
カードリスト（2018/09/13更新）

新規カード ●正月イベント報酬限定 ⑦お月見イベント報酬限定
◇キャンペーンで先行配布 ★バレンタインイベント報酬限定
◆お花見イベントで先行配布 ＃お花畑イベント報酬限定
△フラカニイベント報酬限定 ＄プレミアム／ドレスアップガシャるん限定
▲フルーツイベント報酬限定 ①入学式イベント報酬限定
□新規参戦イベント報酬限定 ②運動会イベント報酬限定
■パーティイベント報酬限定 ③アジサイイベント報酬限定
◎ハロウィンイベント報酬限定 ④七夕イベント報酬限定
☆ガシャるんに期間限定で登場 ⑤夏休みイベント報酬限定
○クリスマスイベント報酬限定 ⑥ビーチイベント報酬限定

作品名 名前 色 カード
種類

★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ プリキュアカード パワーアップフォーム
カード

354 68 55 74 128 17 0 12
186 0 0 97 34 0 55 0
540 68 55 171 162 17 55 12

ブラックリボン◇ クレープ食べよ！
クローバーシャツ ラフランスドレス

ラズベリーコーデ▲ まぜまぜあまーいチョコづくり
ハートバレンタインジャージ★ ぷかぷかドーナツうきわ

ドットワンピース◇
おしとやかコーデ

グレープフルーツコーデ▲
クリスマス・エンジェル○

チョコレートボタンダッフル★
さわやかあさがお浴衣⑤

くまさんポシェット◇
リラックススタイル
キウイコーデ▲

ムーンイエローリボンスカート⑦
スタジャン千鳥スカート

ふわふわスターポンチョ□
スターワッペンスクールコーデ① キラキラ☆満天の金平糖!?□

キュートチェックスカート
スターリーリボンコート□
キラキラ夜空スカート④ 望遠鏡から見る星の世界□

ぽんぽん水まり
別荘たんけんへ□

ドリームチア② どーっちだ！□
まっかっかアップルサマー 友達想い

情熱のテニス対決□ バレバレ！□
ハイカラモダン浴衣⑤ 情熱もえる大玉転がし
いたずらネコさん◎

しゃりりレモンシロップ
シロップとテニス観戦□ ポーカーフェイス□
こまち・オ・ランタン◎
優雅におさんぽ□
ふわふわシュガー

ムーンバックルスカート⑦
パンプキンドレス◎ ババ抜きの女王□

知性のテニス対決□ 予算オーバー
瑠璃と金魚 木陰でひとやすみ

女王へリベンジ！□
買い出し終わり！

と！く！べ！つ！に！
木漏れ日の下で

もりもりさつまいも 幸せゲット！
楽しくレッスン！□ カオルちゃんの絶品ドーナツ□

桃色キュート浴衣⑤ 大吉ゲットだよ！
秋の夜風 完璧！

一緒にダンシング！□ シフォンとペアルック□
信じてる！

ふわふわふれあいタイム♪□
おつかれさまのドーナツ□ カラフル七夕まつり

実りの秋
忘れ物に気を付けて□
リゾートロングパレオ⑥ 好き嫌いしないの！□
キュートカーネーション そろそろきゅうけい

おいしさ２倍！□ あたふたターザン□
フラワーフリルコート③ こわがりヴァンパイア

この生地イイ感じ！
ゆらゆらつり橋□

わんぱくマミー
コフレとのんびり夏休み

プレッピーバニラ かわいいくまさん
どこへいこうか？□ 一緒に食べよう！□

ニットであったかコーデ● 夏空とひまわり畑
おだやかな時間
美術館見学へ□

みんな笑って！□ 最強スプリンター
雪柄ショール● 月下美人

ドットロングスカート 奏のカップケーキだいすき！
マーチングバンドユニフォーム□ ２人で響かせるメロディ□

ピンクチェックプレッピー① おいしく焼けたね♪
おでかけネコバッグ

マーチングバンドユニフォーム□
キューとアカデミースタイル① ２人で奏でるリズム□
スポーティスウエットワンピ

マーチングバンドユニフォーム□
カジュアルスクールコーデ① ギターのビート□

パステルふわもこコーデ 思い出のオルゴール
マーチングバンドユニフォーム□ 女神の歌声□

おてんば白雪 今日はどうする？
ウキウキおでかけスタイル□ あわてんぼうアリス□
お星さまデニムサロペット④ お顔まっくろの予感

アラビアン・プリンセス バレーが好きや！
さんさんサマースタイル□ あかねのそんごくう人生□

オレンジリボンセパレート⑥ 練習バッチリ二人三脚
おばあさんの家へ ごちそうを作るよ！

おさんぽひまわり□ ねぼすけウサギ□
ドットサロペットスカート③ 鈴をならして初詣

ゆめの国へ
ポイントスター□

トップスターツリー○
マーチングチア②

おんがえし
ほしくずドレス□

あじさいブルーワンピース③ なでしこシンデレラ□
一緒にトロピカルサマー 夏祭りまんきつ中！

ハートフルフリルブラウス□ ハートフルビーチスタイル□
ハッピーハロニンジーン！◎ ドキドキ初めての教室

ひんやりおすそわけ 牡丹の花
マリンパール□ ダイヤモンドサンセット□

ハロウィンエンジェル◎ 雨のさんぽみち
金魚すクイーン

桟橋でゆったり□
シトロンマリンルック□ 廊下は走っちゃダメですよ

あつのあついのとんでいけ
プライベートバカンス□

フルムーンリボンシューズ⑦ みずかけまつり□
あまあまお祭り限定スイーツ
はしゃぎすぎに気を付けて□

情熱アップルマンゴー□ スイーツいっぱいクリスマス
スターギンガムレッドワンピ④ お団子たべてもいいかしら♪

桜ピンクの春コーデ
編上げフラワーワンピース□

ラブリーハートポンチョ③ あれもこれも試したい！□
おさかなさんと友達に

どんなコーデもきこなしちゃう！□
オトナブループリーツスカート□ 桜満開グラウンド

商店街は今日もにぎやか
クルっと回ってスカートひらり□

ふんわりフレアスカート□ パンぜーんぶいただきます
見つけたリボンのアクセサリー

発見！新しい自分□
シースルーオフショル□ 短冊にお願いを

ピンクローズドレス きれいに咲いてね
スマイルローズ△ 夢見るフラワーガール

フローラルガール■ 素敵なパーティ
ゆるかわチェックワンピ● ツリーをキラキラ飾り付け♪

コバルトストライプ
ビューティリリィ△
リゾートコーデ■ 麗しのフラワーガール

涼しげ金魚浴衣⑤ パフとお散歩
イエロースター 楽しくショッピング

カナリアスタイル△ きらきらのフラワーガール
流行一番乗り■ ただいま撮影中

大人めイエローコート● 夜空に輝く一番星
キュートレッド もう一人でできますわ

フレアポピー△ 幸せのフラワーガール
おでかけガーリー■ お花のじゅうたん
プリンセスサンタ○ 波打ちぎわで水遊び
マーガレットガール パジャマパーティ

マジカルチューリップ△ 情熱のフラワーガール
ピーチコーデ▲ チェリードレス

いちごリボンワンピース⑥ ミラクルウィッチ
ストライプサロペット 幸せの冠
パープルローズ△ 希望のフラワーガール
アップルコーデ▲ オレンジマリン

星屑フリルワンピース⑥ マジカルウィッチ
スプリングガール 愛情を込めて

チューリップサロペット△ おてんばフラワーガール
パインコーデ▲ いちごドレス

キュートフラワーチア② フェリーチェウィッチ
ガーリージャケット◇ スイーツお花見会◆

お花見ギンガムワンピース◆ ケーキでお花見
スイーツパーティ☆ ホイップ・ステップ・バレー

ピンクバニーカットソー⑦ ピンク色の通学路
スイーツお花見会◆

プリンでお花見
お花見プリンアラモード◆ いるかライダー

スイーツパーティ☆ ゆったり読書タイム
ボーイッシュコーデ◇

お花見オールインワン◆
スイーツパーティ☆ アイスでお花見

ジェラートカラーチア② かき氷おすそわけ
スイーツお花見会◆

マカロンでお花見
優雅にすごす海

鳥居をくぐり願い事
雨粒のかがやき

十五夜の宴
スタイリッシュチェスター◇ スイーツお花見会◆
お花見ビタージャケット◆ チョコでお花見

スイーツパーティ☆ レッツ・ラ・ビーチ
トナカイデリバリー○ 月明かりの庭
ブルードラジェワンピ トレビアン！ラ・メール
スイーツパーティ☆ パリジェンヌ

スターデコレワンピ④ カップケーキ☆ボナペティ
ひらひらピンクシースルー
おそろいアーガイルピンク
さくらサロペットスカート＃ 真夏の夜のお楽しみ！

ふわっとナチュラルショール
おそろいアーガイルブルー
さわやか小花ワンピース＃ 一緒に雨やどり
スポーティスタースカジャン
おそろいアーガイルイエロー

花柄キリっとイエローコーデ＃ 七夕祭りの夜
アーガイルコーデ◇ ドキドキナイトプール

ローズドットワンピース この歌を届けるのです！
アーガイルコーデ◇ 色と光のナイトプール

ギンガムビスチェ 心を込めて歌います

はいからロマネスクドレス＄ キュアミント 未実装

剣崎真琴 パープル 9 制服 アニメスタイル
大輪の花

バナナドレス
シャイニークイーンドレス＄ シャイニールミナス 未実装

秋元こまち グリーン 10 制服 アニメスタイル
隠し味探し

スイーツパーティ☆

未実装 キュアマカロン キュアマカロン
アラモードスタイル＄

ふたりはプリキュアMaxHeart

九条ひかり イエロー 11
制服

フラワーチュニック

未実装 キュアエース 未実装

琴爪ゆかり パープル 14

パティシエ

エレガンスコーデ

クロッカスワンピース◇

お花見マカロンブラウス◆

ドキドキ！プリキュア

円亜久里 レッド 10 アニメスタイル（夏） アニメスタイル

シフォンフリルブラウス
ナイトチェリーワンピース

未実装 キュアムーンライト キュアムーンライト
スーパーシルエット＄

ハートキャッチプリキュア！

キュアマシェリ 未実装

ルールー・アムール パープル 6 未実装 アニメスタイル 未実装 キュアアムール 未実装

愛崎えみる レッド 6 未実装 アニメスタイル 未実装

未実装

輝木ほまれ イエロー 8 制服 アニメスタイル
はぐたん花冠に大満足

未実装 キュアエトワール 未実装

キュアエール 未実装

薬師寺さあや ブルー 8 制服 アニメスタイル
お花畑で気分も華やか

未実装 キュアアンジュ

キュアパルフェ キュアパルフェ
アラモードスタイル＄

HUGっと！プリキュア

野乃はな ピンク 8 制服 アニメスタイル
ぽかぽか春の草原でごろ～ん

未実装

未実装 キュアショコラ キュアショコラ
アラモードスタイル＄パティシエ

キラ星シエル グリーン 10 パティシエ アニメスタイル◇ 未実装

剣城あきら レッド 13
アニメスタイル

マニッシュコーデ

未実装 キュアジェラート キュアジェラート
アラモードスタイル＄パティシエ

アニメスタイル

立神あおい ブルー 12
アニメスタイル

ワイルドガール
スイーツお花見会◆

ナチュラルガール
クリーミィマリン◇

未実装 キュアカスタード キュアカスタード
アラモードスタイル＄パティシエ

いちごチュニック 未実装 キュアホイップ キュアホイップ
アラモードスタイル＄パティシエ

制服

キラキラ☆プリキュアアラモード

宇佐美いちか ピンク 13
アニメスタイル

有栖川ひまり イエロー 12
アニメスタイル

未実装
制服

花海ことは グリーン 13
アニメスタイル

公園をおさんぽ 森でしあわせフェアリードレス＄ キュアフェリーチェ 未実装

キュアミラクル
ダイヤスタイル

未実装
制服

十六夜リコ パープル 13
アニメスタイル

キュートラベンダー 星空マジカルムーンドレス＄ キュアマジカル
ダイヤスタイル

キュアスカーレット 未実装
制服

魔法つかいプリキュア！

朝日奈みらい ピンク 13
アニメスタイル

わくわくガーリー 春色ミラクルリボンドレス＄

未実装 キュアトゥインクル キュアトゥインクル
プレミアムドレス＄制服

紅城トワ レッド 12
アニメスタイル

スカーレットワンピース 未実装

テラスでティータイム
未実装 キュアマーメイド キュアマーメイド

プレミアムドレス＄制服

天ノ川きらら イエロー 13
アニメスタイル

ポップコーデ

制服

海藤みなみ ブルー 12
アニメスタイル

大人フェミニン

未実装

Ｇｏ！プリンセスプリキュア

春野はるか ピンク 13
アニメスタイル

おはなのミニスカ フローラルプリンセスドレス＄ キュアフローラ 未実装

キュアハニー 未実装

氷川いおな パープル 8 制服 アニメスタイル
夜空輝くスターコーデ

未実装 キュアフォーチュン

未実装 キュアプリンセス 未実装

大森ゆうこ イエロー 8 制服 アニメスタイル
元気パンツスタイル

未実装

ピンク色の景色
未実装 キュアラブリー 未実装

白雪ひめ ブルー 8 制服 アニメスタイル
プリンセスシフォンワンピ

ハピネスチャージプリキュア！

愛乃めぐみ ピンク 8 制服 アニメスタイル

ドリーミーフリルドレス＄ キュアソード 未実装

アイちゃんのおみやげ

未実装 キュアロゼッタ 未実装四葉ありす イエロー 8 制服 アニメスタイル
夏空のおさんぽ

キュアハート 未実装

菱川六花 ブルー 9 制服 アニメスタイル 未実装 キュアダイヤモンド 未実装

はんなりビューティ藤袴ドレス＄ キュアビューティ 未実装

相田マナ ピンク 9 制服 アニメスタイル 未実装

未実装 キュアマーチ 未実装
直球ももたろう□

青木れいか ブルー 9 制服 しらなみワンピース
それぞれの道

緑川なお グリーン 9 制服 ベーシックスタイル
ひとやすみしていこう

キュアサニー 未実装

黄瀬やよい イエロー 9 制服 スイートフェミニン 未実装 キュアピース 未実装

日野あかね レッド 9 制服 スポーティスタイル 未実装

未実装

スマイルプリキュア！

星空みゆき ピンク 9 制服 ふんわりピンクスカート 未実装 キュアハッピー 未実装

ミスティックセレナーデドレス＄ キュアビート 未実装

調辺アコ イエロー 8 アニメスタイル アニメスタイル 夏服 ドーリィアンティークドレス＄ キュアミューズ

黒川エレン ブルー 9 制服 アニメスタイル
幸せの歌

未実装

南野奏 ホワイト 8 制服 アニメスタイル
気合のパティシエ修行

未実装 キュアリズム 未実装
スイートプリキュア♪

北条響 ピンク 9 制服 アニメスタイル 未実装 キュアメロディ

月影ゆり パープル 11 制服

キュアマリン
スーパーシルエット＄たのしさ２倍！□

明堂院いつき イエロー 10 制服 サニーイエローコート 未実装 キュアサンシャイン キュアサンシャイン
スーパーシルエット＄

キュアブロッサム キュアブロッサム
スーパーシルエット＄

来海えりか ブルー 10 制服 ブルースターチュニック
サイネリアチェック

未実装 キュアマリン

パッションゴシックドレス＄ キュアパッション 未実装

花咲つぼみ ピンク 10 制服 ピンクラベンダー 未実装

東せつな レッド 9 制服 アニメスタイル
精一杯！

未実装

山吹祈里 イエロー 8 制服 アニメスタイル
お月見ウサギ

未実装 キュアパイン 未実装

未実装 キュアピーチ 未実装

蒼乃美希 ブルー 8 制服 アニメスタイル ブリリアントパールドレス＄ キュアベリー

未実装 ミルキィローズ 未実装
ワッショイお祭り気分

フレッシュプリキュア！

桃園ラブ ピンク 9 制服 アニメスタイル

美々野くるみ パープル 9 制服 アニメスタイル
王子たちの冒険□

水無月かれん ブルー 10 制服 アニメスタイル グレイスフルブルードレス＄ キュアアクア 未実装

ブルーミングヒロインドレス＄ キュアレモネード 未実装

ババ抜き探偵□

春日野うらら イエロー 9 制服 アニメスタイル
みんなでカレー！

キュアドリーム 未実装

夏木りん レッド 9 制服 アニメスタイル 未実装 キュアルージュ 未実装

キュアイーグレット 未実装

Yes！プリキュア５GoGo！

夢原のぞみ ピンク 9 制服 アニメスタイル
目移りゲンキン！

ドリーミングフェアリードレス＄

未実装 キュアブルーム 未実装

美翔舞 ホワイト 8 制服 アニメスタイル
青空スケッチタイム

未実装

ふたりはプリキュアSplash☆Star

日向咲 ピンク 8 制服 アニメスタイル
特製オムレツ大成功！

未実装グレープドレス

制服
とろ～りチョコを流し込み

アニメスタイル お休みに図書館へ

14

アニメスタイル

カジュアルコーデ

忠太郎はいい子

デコラティブスウィートドレス＄ キュアホワイト

13
アニメスタイル

クールコーデ ロイヤルビターテールドレス＄ キュアブラック 未実装
制服

ガシャ産（期間限定排出含む）
イベント報酬等

総計

美墨なぎさ ピンク

雪白ほのか ホワイト


