
品番 カード名 レア度 枚数 買取価格 品番 カード名 レア度 枚数 買取価格

13/110 DMR13)龍覇ｴﾊﾞｰﾛｰｽﾞ 光 ﾚｱ ¥5

42596 DMD09版) ﾄﾞﾝﾄﾞﾝ吸い込むﾅｳ 水 ﾚｱ ¥30 7/54 DMR16真)真･龍覇ﾍﾌﾞﾝｽﾞﾛｰｼﾞｱ 光 ﾚｱ                  ¥200

14/17 DMD26)ﾄﾞﾝﾄﾞﾝ吸い込むﾅｳ 水 ﾚｱ ¥50 12/71 DMR18)閃光の守護者ﾎｰﾘｰ 光 ﾚｱ ¥100

8/54 DMR02)転生ｽｲｯﾁ 水 ﾚｱ ¥300 12/87 DMR19)音感の精霊龍ｴﾒﾗﾙｰﾀﾞ 光 ﾚｱ ¥50

9/54 DMR03版)ﾄﾞﾝﾄﾞﾝ吸い込むﾅｳ 水 ﾚｱ ¥50 23/68 DMX20)DNA･ｽﾊﾟｰｸ 光 ﾚｱ ¥20

10/55 DMR06版)偽りの名 iFormula X 水 ﾚｱ ¥150 124/??? DMX22)DNA･ｽﾊﾟｰｸ(WIXOSSｺﾗﾎﾞｶｰﾄﾞ) 光 ﾚｱ ¥10

21m/110 DMR09版)終末の時計ｻﾞ･ｸﾛｯｸ(MODE CHANGE) 水 ﾚｱ ¥150 93/??? DMX22)ﾍﾌﾞﾝｽﾞ･ｹﾞｰﾄ(｢監督不行届｣ｺﾗﾎﾞｶｰﾄﾞ) 光 ﾚｱ ¥20 品番 カード名 レア度 枚数 買取価格

9/55 DMR14) 龍覇M･A・S 水 ﾚｱ ¥10

9d/55 DMR14) 龍覇M･A・S(DC) 水 ﾚｱ ¥100 42/84 DMC55)ｻﾞ･ﾕﾆﾊﾞｰｽｹﾞｰﾄ(2009年表記) 火 ﾚｱ ¥10 19/55 DM31版) 至宝 ｵｰﾙ･ｲｴｽ(ﾋｰﾛｰｽﾞ) ﾚｲﾝﾎﾞｰ ﾚｱ ¥5

8d/54 DMR16極)ｱｸｱ呪文師ｽﾍﾟﾙﾋﾞｰ(D.C) 水 ﾚｱ ¥10 16/20 DMD18)天守閣龍王武陣 火 ﾚｱ ¥10 20/55 DM39版)超次元ｶﾞｰﾄﾞ･ﾎｰﾙ ﾚｲﾝﾎﾞｰ ﾚｱ ¥300

9/54 DMR16極)龍素知新 水 ﾚｱ ¥30 42717 DMD29)一撃(ｽﾀｰﾄ)奪取ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ 火 ｺﾓﾝ ¥20 20/54 DMR02)超次元ごっつぁん･ﾎｰﾙ ﾚｲﾝﾎﾞｰ ﾚｱ ¥30

10/54 DMR16真)龍素(ﾄﾞﾗｸﾞﾒﾝﾄ)知新 水 ﾚｱ ¥20 34/110 DMR01)超次元ｶﾞｲｱｰﾙ･ﾎｰﾙ 火 ﾚｱ ¥20 20m/54 DMR02)超次元ごっつぁん･ﾎｰﾙ(M.C) ﾚｲﾝﾎﾞｰ ﾚｱ ¥10

17/94 DMR17)ｻｲﾊﾞｰ･I･ﾁｮｲｽ 水 ﾚｱ ¥50 34/110 DMR13)天守閣龍王武陣 火 ﾚｱ ¥10 31/54 DMR02版)超次元ﾎﾜｲﾄｸﾞﾘｰﾝ･ﾎｰﾙ ﾚｲﾝﾎﾞｰ ｱﾝｺﾓﾝ ¥10

27/68 DMX20)終末の時計 ｻﾞ･ｸﾛｯｸ 水 ﾚｱ ¥200 32/110 DMR13)爆鏡ﾋﾋﾞｷ 火 ﾚｱ ¥5 18/55 DMR11)ﾌｪｱﾘｰ･ｼｬﾜｰ ﾚｲﾝﾎﾞｰ ﾚｱ ¥20

16/??? DMX22)ｱｸｱﾝ(ﾃﾞｭ円Ver.) 水 ﾚｱ ¥10 31d/110 DMR13)龍覇ｸﾞﾚﾝﾓﾙﾄ(DC) 火 ﾚｱ ¥10 18m/55 DMR11)ﾌｪｱﾘｰ･ｼｬﾜｰ(MODE CHANGE) ﾚｲﾝﾎﾞｰ ﾚｱ ¥500

19/??? DMX22)ｺｱｸｱﾝのおつかい(新規ｲﾗｽﾄﾎｲﾙ版) 水 ｱﾝｺﾓﾝ ¥100 16/55 DMR15)龍秘陣ｼﾞｬｯｸﾎﾟｯﾄ･ｴﾝﾄﾘｰ 火 ﾚｱ ¥10 17/55 DMR11)天災超邪 ｸﾛｽﾌｧｲﾔ2nd ﾚｲﾝﾎﾞｰ ﾚｱ ¥10

50/??? DMX22)ﾄﾞﾝﾄﾞﾝ吸い込むﾅｳ(新規ｲﾗｽﾄVer.) 水 ﾚｱ ¥30
13/54 DMR16真)王･龍覇ｸﾞﾚﾝﾓﾙﾄ｢刃｣ 火 ﾚｱ 10

18m/55 DMR12)涙の卒業ﾌﾟﾘﾝ(M.C) ﾚｲﾝﾎﾞｰ ﾚｱ ¥5

51/??? DMX22)ﾄﾞﾝﾄﾞﾝ吸い込むﾅｳ(新規ｲﾗｽﾄVer.) 水 ﾚｱ ¥20 23/94 DMR17)破壊者ｼｭﾄﾙﾑ 火 ﾚｱ                           ¥50 22/59 DMX22)ﾌｪｱﾘｰ･ｼｬﾜｰ ﾚｲﾝﾎﾞｰ ﾚｱ ¥50

95/??? DMX22)ﾊﾟｸﾘｵ(新規ｲﾗｽﾄﾎｲﾙ版) 水 ｱﾝｺﾓﾝ(ﾎﾛ) ¥200 23/71 DMR18)ﾄﾞｷﾞﾗｺﾞﾝ･ｴﾝﾄﾘｰ 火 ﾚｱ ¥5 20/59 DMX22)金属器の精獣 ｶｰﾘ･ｶﾞﾈｰｼﾞｬｰ ﾚｲﾝﾎﾞｰ ﾚｱ ¥5

156/??? DMX22)終末の時計 ｻﾞ･ｸﾛｯｸ(逆転裁判ｺﾗﾎﾞｶｰﾄﾞ) 水 ﾚｱ ¥150 21/71 DMＲ18)ﾒｶﾞ･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ 火 ﾚｱ ¥10 38/??? DMX22)天災超邪(ﾋﾞﾘｵﾈｱ) ｸﾛｽﾌｧｲｱ 2ndﾚｲﾝﾎﾞｰ ﾚｱ(ﾎﾛ) ¥50

147/??? DMX22)轟速 ｻﾞ･ﾚｯﾄﾞ(ｿﾆｯｸ ｺﾗﾎﾞｶｰﾄﾞ) 火 ｺﾓﾝ ¥100

55/55 DM09)強欲の開拓 自然 ｺﾓﾝ ¥200 36/??? DMX22)早撃人形ﾏｸﾞﾅﾑ(描き下ろしｶｰﾄﾞ) 火 ｱﾝｺﾓﾝ ¥100

69/110 DM14)ﾌｪｱﾘｰ･ｷﾞﾌﾄ 自然 ｱﾝｺﾓﾝ ¥30

40/110 DM14)進化設計図(2005年表記) 自然 ﾚｱ ¥30 26/110 DM10版)魔天降臨 闇 ﾚｱ ¥700

35/55 DM22)ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ･ｴｯｸﾞ 自然 ﾚｱ ¥200 11b/55 DM39)凶刀の覚醒者ﾀﾞｰｸﾈｽ･ｶﾞﾝｳﾞｨｰﾄ 闇 ﾚｱ ¥250

40/110 DM32)進化設計図(2009年表記) 自然 ﾚｱ ¥20 13/55 DMC34版)魔天降臨 闇 ﾚｱ ¥200

16/17 DMD26)爆進ｲﾝﾄｩ･ｻﾞ･ﾜｲﾙﾄﾞ 自然 ﾚｱ ¥350 24/44 DMC48)ｲﾝﾌｪﾙﾉ･ｻｲﾝ(h.c) 闇 ｱﾝｺﾓﾝ ¥5

109ｍ/110 DMR01版)霞み妖精ｼﾞｬｽﾐﾝ(MODE CHANGE) 自然 ｺﾓﾝ ¥30 42479 DMC63)超次元ﾐｶﾄﾞ･ﾎｰﾙ 闇 ｱﾝｺﾓﾝ ¥150

39/110 DMR09版)ﾐｽﾃﾘｰ･ｷｭｰﾌﾞ 自然 ﾚｱ ¥50 13/15 DMD04)超次元ﾐｶﾄﾞ･ﾎｰﾙ 闇 ｱﾝｺﾓﾝ ¥200

39/110 DMR13)古龍遺跡ｴｳﾙ=ﾌﾞｯｶ 自然 ﾚｱ ¥50 42688 DMD10)ｲﾝﾌｪﾙﾉ･ｻｲﾝ 闇 ｱﾝｺﾓﾝ ¥150

19d/55 DMR14)ﾄﾚｼﾞｬｰﾏｯﾌﾟ(D.C) 自然 ﾚｱ ¥150 22/37 DMD24) 学校男 闇 ﾚｱ ¥30

16/54 DMR16極)ﾍﾞﾙ･ｻﾞ･ｴﾚﾒﾝﾀﾙ 自然 ﾚｱ ¥5 20/37 DMD24) 禁術のｶﾙﾏ ｶﾚｲｺ 闇 ﾚｱ ¥20

16d/54 DMR16真)ﾍﾞﾙ･ｻﾞ･ｴﾚﾒﾝﾀﾙ(D.C.) 自然 ﾚｱ ¥5 28/110 DMR13)魔狼月下城の咆哮 闇 ﾚｱ ¥50

25/71 DMR18)進化設計図 自然 ﾚｱ ¥5 13/55 DMR14)爆霊魔ﾀｲｶﾞﾆﾄﾛ 闇 ﾚｱ ¥50

68/??? DMX22)ﾌｪｱﾘｰ･ｷﾞﾌﾄ(ﾋｰﾛｰｽﾞ版) 自然 ｱﾝｺﾓﾝ ¥10 10/54 DMR16極)極･龍覇ﾍﾙﾎﾞﾛﾌ 闇 ﾚｱ ¥100

70/??? DMX22)ﾌｪｱﾘｰ･ﾗｲﾌ(手描きVer.) 自然 ｺﾓﾝ ¥20 20/94 DMR17)凶殺皇ﾃﾞｽ･ﾊﾝｽﾞ 闇 ﾚｱ ¥200

141/??? DMX22)ﾌｪｱﾘｰ･ﾗｲﾌ(神社) 自然 ｺﾓﾝ ¥5 76/??? DMX12)地獄門ﾃﾞｽ･ｹﾞｰﾄ 闇 ﾚｱ ¥20

37/??? DMX22)天真妖精ｵﾁｬｯﾋﾟｨ(描き下ろし) 自然 ｺﾓﾝ ¥600 100/??? DMX12-b版)解体人形ｼﾞｪﾆｰ(MODE　CHANGE) 闇 ｺﾓﾝ ¥1,600

60/??? DMX22)龍覇 ｻﾞ=ﾃﾞｯﾄﾞﾏﾝ 自然 ﾚｱ ¥150 14/59 DMX22)ﾌｧﾝﾀｽﾞﾑ･ｸﾗｯﾁ 闇 ﾚｱ ¥10

66/??? DMX22)龍覇 ｻｿﾘｽ(ﾓﾝｽﾀｰﾊﾝﾀｰｺﾗﾎﾞｶｰﾄﾞ) 自然 ﾚｱ ¥100 81/??? DMX22)学校男(新規ｲﾗｽﾄﾎｲﾙ版) 闇 ﾚｱ ¥50

48/??? DMX22)超次元ﾘﾊﾞｲｳﾞ･ﾎｰﾙ 闇 ｺﾓﾝ(ﾎﾛ) ¥1,000

18 DMC57)魔光王機ﾃﾞ･ﾊﾞｳﾗ伯(銀ﾎｲﾙ加工) 光 ﾚｱ ¥20 97/??? DMX22)魔天降臨(新規ｲﾗｽﾄ版) 闇 ﾚｱ ¥200

14/21 DMD12)魔光王機ﾃﾞ･ﾊﾞｳﾗ伯(2013年表記) 光 ﾚｱ ¥5

12d/110 DMR13)導きの精霊龍ｻﾘｳﾞｧﾝ(DC) 光 ﾚｱ ¥5

お願い！！

通常のノーマルよりも、高く買取ります。

ノーマルトレカは、このリストに合わせて

Hobby　Market　さとう店　・　Book　Market　曙店

DM　ノーマル 高　価　買　取　リスト
リスト更新日

7月28日

水

枚数を記入して，お持ちください。

・買取価格は、在庫状況、相場変動などにより予告なく変更する場合がございます。・カードの状態によっては、減額もしくはお値段がつかない場合がございます。

自然

火

闇

＊買取価格は，相場変化などで

変わる場合もあります。

レインボー

光


