
サファボ・コンペボール入りリスト（2020年7月14日23時現在）
夢特性 サファリ コンペ 夢特性 サファリ コンペ 夢特性 サファリ コンペ 夢特性 サファリ コンペ

アイアント なまけ コダック すいすい トサキント ひらいしん マメパト とうそうしん

アゴジムシ 通常のみ ゴチム かげふみ ドジョッチ うるおいボディ マラカッチ よびみず

アブリー スイートベール ゴニョニョ びびり ドッコラー てつのこぶし マリル そうしょく

アマカジ スイートベール ゴビット ノーガード ドラメシヤ のろわれボディ マンタイン みずのベール

イーブイ きけんよち コマタナ プレッシャー ドロバンコ せいしんりょく ミツハニー はりきり

イエッサン サイコメーカー コリンク こんじょう ナゲキ かたやぶり ミブリム マジックミラー

イシズマイ くだけるよろい コロモリ たんじゅん ナゲツケサル まけんき ミミッキュ 通常のみ

イシヘンジン 通常のみ サイホーン すてみ ナゾノクサ にげあし ミミロル じゅうなん

イワーク くだけるよろい サシカマス スクリューおびれ ナックラー ちからずく ミルタンク そうしょく

イワンコ ふくつのこころ サッチムシ テレパシー ナマコブシ てんねん ムンナ テレパシー

ウールー ぼうだん サニーゴ のろわれボディ他 G G ニャース きんちょうかん メグロコ いかりのつぼ

ウソッキー びびり サンド すなかき他 ニャスパー マイペース メノクラゲ あめうけざら

ウッウ 通常のみ シェルダー ぼうじん ニューラ わるいてぐせ メラルバ むしのしらせ

ウデッポウ 通常のみ ジグザグマ はやあし ニョロモ すいすい モグリュー かたやぶり

ウパー てんねん ジジーロン ノーてんき ヌイコグマ メロメロボディ モノズ 通常のみ

ウリムー あついしぼう シズクモ ちょすい ヌメラ ぬめぬめ モルペコ 通常のみ

エアームド くだけるよろい ジャラコ ぼうじん ネイティ マジックミラー モンジャラ さいせいりょく

エモンガ でんきエンジン シュシュプ アロマベール ネマシュ あめうけざら モンメン ようりょくそ

エリキテル サンパワー ジュラルドン すじがねいり ノコッチ びびり ヤクデ ほのおのからだ

エレズン ぶきよう シンボラー いろめがね バクガメス 通常のみ ヤジロン 通常のみ

オタマロ ちょすい スカンプー するどいめ バケッチャ ふみん ヤトウモリ どんかん

オンバット テレパシー スコルピ するどいめ ハスボー マイペース ヤドン さいせいりょく

ガーディ せいぎのこころ ストライク ふくつのこころ バスラオ かたやぶり 青 青 ヤバチャ のろわれボディ

カイロス じしんかじょう スナバァ すながくれ バチュル むしのしらせ ヤブクロン ゆうばく
カジッチュ ぼうだん スナヘビ すながくれ バチンウニ エレキメイカー ヤミラミ いたずらごころ

カチコール がんじょう ズルッグ いかく バッフロン ぼうおん ヤヤコマ はやてのつばさ

カビゴン くいしんぼう ゼニガメ あめうけざら バニプッチ くだけるよろい ヤレユータン きょうせい

カブルモ ノーガード ゾウドウ ヘヴィメタル ハリーセン いかく ヤンチャム きもったま

カムカメ すいすい ソーナンス テレパシー バリヤード アイスボディ他 ユキカブリ ぼうおん

カメテテ わるいてぐせ ソルロック 通常のみ バルキー やるき ユキハミ こおりのりんぷん

カモネギ きもったま他 ゾロア 通常のみ バルチャイ くだけるよろい ユキワラシ ムラっけ

カラカラ カブトアーマー タイレーツ まけんき ピィ フレンドガード ユニラン さいせいりょく

カラクナシ すなのちから ダゲキ かたやぶり ピチュー ひらいしん ヨーギラス すながくれ

カリキリ あまのじゃく タタッコ テクニシャン ヒドイデ さいせいりょく ヨーテリー にげあし

ガルーラ せいしんりょく ダダリン 通常のみ ヒトカゲ サンパワー ヨマワル おみとおし

ギアル クリアボディ タッツー しめりけ ヒトツキ 通常のみ ヨワシ 通常のみ

キバゴ きんちょうかん タネボー わるいてぐせ ヒトデマン アナライズ ラクライ マイナス

キバニア かそく タマゲタケ さいせいりょく ヒトモシ すりぬけ ラッキー いやしのこころ

キャタピー にげあし タマタマ しゅうかく ヒポポタス すなのちから ラプラス うるおいボディ

キャモメ あめうけざら ダルマッカ せいしんりょく ヒメンカ ほうし ラルトス テレパシー

キュワワー しぜんかいふく ダンゴロ すなのちから ヒンバス てきおうりょく リオル いたずらごころ

クイタラン しろいけむり タンドン もらいび フシキダネ ようりょくそ リグレー アナライズ

クスネ はりこみ チェリンボ 通常のみ フシデ かそく ルチャブル かたやぶり

クズモー てきおうりょく チュリネ リーフガード ププリン フレンドガード ルナトーン 通常のみ

クチート ちからずく チョボマキ ぼうじん プルリル しめりけ ロコン ひでり
クマシュン びびり チョロネコ いたずらごころ フワンテ ねつぼうそう ロゼリア リーフガード

クラブ ちからずく チョンチー ちょすい ヘイガニ てきおうりょく ロトム 通常のみ

クリムガン かたやぶり チラーミィ スキルリンク ヘラクロス じしんかじょう ワシボン はりきり

グレッグル どくしゅ ツチニン にげあし ペロッパフ かるわざ ワンパチ びびり
クレッフィ マジシャン ツボツボ あまのじゃく ベロバー わるいてぐせ ワンリキー ふくつのこころ

ケーシィ マジックガード ディグダ すなのちから ベロリンガ ノーてんき

ケンタロス ちからずく デスマス 通常のみ ホエルコ プレッシャー

コイキング ビビリ テッシード きけんよち(注) 2 2 ホーホー いろめがね

コイル アナライズ テッポウオ ムラっけ ボクレー しゅうかく

ゴース 通常のみ デデンネ プラス ホシガリス くいしんぼう

コータス シェルアーマー デリバード ふみん ポニータ きけんよち他

コオリッポ 通常のみ ドーミラー ヘヴィメタル ホルビー ちからもち

ココガラ はとむね ドガース あくしゅう マーイーカ すりぬけ

コジョフー すてみ トゲデマル がんじょう マッギョ すながくれ

コソクムシ 通常のみ トゲピー きょううん マホミル アロマベール
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