン靴
SAOパーツ変更券
アスナSAOバージョン2次タイトル獲得
クーポン

キリトのSAOバージョン衣装
キリトのSAOバージョン手袋
キリトのSAOバージョン靴
SAOパーツ変更券
キリトSAOバージョン2次タイトル獲得
クーポン

アスナのSAOバージョン衣装
アスナのSAOバージョン靴
SAOパーツ変更券
アスナSAOバージョン2次タイトル獲得
クーポン

[ZERO]マーリン
プレミアムキャラクターカード

マーリンサークルウェア(男性用)
マーリンサークルブーツ(男性用)
マーリンサークルリストバンド
マーリンサークルイヤリング(男性用)
マーリン才能変更券

マーリンサークルウェア(女性用)
マーリンサークルブーツ(女性用)
マーリンサークルリストバンド
マーリンサークルイヤリング(女性用)
マーリン才能変更券

マーリンサークルウェア(男性用)
マーリンサークルブーツ(男性用)
マーリンサークルリストバンド
マーリンサークルイヤリング(男性用)
マーリン才能変更券

マーリンサークルウェア(女性用)
マーリンサークルブーツ(女性用)
マーリンサークルリストバンド
マーリンサークルイヤリング(女性用)
マーリン才能変更券

マーリンサークルウェア(男性用)
マーリンサークルブーツ(男性用)
マーリンサークルリストバンド
マーリンサークルイヤリング(男性用)
マーリン才能変更券

マーリンサークルウェア(女性用)
マーリンサークルブーツ(女性用)
マーリンサークルリストバンド
マーリンサークルイヤリング(女性用)
マーリン才能変更券

[ZERO]マーリン
プレミアムエルフカード

マーリンサークルウェア(男性用)
マーリンサークルブーツ(男性用)
マーリンサークルリストバンド
マーリンサークルイヤリング(男性用)
マーリン才能変更券

マーリンサークルウェア(女性用)
マーリンサークルブーツ(女性用)
マーリンサークルリストバンド
マーリンサークルイヤリング(女性用)
マーリン才能変更券

マーリンサークルウェア(男性用)
マーリンサークルブーツ(男性用)
マーリンサークルリストバンド
マーリンサークルイヤリング(男性用)
マーリン才能変更券

マーリンサークルウェア(女性用)
マーリンサークルブーツ(女性用)
マーリンサークルリストバンド
マーリンサークルイヤリング(女性用)
マーリン才能変更券

マーリンサークルウェア(男性用)
マーリンサークルブーツ(男性用)
マーリンサークルリストバンド
マーリンサークルイヤリング(男性用)
マーリン才能変更券

マーリンサークルウェア(女性用)
マーリンサークルブーツ(女性用)
マーリンサークルリストバンド
マーリンサークルイヤリング(女性用)
マーリン才能変更券

[ZERO]マーリン
プレミアムジャイアントカード

マーリンサークルウェア(男性用)
マーリンサークルブーツ(男性用)
マーリンサークルリストバンド
マーリンサークルイヤリング(男性用)
マーリン才能変更券

マーリンサークルウェア(女性用)
マーリンサークルブーツ(女性用)
マーリンサークルリストバンド
マーリンサークルイヤリング(女性用)
マーリン才能変更券

マーリンサークルウェア(男性用)
マーリンサークルブーツ(男性用)
マーリンサークルリストバンド
マーリンサークルイヤリング(男性用)
マーリン才能変更券

マーリンサークルウェア(女性用)
マーリンサークルブーツ(女性用)
マーリンサークルリストバンド
マーリンサークルイヤリング(女性用)
マーリン才能変更券

マーリンサークルウェア(男性用)
マーリンサークルブーツ(男性用)
マーリンサークルリストバンド
マーリンサークルイヤリング(男性用)
マーリン才能変更券

マーリンサークルウェア(女性用)
マーリンサークルブーツ(女性用)
マーリンサークルリストバンド
マーリンサークルイヤリング(女性用)
マーリン才能変更券

[ZERO]アリア
プレミアムキャラクターカード

アリアサークルウェア(男性用)
アリアサークルブーツ(男性用)
アリアサークルイヤーカフス(男性用)
アリア才能変更券

アリアサークルウェア（女性用）
アリアサークルブーツ（女性用）
アリアサークルイヤーカフス（エルフ女
性用）
アリア才能変更券

アリアサークルウェア(男性用)
アリアサークルブーツ(男性用)
アリアサークルイヤーカフス(男性用)
アリア才能変更券

アリアサークルウェア（女性用）
アリアサークルブーツ（女性用）
アリアサークルイヤーカフス（エルフ女
性用）
アリア才能変更券

アリアサークルウェア(男性用)
アリアサークルブーツ(男性用)
アリアサークルイヤーカフス(男性用)
アリア才能変更券

アリアサークルウェア（女性用）
アリアサークルブーツ（女性用）
アリアサークルイヤーカフス（エルフ女
性用）
アリア才能変更券

[ZERO]アリア
プレミアムエルフカード

アリアサークルウェア(男性用)
アリアサークルブーツ(男性用)
アリアサークルイヤーカフス(男性用)
アリア才能変更券

アリアサークルウェア（女性用）
アリアサークルブーツ（女性用）
アリアサークルイヤーカフス（エルフ女
性用）
アリア才能変更券

アリアサークルウェア(男性用)
アリアサークルブーツ(男性用)
アリアサークルイヤーカフス(男性用)
アリア才能変更券

アリアサークルウェア（女性用）
アリアサークルブーツ（女性用）
アリアサークルイヤーカフス（エルフ女
性用）
アリア才能変更券

アリアサークルウェア(男性用)
アリアサークルブーツ(男性用)
アリアサークルイヤーカフス(男性用)
アリア才能変更券

アリアサークルウェア（女性用）
アリアサークルブーツ（女性用）
アリアサークルイヤーカフス（エルフ女
性用）
アリア才能変更券

[ZERO]アリア
プレミアムジャイアントカード

アリアサークルウェア(男性用)
アリアサークルブーツ(男性用)
アリアサークルイヤーカフス(男性用)
アリア才能変更券

アリアサークルウェア（女性用）
アリアサークルブーツ（女性用）
アリアサークルイヤーカフス（エルフ女
性用）
アリア才能変更券

アリアサークルウェア(男性用)
アリアサークルブーツ(男性用)
アリアサークルイヤーカフス(男性用)
アリア才能変更券

アリアサークルウェア（女性用）
アリアサークルブーツ（女性用）
アリアサークルイヤーカフス（エルフ女
性用）
アリア才能変更券

アリアサークルウェア(男性用)
アリアサークルブーツ(男性用)
アリアサークルイヤーカフス(男性用)
アリア才能変更券

アリアサークルウェア（女性用）
アリアサークルブーツ（女性用）
アリアサークルイヤーカフス（エルフ女
性用）
アリア才能変更券

カードの名称
カード解体後に獲得できるプレゼントボックスを開けると獲得できるアイテム

人間 エルフ ジャイアント



男 女 男 女 男 女

[ZERO]プロフェッサーJ
プレミアムキャラクターカード

プロフェッサーJサークルウェア(男性
用)
プロフェッサーJサークルブーツ(男性
用)
プロフェッサーJサークルグローブ(男
性用)
プロフェッサーJサークルハット(男性
用)
プロフェッサーJ才能変更券

プロフェッサーＪサークルウェア（女性
用）
プロフェッサーＪサークルブーツ（女性
用）
プロフェッサーＪサークルハット（女性
用）
プロフェッサーＪサークルグローブ（女
性用）
プロフェッサーJ才能変更券

プロフェッサーJサークルウェア(男性
用)
プロフェッサーJサークルブーツ(男性
用)
プロフェッサーJサークルグローブ(男
性用)
プロフェッサーJサークルハット(男性
用)
プロフェッサーJ才能変更券

プロフェッサーＪサークルウェア（女性
用）
プロフェッサーＪサークルブーツ（女性
用）
プロフェッサーＪサークルハット（女性
用）
プロフェッサーＪサークルグローブ（女
性用）
プロフェッサーJ才能変更券

プロフェッサーJサークルウェア(男性
用)
プロフェッサーJサークルブーツ(男性
用)
プロフェッサーJサークルグローブ(男
性用)
プロフェッサーJサークルハット(男性
用)
プロフェッサーJ才能変更券

プロフェッサーＪサークルウェア（女性
用）
プロフェッサーＪサークルブーツ（女性
用）
プロフェッサーＪサークルハット（女性
用）
プロフェッサーＪサークルグローブ（女
性用）
プロフェッサーJ才能変更券

[ZERO]プロフェッサーJ
プレミアムエルフカード

プロフェッサーJサークルウェア(男性
用)
プロフェッサーJサークルブーツ(男性
用)
プロフェッサーJサークルグローブ(男
性用)
プロフェッサーJサークルハット(男性
用)
プロフェッサーJ才能変更券

プロフェッサーＪサークルウェア（女性
用）
プロフェッサーＪサークルブーツ（女性
用）
プロフェッサーＪサークルハット（女性
用）
プロフェッサーＪサークルグローブ（女
性用）
プロフェッサーJ才能変更券

プロフェッサーJサークルウェア(男性
用)
プロフェッサーJサークルブーツ(男性
用)
プロフェッサーJサークルグローブ(男
性用)
プロフェッサーJサークルハット(男性
用)
プロフェッサーJ才能変更券

プロフェッサーＪサークルウェア（女性
用）
プロフェッサーＪサークルブーツ（女性
用）
プロフェッサーＪサークルハット（女性
用）
プロフェッサーＪサークルグローブ（女
性用）
プロフェッサーJ才能変更券

プロフェッサーJサークルウェア(男性
用)
プロフェッサーJサークルブーツ(男性
用)
プロフェッサーJサークルグローブ(男
性用)
プロフェッサーJサークルハット(男性
用)
プロフェッサーJ才能変更券

プロフェッサーＪサークルウェア（女性
用）
プロフェッサーＪサークルブーツ（女性
用）
プロフェッサーＪサークルハット（女性
用）
プロフェッサーＪサークルグローブ（女
性用）
プロフェッサーJ才能変更券

[ZERO]プロフェッサーJ
プレミアムジャイアントカード

プロフェッサーJサークルウェア(男性
用)
プロフェッサーJサークルブーツ(男性
用)
プロフェッサーJサークルグローブ(男
性用)
プロフェッサーJサークルハット(男性
用)
プロフェッサーJ才能変更券

プロフェッサーＪサークルウェア（女性
用）
プロフェッサーＪサークルブーツ（女性
用）
プロフェッサーＪサークルハット（女性
用）
プロフェッサーＪサークルグローブ（女
性用）
プロフェッサーJ才能変更券

プロフェッサーJサークルウェア(男性
用)
プロフェッサーJサークルブーツ(男性
用)
プロフェッサーJサークルグローブ(男
性用)
プロフェッサーJサークルハット(男性
用)
プロフェッサーJ才能変更券

プロフェッサーＪサークルウェア（女性
用）
プロフェッサーＪサークルブーツ（女性
用）
プロフェッサーＪサークルハット（女性
用）
プロフェッサーＪサークルグローブ（女
性用）
プロフェッサーJ才能変更券

プロフェッサーJサークルウェア(男性
用)
プロフェッサーJサークルブーツ(男性
用)
プロフェッサーJサークルグローブ(男
性用)
プロフェッサーJサークルハット(男性
用)
プロフェッサーJ才能変更券

プロフェッサーＪサークルウェア（女性
用）
プロフェッサーＪサークルブーツ（女性
用）
プロフェッサーＪサークルハット（女性
用）
プロフェッサーＪサークルグローブ（女
性用）
プロフェッサーJ才能変更券

[ZERO]マスターシェフ
プレミアムキャラクターカード

マスターシェフのユニフォーム(男性用)
マスターシェフサークルセーフティブー
ツ(男性用)
マスターシェフ才能変更券

マスターシェフのユニフォーム（女性
用）
マスターシェフサークルセーフティブー
ツ（女性用）
マスターシェフ才能変更券

マスターシェフのユニフォーム(男性用)
マスターシェフサークルセーフティブー
ツ(男性用)
マスターシェフ才能変更券

マスターシェフのユニフォーム（女性
用）
マスターシェフサークルセーフティブー
ツ（女性用）
マスターシェフ才能変更券

マスターシェフのユニフォーム(男性用)
マスターシェフサークルセーフティブー
ツ(男性用)
マスターシェフ才能変更券

マスターシェフのユニフォーム（女性
用）
マスターシェフサークルセーフティブー
ツ（女性用）
マスターシェフ才能変更券

[ZERO]マスターシェフ
プレミアムエルフカード

マスターシェフのユニフォーム(男性用)
マスターシェフサークルセーフティブー
ツ(男性用)
マスターシェフ才能変更券

マスターシェフのユニフォーム（女性
用）
マスターシェフサークルセーフティブー
ツ（女性用）
マスターシェフ才能変更券

マスターシェフのユニフォーム(男性用)
マスターシェフサークルセーフティブー
ツ(男性用)
マスターシェフ才能変更券

マスターシェフのユニフォーム（女性
用）
マスターシェフサークルセーフティブー
ツ（女性用）
マスターシェフ才能変更券

マスターシェフのユニフォーム(男性用)
マスターシェフサークルセーフティブー
ツ(男性用)
マスターシェフ才能変更券

マスターシェフのユニフォーム（女性
用）
マスターシェフサークルセーフティブー
ツ（女性用）
マスターシェフ才能変更券

[ZERO]マスターシェフ
プレミアムジャイアントカード

マスターシェフのユニフォーム(男性用)
マスターシェフサークルセーフティブー
ツ(男性用)
マスターシェフ才能変更券

マスターシェフのユニフォーム（女性
用）
マスターシェフサークルセーフティブー
ツ（女性用）
マスターシェフ才能変更券

マスターシェフのユニフォーム(男性用)
マスターシェフサークルセーフティブー
ツ(男性用)
マスターシェフ才能変更券

マスターシェフのユニフォーム（女性
用）
マスターシェフサークルセーフティブー
ツ（女性用）
マスターシェフ才能変更券

マスターシェフのユニフォーム(男性用)
マスターシェフサークルセーフティブー
ツ(男性用)
マスターシェフ才能変更券

マスターシェフのユニフォーム（女性
用）
マスターシェフサークルセーフティブー
ツ（女性用）
マスターシェフ才能変更券

[ZERO]トレジャーハンター
プレミアムキャラクターカード

トレジャーハンター探検服(男性用)
トレジャーハンタートレッキングシュー
ズ(男性用)
トレジャーハンターグローブ(男性用)
トレジャーハンター才能変更券

トレジャーハンター探検服(女性用)
トレジャーハンタートレッキングシュー
ズ(女性用)
トレジャーハンターグローブ(女性用)
トレジャーハンター才能変更券

トレジャーハンター探検服(男性用)
トレジャーハンタートレッキングシュー
ズ(男性用)
トレジャーハンターグローブ(男性用)
トレジャーハンター才能変更券

トレジャーハンター探検服(女性用)
トレジャーハンタートレッキングシュー
ズ(女性用)
トレジャーハンターグローブ(女性用)
トレジャーハンター才能変更券

トレジャーハンター探検服(男性用)
トレジャーハンタートレッキングシュー
ズ(男性用)
トレジャーハンターグローブ(男性用)
トレジャーハンター才能変更券

トレジャーハンター探検服(女性用)
トレジャーハンタートレッキングシュー
ズ(女性用)
トレジャーハンターグローブ(女性用)
トレジャーハンター才能変更券

[ZERO]トレジャーハンター
プレミアムエルフカード

トレジャーハンター探検服(男性用)
トレジャーハンタートレッキングシュー
ズ(男性用)
トレジャーハンターグローブ(男性用)
トレジャーハンター才能変更券

トレジャーハンター探検服(女性用)
トレジャーハンタートレッキングシュー
ズ(女性用)
トレジャーハンターグローブ(女性用)
トレジャーハンター才能変更券

トレジャーハンター探検服(男性用)
トレジャーハンタートレッキングシュー
ズ(男性用)
トレジャーハンターグローブ(男性用)
トレジャーハンター才能変更券

トレジャーハンター探検服(女性用)
トレジャーハンタートレッキングシュー
ズ(女性用)
トレジャーハンターグローブ(女性用)
トレジャーハンター才能変更券

トレジャーハンター探検服(男性用)
トレジャーハンタートレッキングシュー
ズ(男性用)
トレジャーハンターグローブ(男性用)
トレジャーハンター才能変更券

トレジャーハンター探検服(女性用)
トレジャーハンタートレッキングシュー
ズ(女性用)
トレジャーハンターグローブ(女性用)
トレジャーハンター才能変更券

[ZERO]トレジャーハンター
プレミアムジャイアントカード

トレジャーハンター探検服(男性用)
トレジャーハンタートレッキングシュー
ズ(男性用)
トレジャーハンターグローブ(男性用)
トレジャーハンター才能変更券

トレジャーハンター探検服(女性用)
トレジャーハンタートレッキングシュー
ズ(女性用)
トレジャーハンターグローブ(女性用)
トレジャーハンター才能変更券

トレジャーハンター探検服(男性用)
トレジャーハンタートレッキングシュー
ズ(男性用)
トレジャーハンターグローブ(男性用)
トレジャーハンター才能変更券

トレジャーハンター探検服(女性用)
トレジャーハンタートレッキングシュー
ズ(女性用)
トレジャーハンターグローブ(女性用)
トレジャーハンター才能変更券

トレジャーハンター探検服(男性用)
トレジャーハンタートレッキングシュー
ズ(男性用)
トレジャーハンターグローブ(男性用)
トレジャーハンター才能変更券

トレジャーハンター探検服(女性用)
トレジャーハンタートレッキングシュー
ズ(女性用)
トレジャーハンターグローブ(女性用)
トレジャーハンター才能変更券

カードの名称
カード解体後に獲得できるプレゼントボックスを開けると獲得できるアイテム

人間 エルフ ジャイアント



男 女 男 女 男 女

ヴァンパイアハンター
プレミアムキャラクターカード

ヴァンパイアハンターの衣装(男性用)
ヴァンパイアハンターの靴(男性用)
ヴァンパイアハンターの帽子(男性用)

ヴァンパイアハンターの衣装(女性用)
ヴァンパイアハンターのブーツ(女性
用)
ヴァンパイアハンターの手袋(女性用)
ヴァンパイアハンターの帽子(女性用)

ヴァンパイアハンターの衣装(男性用)
ヴァンパイアハンターの靴(男性用)
ヴァンパイアハンターの帽子(男性用)

ヴァンパイアハンターの衣装(女性用)
ヴァンパイアハンターのブーツ(女性
用)
ヴァンパイアハンターの手袋(女性用)
ヴァンパイアハンターの帽子(女性用)

ヴァンパイアハンターの衣装(男性用)
ヴァンパイアハンターの靴(男性用)
ヴァンパイアハンターの帽子(男性用)

ヴァンパイアハンターの衣装(女性用)
ヴァンパイアハンターのブーツ(女性
用)
ヴァンパイアハンターの手袋(女性用)
ヴァンパイアハンターの帽子(女性用)

ヴァンパイアハンター
プレミアムエルフカード

ヴァンパイアハンターの衣装(男性用)
ヴァンパイアハンターの靴(男性用)
ヴァンパイアハンターの帽子(男性用)

ヴァンパイアハンターの衣装(女性用)
ヴァンパイアハンターのブーツ(女性
用)
ヴァンパイアハンターの手袋(女性用)
ヴァンパイアハンターの帽子(女性用)

ヴァンパイアハンターの衣装(男性用)
ヴァンパイアハンターの靴(男性用)
ヴァンパイアハンターの帽子(男性用)

ヴァンパイアハンターの衣装(女性用)
ヴァンパイアハンターのブーツ(女性
用)
ヴァンパイアハンターの手袋(女性用)
ヴァンパイアハンターの帽子(女性用)

ヴァンパイアハンターの衣装(男性用)
ヴァンパイアハンターの靴(男性用)
ヴァンパイアハンターの帽子(男性用)

ヴァンパイアハンターの衣装(女性用)
ヴァンパイアハンターのブーツ(女性
用)
ヴァンパイアハンターの手袋(女性用)
ヴァンパイアハンターの帽子(女性用)

ヴァンパイアハンター
プレミアムジャイアントカード

ヴァンパイアハンターの衣装(男性用)
ヴァンパイアハンターの靴(男性用)
ヴァンパイアハンターの帽子(男性用)

ヴァンパイアハンターの衣装(女性用)
ヴァンパイアハンターのブーツ(女性
用)
ヴァンパイアハンターの手袋(女性用)
ヴァンパイアハンターの帽子(女性用)

ヴァンパイアハンターの衣装(男性用)
ヴァンパイアハンターの靴(男性用)
ヴァンパイアハンターの帽子(男性用)

ヴァンパイアハンターの衣装(女性用)
ヴァンパイアハンターのブーツ(女性
用)
ヴァンパイアハンターの手袋(女性用)
ヴァンパイアハンターの帽子(女性用)

ヴァンパイアハンターの衣装(男性用)
ヴァンパイアハンターの靴(男性用)
ヴァンパイアハンターの帽子(男性用)

ヴァンパイアハンターの衣装(女性用)
ヴァンパイアハンターのブーツ(女性
用)
ヴァンパイアハンターの手袋(女性用)
ヴァンパイアハンターの帽子(女性用)

鬼霊キョンシー
プレミアムキャラクターカード

鬼霊キョンシーの衣装(男性用)
鬼霊キョンシーの靴(男性用)
鬼霊キョンシーの手袋(男性用)
鬼霊キョンシーの帽子(男性用)

鬼霊キョンシーの衣装(女性用)
鬼霊キョンシーの靴(女性用)
鬼霊キョンシーの手袋(女性用)
鬼霊キョンシーの帽子(女性用)

鬼霊キョンシーの衣装(男性用)
鬼霊キョンシーの靴(男性用)
鬼霊キョンシーの手袋(男性用)
鬼霊キョンシーの帽子(男性用)

鬼霊キョンシーの衣装(女性用)
鬼霊キョンシーの靴(女性用)
鬼霊キョンシーの手袋(女性用)
鬼霊キョンシーの帽子(女性用)

鬼霊キョンシーの衣装(男性用)
鬼霊キョンシーの靴(男性用)
鬼霊キョンシーの手袋(男性用)
鬼霊キョンシーの帽子(男性用)

鬼霊キョンシーの衣装(女性用)
鬼霊キョンシーの靴(女性用)
鬼霊キョンシーの手袋(女性用)
鬼霊キョンシーの帽子(女性用)

鬼霊キョンシー
プレミアムエルフカード

鬼霊キョンシーの衣装(男性用)
鬼霊キョンシーの靴(男性用)
鬼霊キョンシーの手袋(男性用)
鬼霊キョンシーの帽子(男性用)

鬼霊キョンシーの衣装(女性用)
鬼霊キョンシーの靴(女性用)
鬼霊キョンシーの手袋(女性用)
鬼霊キョンシーの帽子(女性用)

鬼霊キョンシーの衣装(男性用)
鬼霊キョンシーの靴(男性用)
鬼霊キョンシーの手袋(男性用)
鬼霊キョンシーの帽子(男性用)

鬼霊キョンシーの衣装(女性用)
鬼霊キョンシーの靴(女性用)
鬼霊キョンシーの手袋(女性用)
鬼霊キョンシーの帽子(女性用)

鬼霊キョンシーの衣装(男性用)
鬼霊キョンシーの靴(男性用)
鬼霊キョンシーの手袋(男性用)
鬼霊キョンシーの帽子(男性用)

鬼霊キョンシーの衣装(女性用)
鬼霊キョンシーの靴(女性用)
鬼霊キョンシーの手袋(女性用)
鬼霊キョンシーの帽子(女性用)

鬼霊キョンシー
プレミアムジャイアントカード

鬼霊キョンシーの衣装(男性用)
鬼霊キョンシーの靴(男性用)
鬼霊キョンシーの手袋(男性用)
鬼霊キョンシーの帽子(男性用)

鬼霊キョンシーの衣装(女性用)
鬼霊キョンシーの靴(女性用)
鬼霊キョンシーの手袋(女性用)
鬼霊キョンシーの帽子(女性用)

鬼霊キョンシーの衣装(男性用)
鬼霊キョンシーの靴(男性用)
鬼霊キョンシーの手袋(男性用)
鬼霊キョンシーの帽子(男性用)

鬼霊キョンシーの衣装(女性用)
鬼霊キョンシーの靴(女性用)
鬼霊キョンシーの手袋(女性用)
鬼霊キョンシーの帽子(女性用)

鬼霊キョンシーの衣装(男性用)
鬼霊キョンシーの靴(男性用)
鬼霊キョンシーの手袋(男性用)
鬼霊キョンシーの帽子(男性用)

鬼霊キョンシーの衣装(女性用)
鬼霊キョンシーの靴(女性用)
鬼霊キョンシーの手袋(女性用)
鬼霊キョンシーの帽子(女性用)

ボンボンサンタ
プレミアムキャラクターカード

ボンボンサンタ衣装(男性用)
ボンボンサンタ靴(男性用)

ボンボンサンタ衣装（女性用）
ボンボンサンタ靴（女性用）

ボンボンサンタ衣装(男性用)
ボンボンサンタ靴(男性用)

ボンボンサンタ衣装（女性用）
ボンボンサンタ靴（女性用）

ボンボンサンタ衣装(男性用)
ボンボンサンタ靴(男性用)

ボンボンサンタ衣装（女性用）
ボンボンサンタ靴（女性用）

ボンボンサンタ
プレミアムエルフカード

ボンボンサンタ衣装(男性用)
ボンボンサンタ靴(男性用)

ボンボンサンタ衣装（女性用）
ボンボンサンタ靴（女性用）

ボンボンサンタ衣装(男性用)
ボンボンサンタ靴(男性用)

ボンボンサンタ衣装（女性用）
ボンボンサンタ靴（女性用）

ボンボンサンタ衣装(男性用)
ボンボンサンタ靴(男性用)

ボンボンサンタ衣装（女性用）
ボンボンサンタ靴（女性用）

ボンボンサンタ
プレミアムジャイアントカード

ボンボンサンタ衣装(男性用)
ボンボンサンタ靴(男性用)

ボンボンサンタ衣装（女性用）
ボンボンサンタ靴（女性用）

ボンボンサンタ衣装(男性用)
ボンボンサンタ靴(男性用)

ボンボンサンタ衣装（女性用）
ボンボンサンタ靴（女性用）

ボンボンサンタ衣装(男性用)
ボンボンサンタ靴(男性用)

ボンボンサンタ衣装（女性用）
ボンボンサンタ靴（女性用）

チョコワッフル
プレミアムキャラクターカード

チョコワッフルスーツ
チョコワッフルシューズ
チョコワッフルブレスレット
チョコワッフルハット
チョコワッフルハート鍵

チョコワッフルドレス
チョコワッフルリボンシューズ
チョコワッフルヘアアクセサリー
チョコワッフルハートクラッチバック
チョコワッフルハートの指輪

チョコワッフルスーツ
チョコワッフルシューズ
チョコワッフルブレスレット
チョコワッフルハット
チョコワッフルハート鍵

チョコワッフルドレス
チョコワッフルリボンシューズ
チョコワッフルヘアアクセサリー
チョコワッフルハートクラッチバック
チョコワッフルハートの指輪

チョコワッフルスーツ
チョコワッフルシューズ
チョコワッフルブレスレット
チョコワッフルハット
チョコワッフルハート鍵

チョコワッフルドレス
チョコワッフルリボンシューズ
チョコワッフルヘアアクセサリー
チョコワッフルハートクラッチバック
チョコワッフルハートの指輪

チョコワッフル
プレミアムエルフカード

チョコワッフルスーツ
チョコワッフルシューズ
チョコワッフルブレスレット
チョコワッフルハット
チョコワッフルハート鍵

チョコワッフルドレス
チョコワッフルリボンシューズ
チョコワッフルヘアアクセサリー
チョコワッフルハートクラッチバック
チョコワッフルハートの指輪

チョコワッフルスーツ
チョコワッフルシューズ
チョコワッフルブレスレット
チョコワッフルハット
チョコワッフルハート鍵

チョコワッフルドレス
チョコワッフルリボンシューズ
チョコワッフルヘアアクセサリー
チョコワッフルハートクラッチバック
チョコワッフルハートの指輪

チョコワッフルスーツ
チョコワッフルシューズ
チョコワッフルブレスレット
チョコワッフルハット
チョコワッフルハート鍵

チョコワッフルドレス
チョコワッフルリボンシューズ
チョコワッフルヘアアクセサリー
チョコワッフルハートクラッチバック
チョコワッフルハートの指輪

チョコワッフル
プレミアムジャイアントカード

チョコワッフルスーツ
チョコワッフルシューズ
チョコワッフルブレスレット
チョコワッフルハット
チョコワッフルハート鍵

チョコワッフルドレス
チョコワッフルリボンシューズ
チョコワッフルヘアアクセサリー
チョコワッフルハートクラッチバック
チョコワッフルハートの指輪

チョコワッフルスーツ
チョコワッフルシューズ
チョコワッフルブレスレット
チョコワッフルハット
チョコワッフルハート鍵

チョコワッフルドレス
チョコワッフルリボンシューズ
チョコワッフルヘアアクセサリー
チョコワッフルハートクラッチバック
チョコワッフルハートの指輪

チョコワッフルスーツ
チョコワッフルシューズ
チョコワッフルブレスレット
チョコワッフルハット
チョコワッフルハート鍵

チョコワッフルドレス
チョコワッフルリボンシューズ
チョコワッフルヘアアクセサリー
チョコワッフルハートクラッチバック
チョコワッフルハートの指輪

カードの名称
カード解体後に獲得できるプレゼントボックスを開けると獲得できるアイテム

人間 エルフ ジャイアント


