
規格 カード名 レアリティ 買取金額 規格 カード名 レアリティ 買取金額

17SP-JP006 轟雷帝ザボルグ スーパー ¥600

EP19-JP044 クロノダイバー・パーペチュア シークレット ¥400 20CP-JPC01 召喚師アレイスター ２０ｔｈシークレット ¥3,700

EP19-JP041 クロノダイバー・リダン ウルトラ ¥300 SPFE-JP026 召喚師アレイスター スーパー ¥500

EP13-JP025 深淵に潜む者 ウルトラ ¥200 INOV-JP021 真竜皇バハルストスＦ シークレット ¥300

EP13-JP025 深淵に潜む者 シークレット ¥500 INOV-JP021 真竜皇バハルストスＦ スーパー ¥100

17SP-JP008 深淵に潜む者 スーパー ¥100 RATE-JP019 真竜皇リトスアジムＤ シークレット ¥500

CBLZ-JP052 電光千鳥 スーパー ¥800 RATE-JP019 真竜皇リトスアジムＤ スーパー ¥200

MACR-JP026 真竜凰マリアムネ シークレット ¥200

SAST-JP037 ウ゛ァレルロード・Ｓ・ドラゴン ２０ｔｈシークレット ¥3,800 MACR-JP026 真竜凰マリアムネ スーパー ¥80

SAST-JP037 ウ゛ァレルロード・Ｓ・ドラゴン アルティメット ¥250 IGAS-JP020 閃刀姫－ロゼ ２０ｔｈシークレット ¥17,000

SAST-JP037 ウ゛ァレルロード・Ｓ・ドラゴン ウルトラ ¥100 IGAS-JP020 閃刀姫－ロゼ シークレット ¥1,500

SAST-JP037 ウ゛ァレルロード・Ｓ・ドラゴン シークレット ¥300 20CP-JPC02 閃刀姫ーレイ ２０ｔｈシークレット ¥12,000

SAST-JP037 ウ゛ァレルロード・Ｓ・ドラゴン ホログラフィック ¥500 20TH-JPC82 増殖するＧ ２０ｔｈシークレット ¥18,000

TRC1-JP026 増殖するＧ コレクターズ ¥800

CHIM-JP049 Ｉ：Ｐマスカレーナ ２０ｔｈシークレット ¥26,000 20TH-JPC82 増殖するＧ シークレット ¥500

CHIM-JP049 Ｉ：Ｐマスカレーナ シークレット ¥2,800 TRC1-JP026 増殖するＧ シークレット ¥1,000

CHIM-JP049 Ｉ：Ｐマスカレーナ スーパー ¥1,100 TRC1-JP026 増殖するＧ スーパー ¥350

CYHO-JP034 ウ゛ァレルソード・ドラゴン ２０ｔｈシークレット ¥20,000 DBSW-JP042 増殖するＧ スーパー ¥500

CYHO-JP034 ウ゛ァレルソード・ドラゴン アルティメット ¥1,500 20TH-JPC84 幽鬼うさぎ ウルトラ（パラレル） ¥30

CYHO-JP034 ウ゛ァレルソード・ドラゴン ウルトラ ¥1,000 DANE-JP025 儚無みずき ２０ｔｈシークレット ¥15,000

CYHO-JP034 ウ゛ァレルソード・ドラゴン シークレット ¥2,500 DANE-JP025 儚無みずき シークレット ¥300

FLOD-JP047 トロイメア・ユニコーン シークレット ¥1,300 DANE-JP025 儚無みずき スーパー ¥50

FLOD-JP047 トロイメア・ユニコーン スーパー ¥1,100 IGAS-JP019 雙極の破械神 ２０ｔｈシークレット ¥1,000

20TH-JPC87 リンクリボー ウルトラ（パラレル） ¥200 IGAS-JP019 雙極の破械神 シークレット ¥100

20TH-JPC87 リンクリボー シークレット ¥500

LVP2-JP076 幻影騎士団ラスティ・バルディッシュ ウルトラ ¥200 CP18-JP016 エマージェンシー・サイバー コレクターズ ¥1,500

LVP2-JP076 幻影騎士団ラスティ・バルディッシュ シークレット ¥1,500 CP18-JP016 エマージェンシー・サイバー スーパー ¥1,500

LVP1-JP051 聖騎士の追想イゾルデ ウルトラ ¥900 LVAL-JP067 オノマト連携 スーパー ¥150

LVP1-JP051 聖騎士の追想イゾルデ シークレット ¥1,500 RATE-JP065 おろかな副葬 シークレット ¥100

DBDS-JP027 閃刀姫－カガリ ウルトラ ¥100 RATE-JP065 おろかな副葬 スーパー ¥50

DBDS-JP027 閃刀姫－カガリ シークレット ¥200 CIBR-JP056 クイック・リボルブ シークレット ¥700

20CP-JPT10 閃刀姫－シズク シークレット ¥2,200 CIBR-JP056 クイック・リボルブ スーパー ¥30

DBDS-JP028 閃刀姫－シズク スーパー ¥1,600 DANE-JP051 サイバネット・マイニング ２０ｔｈシークレット ¥2,000

DANE-JP051 サイバネット・マイニング アルティメット ¥1,000

SPTR-JP015 トリシューラの影霊衣 シークレット ¥400 DANE-JP051 サイバネット・マイニング ウルトラ ¥1,200

SPTR-JP014 ブリューナクの影霊衣 スーパー ¥500 DANE-JP051 サイバネット・マイニング シークレット ¥800

DP22-JP004 ダーク・オカルティズム スーパー ¥1,000

EXFO-JP035 インスペクト・ボーダー シークレット ¥1,200 IGAS-JP067 ライトニング・ストーム ２０ｔｈシークレット ¥3,800

EXFO-JP035 インスペクト・ボーダー スーパー ¥900 IGAS-JP067 ライトニング・ストーム シークレット ¥1,500

DBIC-JP018 ウィッチクラフト・ハイネ スーパー ¥600 IGAS-JP067 ライトニング・ストーム スーパー ¥800

DBIC-JP014 ウィッチクラフト・ポトリー スーパー ¥300 CP18-JP020 一撃必殺！居合いドロー コレクターズ ¥300

EP19-JP038 クロノダイバー・リューズ スーパー ¥10 CP18-JP020 一撃必殺！居合いドロー スーパー ¥400

SD28JP-001 ジェット・シンクロン スーパー ¥100 SPTR-JP021 影霊衣の万華鏡 スーパー ¥400

18SP-JP304 ジェット・シンクロン スーパー ¥200 SPFE-JP035 召喚魔術 スーパー ¥500

RC02-JP020 海亀壊獣ガメシエル コレクターズレア ¥200 DBDS-JP034 閃刀機－ウィドウアンカー スーパー ¥900

RC02-JP020 海亀壊獣ガメシエル シークレットレア ¥300 DBDS-JP038 閃刀機関－マルチロール スーパー ¥400

RC02-JP020 海亀壊獣ガメシエル スーパー ¥50 DBDS-JP030 閃刀起動－エンゲージ スーパー ¥50

20TH-JPC85 灰流うらら ２０ｔｈシークレット ¥30,000 20CP-JPT02 増援 ２０ｔｈシークレット ¥1,300

RC02-JP009 灰流うらら アルティメット ¥1,100 20CP-JPT02 増援 シークレット ¥800

RC02-JP009 灰流うらら コレクターズレア ¥1,600

MACR-JP036 灰流うらら シークレット ¥1,600 SPFE-JP033 召喚獣エリュシオン シークレット ¥500

20TH-JPC85 灰流うらら シークレット ¥1,600 SPFE-JP027 召喚獣カリギュラ スーパー ¥400

RC02-JP009 灰流うらら シークレットレア ¥1,600

MACR-JP036 灰流うらら スーパー ¥600 EXFO-JP076 センサー万別 シークレット ¥80

IGAS-JP024 機巧蹄－天迦久御雷 ２０ｔｈシークレット ¥1,300 EXFO-JP076 センサー万別 スーパー ¥100

IGAS-JP024 機巧蹄－天迦久御雷 シークレット ¥500 SOFU-JP078 トラップトリック ２０ｔｈシークレット ¥1,500

SPWR-JP002 幻影騎士団サイレントブーツ スーパー ¥200 SOFU-JP078 トラップトリック シークレット ¥600

SPWR-JP001 幻影騎士団ダスティローブ スーパー ¥100 SOFU-JP078 トラップトリック スーパー ¥200

SAST-JP020 幻創龍ファンタズメイ ２０ｔｈシークレット ¥3,500 PP18-JP015 幻影騎士団シェード・ブリガンダイン シークレット ¥100

SAST-JP020 幻創龍ファンタズメイ アルティメット ¥100 SPWR-JP009 幻影霧剣 スーパー ¥30

SAST-JP020 幻創龍ファンタズメイ ウルトラ ¥30 20TH-JPC99 無限泡影 ２０ｔｈシークレット ¥6,000

SAST-JP020 幻創龍ファンタズメイ シークレット ¥100 20TH-JPC99 無限泡影 シークレット ¥600

DUEA-JP032 光竜星－リフン スーパー ¥100 FLOD-JP077 無限泡影 シークレット ¥800

NECH-JP037 轟雷帝ザボルグ スーパー ¥600 FLOD-JP077 無限泡影 スーパー ¥500
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※状態・在庫により上記の価格で買い取ることが出来ない場合がございます。

※上記価格は更新時の価格となり変更となる可能性がございます。
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