１．よごれていたり、折れていたり、色がかすんでるカードは買取できない場合があります。
２．カードをお売りになる際には会員証の作成が必要になりますので
身分証明書（住民票は不可)になるものをお持ちになってください。
３．１８歳未満のお客様は下の承諾書欄に保護者の方にご記入いただいてください。
中学生のお客様は、承諾書の他に保護者への電話確認が必要です。
４．小学生以下のお客様は保護者の方とご一緒にご来店ください。
その際に承諾書欄へのご記入は不要です。
５．カードやメダルなどは、地域によってレアランクの表現方法が異なる
同名商品が多数存在するなど、現物確認以外の商品の断定が
困難な為、電話・メールでの価格･在庫の問い合わせにはお答えできません。
6・同一カードの買取は6枚目から通常価格の半額となります。（同日中・姉妹店でも）

買取価格5円以上のカードを掲載しています
また、価格は予告無く変わる場合もあります.予めご了承下さい.
カードの名前 （型番）
買取金額
カードの名前 （型番）

7・カードなどの買取にはお時間がかかります。余裕を持ってご来店下さい。

１．よごれていたり、折れていたり、色がかすんでるカードは買取できない場合があります。
２．カードをお売りになる際には会員証の作成が必要になりますので

身分証明書（住民票は不可)になるものをお持ちになってください。

３．１８歳未満のお客様は下の承諾書欄に保護者の方にご記入いただいてください。
中学生のお客様は、承諾書の他に保護者への電話確認が必要です。

４．小学生以下のお客様は保護者の方とご一緒にご来店ください。

あ
赤)ｷﾗ ･･･(BSC29030-030)
¥5
青)PR ｱｰﾁ･ｱｰﾑｽﾞ(P-029)
¥5
赤)ｷﾗ ｱｲﾂのｶｰﾄﾞ(BSC29007-030)
¥5
黄)MR [ｱｲﾄﾞﾙｸｨｰﾝ]ﾛｰｽﾞ･ﾍﾞﾘｨ(BSC18M011-045) ¥120
黄)MR [ｱｲﾄﾞﾙｸｨｰﾝ]ﾛｰｽﾞ･ﾍﾞﾘｨ(BSC18M011-045) ¥100
黄)R [ｱｲﾄﾞﾙ七将]ﾃﾞﾘｽ･ﾍﾟﾙﾃｨｵ(BSC16R013-039)
¥5
黄)PR ｱｲﾄﾞﾙ天使 天海春香(P-084)
¥300
赤)XR 蒼き神馬ｴｸﾞｾﾞｼｰﾄﾞ･ﾌﾞﾙｰ(XP16-04)
¥250
青)XX 青の起源龍ﾊﾟﾝｹﾞｱ(BS36XX02)
¥50
青)R 青魔神(BS39059R-077)
¥10
赤)S 赤き騎士ﾁｷﾝﾅｲﾄ(SJ16-08)
¥60
赤)XR 紅き神馬ｴｸﾞｾﾞｼｰﾄﾞ･ﾚｯﾄﾞ(SJ16-01)
¥10
赤)XX 赤の起源龍ｱﾏﾃﾗｽ(BS37XX01)
¥500
赤)R 赤魔神(BS39049R-077)
¥30
黄)XR (ｱｸｾﾙﾋｰﾛｰ)加速戦士ｲｴﾛｰ･ﾏｰﾘﾝ(BS37CP03)
¥20
赤)ﾊﾟﾗ ｱｸﾞﾓﾝ(CB02R001-071)
¥500
赤)R ｱｸﾞﾓﾝ(CB02R001-071)
¥5
紫 )R 悪龍魔神(BS37R073-077)
¥5
赤)PR ｱｼｶﾞﾙﾗﾌﾟﾀｰ(SD29CP01)
¥5
赤)PR ｱｼｶﾞﾙﾗﾌﾟﾀｰ(SD29CP01)
¥10
緑)XR ｱﾄﾗｰｶﾌﾞﾃﾘﾓﾝ(CB02X04)
¥100
青)R ｱﾄﾗｲｱ･ﾊｲﾄﾞﾗ(BS30R035-083)
¥20
白)R (ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄｾﾞﾛ)3式絶対零度砲(BSC19R051-052)
¥10
紫)MR ｱﾎﾟｶﾘﾓﾝ(CB02M059-071)
¥10
紫)R 妖の伝承者ｱﾗﾈｲｱ(BS42R020-095)
¥5
黄)R ｱﾙｶｲｯｸｽﾏｲﾙ(109/114)
¥5
赤)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ・ｱｰｸ(X01)
¥30
紫)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｱｰｻｰ(BS28X04)
¥50
黄)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｱｳﾞﾘｴﾙ(BS30X06)
¥50
黄)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｲｽﾌｨｰﾙ(X-07)
¥30
黄)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｳﾞｧﾘｴﾙ【体横向き】(SD23X-01)
¥5
黄)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｳﾞｧﾘｴﾙ【頬杖】(SD23X-01)
¥150
白)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｵｰﾃﾞｨｰﾝ(X-01)(SD20X-01)
¥10
白)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｵｰﾃﾞｨｰﾝ(X-01)(SD20X-01)
¥10
白)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｵｰﾃﾞｨｰﾝ(X-01)(SD20X-01)
¥5
青)R ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｵﾗｲｵﾝ(BSC17014-014)
¥5
青)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｵﾘﾊﾙｺﾝ･ｺﾞﾚﾑ(X-08)
¥130
赤)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｶﾞｲ･ｱｽﾗ(X-03)
¥200
緑)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｶｲｻﾞｰｱﾄﾗｽ(X-05)
¥5
黄)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｶｸﾞﾔ(BS28X07)
¥80
黄)XRP ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｶｸﾞﾔ(BS28X07)
¥400
黄)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｶｸﾞﾔ(BS28X07)
¥30
赤)PR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ・ｶﾞﾝﾃﾞｨﾉｽ(P14-X04)
¥10
緑)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｷﾞｶﾞ･ｶﾞﾙﾚｲｳﾞ(CP14-X12)
¥20
青)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｷｬｯｽﾙｺﾞﾚﾑ(X-08)
¥130
青)PR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｷﾞｬﾗｸｼｰﾄﾞﾗｺﾞﾝ(P14-X03)
¥100
緑)S ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｷｬﾝｻｰﾄﾞ(SJ16-15)
¥5
緑)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｷﾝｸﾞﾀｳﾛｽ(SD22X-01)
¥5

その際に承諾書欄へのご記入は不要です。

10/31現在価格

買取金額

緑)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｷﾝｸﾞﾀｳﾛｽ(X-01)
緑)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｷﾝｸﾞﾀｳﾛｽ(SD22X-01)
緑)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｷﾝｸﾞﾀｳﾛｽ(SD22X-01)
白)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｸﾞﾗﾝ･ｳｫｰﾃﾞﾝ(X-06)
白)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｸﾞﾗﾝﾄﾙﾀｽ
黄)PR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｸﾞﾘﾌｨ･ｵｰﾙ(PX14-05)
白)S ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｸﾞﾚｲｻﾞｰ(SJ14-25)
白)S ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｸｰﾛﾝ(SJ14-10)
緑)R ｱﾙﾃｨﾒｯﾄｹﾞｲﾝ(SD28R015-015)
赤)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｻｼﾞｯﾄ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ(SD25X-02)
赤)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｻｼﾞｯﾄ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ(SD25X-02)
赤)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｻｼﾞｯﾄ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ(SD25X02)
赤)PR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｻｼﾞｯﾄ･ﾍﾞﾋﾞｰ(LM14-05)
白)R ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｻﾝｸ･ｼｬｲﾝ(BSC17008-014)
紫)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｻﾞﾝﾃﾞ･ﾐﾘｵﾝ(BS30X05)
紫)XRP ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｻﾞﾝﾃﾞ･ﾐﾘｵﾝ(BS30X05)
紫)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｻﾞﾝﾃﾞ･ﾐﾘｵﾝ(BS30X05)
赤)R ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ(R052-083)
赤)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ･ﾉｳﾞｧ(BS26X-03)
赤)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ･ﾉｳﾞｧ(BS26X-03)
赤)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ･ﾉｳﾞｧ(BS26X03)
赤)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾃﾞﾝ(X-03)
赤)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾃﾞﾝ(X-03)(X-03)
赤)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ(SD19X01)
赤)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ(SD19X01)
赤)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ(SD19X01)
赤)S ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ･ﾍﾞﾋﾞｰ(S
赤)PR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ･ﾍﾞﾋﾞｰ
黄)MR [ｱﾙﾃｨﾒｯﾄｽﾀｲﾙ]ﾗｸｪﾙ(BSC18M035-045)
白)S ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｽﾄﾗｲｸｳﾞﾙﾑ･ﾚｵ(SJ16-13)
赤)PR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｾｲﾊﾞｰ･ﾍﾞﾋﾞｰ(LM14-06)
緑)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｾｲﾘｭｰﾋﾞ(BS28X05)
緑)XRP ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｾｲﾘｭｰﾋﾞ(BS28X05)
緑)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｾｲﾘｭｰﾋﾞ(BS28X05)
黄)R ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｿﾌｨｱ(073/114)
赤)MR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾀﾞｰｸ･ﾃｨﾗﾉｻﾞｳﾗｰ(BS29M042-083)
青)PR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾀﾞｺﾞﾝ(PX14-06)
青)PR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾀﾞｺﾞﾝ(PX14-06)
紫)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾃﾞｽﾍﾟﾗｰﾄﾞ(X-04)
青)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾄﾞﾗｲｱﾝ(BS28X08)
青)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾄﾞﾗｲｱﾝ(BS28X08)
青)XRP ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾄﾞﾗｲｱﾝ(BS28X08)
青)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾄﾞﾗｲｱﾝ(BS28X08)
黄)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾄﾘｯｸｽﾀｰ(BSC17X04)
黄)XRP ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾄﾘｯｸｽﾀｰ(BSC17X04)
黄)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾄﾘｯｸｽﾀｰ(BSC17X04)
赤)PR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾉｳﾞｧ･ﾍﾞﾋﾞｰ(LM14-04)
赤)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄﾋｰﾛｰｲﾝﾊﾟｸﾄ(X-017)
赤)PR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ・ﾋｰﾛｰﾄﾞﾗｺﾞﾝ(P14-X02)

５．カードやメダルなどは、地域によってレアランクの表現方法が異なる
同名商品が多数存在するなど、現物確認以外の商品の断定が

困難な為、電話・メールでの価格･在庫の問い合わせにはお答えできません。

6・同一カードの買取は6枚目から通常価格の半額となります。（同日中・姉妹店でも）
7・カードなどの買取にはお時間がかかります。余裕を持ってご来店下さい。

¥5
¥5
¥10
¥30
¥5
¥300
¥60
¥5
¥10
¥80
¥80
¥30
¥5
¥5
¥130
¥250
¥50
¥20
¥100
¥150
¥50
¥10
¥5
¥5
¥5
¥5
¥10
¥5
¥60
¥5
¥5
¥180
¥1,000
¥100
¥20
¥5
¥250
¥250
¥5
¥100
¥50
¥250
¥10
¥150
¥2,000
¥100
¥10
¥5
¥500
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カードの名前 （型番）

買取金額
¥5
¥80
¥80
¥20
¥100
¥100
¥250
¥100
¥10
¥20
¥50
¥200
¥10
¥20
¥10
¥5
¥5
¥180
¥5
¥150
¥5
¥0
¥5
¥20
¥5
¥20
¥5
¥50
¥80
¥30
¥5
¥50
¥10
¥10
¥10
¥10
¥30
¥10
¥10
¥100
¥150
¥5
¥5
¥5
¥80
¥100
¥10
¥10
¥0
¥10
¥5
¥5
¥5
¥5
¥180
¥10

緑)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾋﾞｬｸ･ｶﾞﾛｳ(X-05)
紫)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾍﾞﾙｾﾞﾋﾞｰﾄ(X-04)
紫)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾍﾞﾙｾﾞﾋﾞｰﾄ(X-04)
黄)S ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾍﾞﾙﾍﾟﾝﾀﾝ(SJ14-26)
赤)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾑｹﾞﾝﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS28X03)
赤)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾑｹﾞﾝﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS28X03)
赤)XRP ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾑｹﾞﾝﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS28X03)
赤)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾑｹﾞﾝﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS28X03)
白)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾗｸﾞﾅ･ﾛｯｸ(BS26X-04)
紫)R ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾗﾝｽﾛｯﾄ(BS28R056-083)
青)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾘｰﾌ･ｼｰﾄﾞﾗ(BS30X07)
青)XRP ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾘｰﾌ･ｼｰﾄﾞﾗ(BS30X07)
青)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾘｰﾌ･ｼｰﾄﾞﾗ(BS30X07)
黄)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾘｰﾝ(BS27X-05)
黄)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾘｰﾝ(BS27X-05)
赤)XR ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾚｵﾝﾊｳﾙ
赤)S ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾛｰﾄﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ(SJ14-21)
黄)PR ｱﾙﾊﾞｲﾄ娘ｹﾝﾀｯｷｰｽﾀｰ(KF-15)
赤)XR 暗黒の魔剣ﾀﾞｰｸ･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ (X-02)
白)ﾊﾟﾗ ｱﾝﾄﾞﾛﾓﾝ(CB02R033-071)
白)R ｱﾝﾄﾞﾛﾓﾝ(CB02R033-071)
い
黄)ｷﾗ ｲｴﾛｰﾎｰﾙﾄﾞ(BSC29027-030)
青)MR 異海獣ｱﾋﾞｽｼｬｰｸ(BS30M037-083)
青)MR 異海獣ｱﾋﾞｽｼｬｰｸ(BS30M037-083)
青)XR 異海神ﾃﾞｨｽﾄ･ﾙｸｼｵﾝ 【表面ﾗﾐ加工】(X
青)XR 異海双龍ﾊｽﾀｰｸ(X-06)
緑)XR 異牙忍頭首ﾄｳﾄﾞｳ(BS34X03)
赤)PX 戦皇(ｲｸｻｵｳ)ｺﾞｯﾄﾞｽﾚｲﾔｰ･ﾄﾞﾗｺﾞ
青)XR 維持神ｳﾞｨｼｭｰﾃﾝ(BS37X06)
青)MR 一角超獣ﾊﾞｷｼﾑ(BSC24M037-052)
赤)XR 偽りの神皇ﾐｹｶﾞﾐ(XP16-14)
赤)XR 射手星鎧ﾌﾞﾚｲｳﾞｻｼﾞﾀﾘｱｽ(BS27X-06)
黄)PR 古の神皇 (ｲﾀﾁ)鼬のﾂｲﾀﾁ(PX16-05)
紫)PR 古の神皇鯨のｴﾙﾀﾞﾚｲｵ(PX16-02)
緑)PR 古の神皇 神鳥のｶﾞﾙﾀﾞｰﾗ(PX16-03)
青)PR 古の神皇 水牛のｴﾝｼｪﾝﾄ･ﾊﾞｯﾌｧ(PX16-06)
赤)PR 古の神皇 豹のﾌﾞﾗｲｶﾞﾝ(PX16-01)
白)PR 古の神皇 山羊のﾏｰｸｫｰﾙ(PX16-04)
青)XR 戌の十二神皇ｸﾞﾘｰﾄﾞｯｸﾞ(BS39X06)
青)XR 亥の十二神皇ｶﾗﾐﾃｨ･ﾎﾞｱ(BS36X06)
赤)R ｲﾋﾞﾙﾌﾚｲﾑ(BS38R067-077)
黄)R ｲﾏｼﾞﾅﾘｰｹﾞｰﾄ(BS28R081-083)
黄)R ｲﾏｼﾞﾅﾘｰｹﾞｰﾄ(BS28R081-083)
黄)R ｲﾘｭｰｼﾞｮﾝﾐﾗｰ(BS26R080-083)
黄)R ｲﾘｭｰｼﾞｮﾝﾐﾗｰ(BS26R080-083)
白)R ｲﾝﾋﾞｼﾞﾌﾞﾙｸﾛｰｸ【天狗の面】(141/14
紫)MR ｲﾝﾌｪﾙﾓﾝ(CB02M057-071)
う
紫)ｷﾗ ｳﾞｧｲｵﾚｯﾄﾆｰﾄﾞﾙ(BSC29020-030)
紫)R ｳﾞｧﾝﾃﾞﾓﾝ(CB02R018-071)
赤)R ｳﾞｨｸﾄﾘｰﾌｧｲｱ(SD01R033-040)
黄)R ｳｨｻﾞｰﾓﾝ(CB02R042-071)
黄)R ｳｨｯｸﾞﾊﾞｲﾝﾄﾞ(082/084)
白)PR 光翼の騎神(ｳｲﾝｸﾞﾅｲﾄ)ﾍﾟｶﾞｼｵｰﾈ･ｶ
黄)R ｳｲﾝｸﾞﾌﾞｰﾂ(016/021)

カードの名前 （型番）

買取金額
¥50
¥5
¥5
¥1,000
¥5
¥100
¥80
¥80
¥270
¥700
¥5
¥100
¥550
¥5
¥5
¥5
¥30
¥200
¥100
¥100
¥100
¥5
¥20
¥5
¥1,000
¥200
¥5
¥800
¥200
¥100
¥0
¥30
¥5
¥10
¥10
¥10
¥10
¥5
¥30
¥5
¥20
¥5
¥60
¥5
¥150
¥80
¥5
¥10
¥400
¥5
¥10
¥1,200
¥1,000
¥5
¥10
¥30

黄)R ｳｲﾝｸﾞﾌﾞｰﾂ【真ん中に女性】(016/021
紫)MR ｳﾞｪﾉﾑｳﾞｧﾝﾃﾞﾓﾝ(CB02M019-071)
赤)S ｳｪﾎﾟﾝﾏｽﾀｰ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ(SJ13-02)
赤)XR ｳｫｰｸﾞﾚｲﾓﾝ(CB02X01)
緑)ｷﾗ 卯咲ｳｻｷﾞの試練(BSC29021-030)
緑)XR 卯の十二神皇ﾐｽﾄﾗﾙ･ﾋﾞｯﾄ(SD35X-01)
緑)XR 卯の十二神皇ﾐｽﾄﾗﾙ･ﾋﾞｯﾄ(SD35X01)
緑)XR 卯の十二神皇ﾐｽﾄﾗﾙ･ﾋﾞｯﾄ(SD35X-01)
白)XR 丑の十二神皇ｱﾊﾞﾗﾝｼｭ･ﾊﾞｲｿﾝ(BS38X04)
黄)XR 歌鳥の覇王ｼﾞｰｸ･ﾔﾏﾄ･ﾍﾟﾝﾀﾝ(X-018
黄)XR [歌の姫巫女]ﾘｭｰﾈ･ﾏﾄ(BSC16X-02)
黄)XR [歌の姫巫女]ﾘｭｰﾈ･ﾏﾄ(BSC16X-02)
黄)XR 歌姫ﾄﾘｯｸｽﾀｰ(BSC16X-03)
黄)R 歌姫伯爵ｺｺ(BS27R040-083)
黄)MR 歌姫ﾗｸｪﾙ(M040-083)
黄)MR 歌姫ﾛﾒｰﾀﾞ(BSC18M033-045)
黄)MR 歌姫ﾛﾒｰﾀﾞ(BSC18M033-045)
赤)XR 宇宙恐竜ｾﾞｯﾄﾝ(BSC24X02)
紫)XR 宇宙忍者ﾊﾞﾙﾀﾝ星人(BSC24X04)
赤)XR (ｳﾏ)午の十二神皇ｴｸﾞｾﾞｼｰﾄﾞ(SD33X01)
赤)XR 午の十二神皇ｴｸﾞｾﾞｼｰﾄﾞ(SD33X01)
赤)GX うまのじゅうにしんおｰ ｴｸﾞｾﾞｼｰﾄﾞ(XGX17-01)
緑)PR 裏･忍将軍ｼﾛﾊｶﾞﾈ(P15-10)
青)MR ｳﾙﾄﾗﾏﾝｵｰﾌﾞ ｵｰﾌﾞｵﾘｼﾞﾝ(CB01M047-062)
青)ﾊﾟﾗ ｳﾙﾄﾗﾏﾝｵｰﾌﾞ ｵｰﾌﾞﾄﾘﾆﾃｨ(CB01X06)
青)XR ｳﾙﾄﾗﾏﾝｵｰﾌﾞ ｵｰﾌﾞﾄﾘﾆﾃｨ(CB01X06)
青)MR ｳﾙﾄﾗﾏﾝｾﾞﾛ(CB01M045-062)
青)ﾊﾟﾗ ｳﾙﾄﾗﾏﾝﾃｨｶﾞ(CB01X05)
青)XR ｳﾙﾄﾗﾏﾝﾃｨｶﾞ(CB01X05)
紫)XR ｳﾙﾄﾗﾏﾝﾍﾞﾘｱﾙ(BSC24X03)
え
白)PR 鋭守氷槍牙(ｴｲｽﾋｮｳｿｳｶﾞ) (P-056)
白)S ｴｲﾃｨ･ｴｲﾀｰ(SJ13-10)
緑)R ｴｲﾌﾟｳｨｯﾌﾟ(BSC22R061-146)
青)XR 英雄巨人ﾀｲﾀｽ(X-12)
青 )R 英雄巨人ﾀｲﾀｽ(BS40RRV012)
赤)EX 英雄犬ﾛｰﾄﾞ･ﾜﾝ･ｹﾝｺﾞｰ(EX-018)
青)R 英雄の喪失(116/149)
赤)★MR 英雄龍ﾛｰﾄﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ【背景青】(007/
白)S ｴｸｽ･ｷｼﾞ･ﾄﾘｱ(SJ14-24)
黄)PR ｴｸｽ･ｼｮｺﾄﾞﾗ(LM14-02)
赤)PR ｴｸｽ･ﾑｹﾞﾝﾄﾞﾗ(LM14-01)
赤)PR ｴｸｽ･ﾑｹﾞﾝﾄﾞﾗ(LM14-01)
赤)PR ｴｸﾞｾﾞﾄﾞﾗ(P16-13)
黄)PR [ｴﾀｰﾅﾙｱｲﾄﾞﾙ]ﾉｱ･ﾌﾙｰﾙ(PX14-09)
白)ﾊﾟﾗ ｴﾃﾓﾝ(CB02C058-071)
緑)ｷﾗ ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾌﾞﾚｽ(BSC29022-030)
赤)MR 炎皇帝ｱｸﾞﾆﾌｫﾝ(008/084)
黄)XR ｴﾝｼﾞｪｳｰﾓﾝ(CB02X06)
黄)R ｴﾝｼﾞｪﾓﾝ(CB02R041-071)
赤)S 炎武将ﾘｭｳﾓﾝ(SJ15-15)
赤)XR 炎魔神(BSC25X04)
赤)XR 炎魔神(BSC25X04)
赤)R 炎龍刀ｵﾆﾏﾙ(BS32R056-083)
赤)R 炎龍刀ｵﾆﾏﾙ(BS32R056-083)
赤)MR 炎龍刀ｵﾆﾏﾙ･真打(BS34M058-083)

10/31現在価格

カードの名前 （型番）

買取金額

赤)MR 焔竜魔皇ﾏ･ｸﾞｰ(011/114)
¥30
赤)MR 焔竜魔皇ﾏ･ｸﾞｰ(BS14011-114)
¥5
赤)MR 焔竜魔皇ﾏ･ｸﾞｰ(BS14M011-114)
¥20
赤)MR 焔竜魔人ﾏ･ｸﾞｰ(BSC22M021-146)
¥5
赤)PR 焔竜翼人ﾏ･ﾄﾞｰ(P-001)
¥5
赤)PR ｵｰﾙｽﾀｰﾄﾞﾛｰ(P14-46)
¥30
赤)PR ｵｰﾙｽﾀｰﾄﾞﾛｰ(P14-46)
¥30
赤)PR お正月だよ!ﾊﾞﾄﾙｽﾋﾟﾘｯﾂ(LM16-06)
¥10
黄)PR お掃除妖精ﾏﾙﾁｰｽﾞ(P-053)
¥20
緑)R 乙騎士ｴｳﾛｽ･ﾌｧﾙｺﾝ(BS35R029-102)
¥5
緑)R 乙騎士ｴｳﾛｽ･ﾌｧﾙｺﾝ(BS35R029-102)
¥30
赤)ｷﾗ お告げ(BSC29029-030)
¥5
緑)XR 乙の白騎士ｱﾙﾊﾟｲﾝ･ﾋﾞｯﾄ(BS38X03)
¥100
黄)R 乙女星鎧ｳﾞｧﾙｺﾞﾌﾞﾚｲｳﾞ(BS26R061-083)
¥5
黄)R 乙女星鎧ｳﾞｧﾙｺﾞﾌﾞﾚｲｳﾞ(BS26R061-083)
¥5
緑)MR 牡羊星鎧ｱﾘｴｽﾌﾞﾚｲｳﾞ(BS27M065-083)
¥30
白)XX ｵﾒｶﾞﾓﾝ(CB02XX01)
¥3,500
白)ｷﾗ 親子の絆(BSC29024-030)
¥10
黄)MR ｵﾘﾝﾋﾟｱの天使長ｵﾌｨｴﾙ(045/084)
¥80
赤)MR ｵﾙｶﾞ(BSC19M016-052)
¥20
赤)PR ｵﾙｶﾞ（ﾌｪｲｽﾞⅠ）(P14-45)
¥30
紫)XR 陰陽皇ﾘｸﾄﾞｳ(BS34X02)
¥5
か
¥0
白)PR ｶｰﾃﾝｺｰﾙ(P14-47)
¥30
白)PR ｶｰﾃﾝｺｰﾙ(P14-47)
¥30
白)MR ｶﾞｰﾈｯﾄﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS24035-114)
¥5
赤)R ｶﾞｲｱﾌｫｰｽ(CB02R066-071)
¥5
紫)XR 骸皇ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｷﾞ･ｶﾞｯｼｬ(BSC17X02)
¥5
紫)XRP 骸皇ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｷﾞ･ｶﾞｯｼｬ(BSC17X02)
¥300
紫)XR 骸皇ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｷﾞ･ｶﾞｯｼｬ(BSC17X02)
¥5
青)XR 海皇巨神ﾃﾞｭﾗﾝｻﾞﾑ(X-06)
¥5
青)MR 海王神獣ﾄﾗｲ･ﾎﾟｾｲﾄﾞｽ(047/084)
¥10
緑)XR ｶｲｻﾞｰｱﾄﾗｽ皇帝(X-15)
¥10
赤)MR ｶｲｻﾞｰｷﾞﾄﾞﾗ(BSC19M015-052)
¥10
赤)XRP 怪獣王ﾊﾞｰﾆﾝｸﾞｺﾞｼﾞﾗ 「怪獣王」(BSC26X02)
¥1,000
赤)XR 怪獣王ﾊﾞｰﾆﾝｸﾞｺﾞｼﾞﾗ(BSC26X02)
¥120
白)XR 鎧神機ｳﾞｧﾙﾊﾗﾝｽ(X-24)
¥40
白)XR 鎧神機ｳﾞｧﾙﾊﾗﾝｽ【ｲﾗｽﾄはみ出し】(X-2
¥5
白)R 鎧神機ｳﾞｧﾙﾊﾗﾝｽ(BS42RRV008)
¥5
青)PR 海賊騎士ﾌﾞﾚﾝﾀﾞﾝ
¥20
紫)MR 海賊銛銃ｾﾞｰﾛｲ･ｼｭｰﾀｰ(BS42M077-095)
¥50
青)MR 海賊の神皇ｸﾞﾘｰﾄﾞｯｸﾞ･ﾊﾟｲﾚｰﾄ(BS42M071-095)
¥30
青)XR 海賊龍皇ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ･ｱﾋﾞｽ(BS41X06)
¥200
青)ﾊﾟﾗ 海賊連合総長 ﾌｫｰｼﾞ･ﾛｳ(BS42X06)
¥350
青)XR 海賊連合総長 ﾌｫｰｼﾞ･ﾛｳ(BS42X06)
¥30
青)R 海賊連合 副総長ﾛﾝｸﾞﾉｰｽﾞ(BS42R070-095)
¥5
青)R 海帝国の秘宝(BS28R071-083)
¥40
青)R 海帝国の秘宝(BS28R071-083)
¥10
青)R 海底に眠りし古代都市(066/084)
¥50
紫 )MR 鎧闘鬼ﾗｼｮｳ(BS31M017-114)
¥50
緑)R 鎧風魔ﾖﾛｲｽﾞﾓ(BS33R028-083)
¥5
青)CP 海魔神(BS38CP08)
¥5
緑)MR 鎧鷹ｽｲﾗﾝ･ﾎｰｸ(BSC20M021-022)
¥20
紫)R ｶｵｽﾄﾞﾛｰ(BSC22R127-146)
¥5
黄)XR [輝き天女]ﾚｲ･ｵｰﾊﾞ(BSC23X01)
¥200
赤)★XR 輝きの聖剣ｼｬｲﾆﾝｸﾞ･ｿｰﾄﾞ【背景に建物】
¥5

カードの名前 （型番）

買取金額
¥20
¥250
¥1,000
¥500
¥500
¥200
¥500
¥1,200
¥5
¥500
¥2,500
¥50
¥2,000
¥250
¥800
¥500
¥2,500
¥5
¥5
¥30
¥20
¥5
¥5
¥30
¥150
¥50
¥50
¥50
¥30
¥5
¥5
¥5
¥5
¥5
¥50
¥500
¥5
¥5
¥150
¥20
¥50
¥0
¥10
¥120
¥50
¥30
¥100
¥5
¥170
¥600
¥400
¥5
¥20
¥80
¥10
¥100

赤)★XR 輝きの聖剣ｼｬｲﾆﾝｸﾞ･ｿｰﾄﾞ【後ろに竜】(
黄)ﾊﾟﾗ [学園制服]ｷｬﾝﾃﾞｨ･ｻｰﾄﾞ(BSC28R012-058)
黄)ﾊﾟﾗ [学園制服]ｼﾞｬﾝﾇ･ﾄﾞﾗﾆｴｽ(BSC28R023-058)
黄)ﾊﾟﾗ [学園制服]ｾｲﾅ･ﾘｭｰﾐﾝ(BSC28M025-058)
黄)ﾊﾟﾗ [学園制服]ｾﾞｸｼｱ･ﾃﾝﾏ(BSC28R017-058)
黄)ﾊﾟﾗ [学園制服]ｾﾌｨ･ｱﾘｴｽ(BSC28M034-058)
黄)ﾊﾟﾗ [学園制服]ﾀﾞｲﾔ･ﾙｰﾝ(BSC28R033-058)
黄)ﾊﾟﾗ [学園制服]ﾄﾘｯｸｽﾀｰ(BSC28X06)
黄)XR [学園制服]ﾄﾘｯｸｽﾀｰ(BSC28X06)
黄)ﾊﾟﾗ [学園制服]ﾈｲ･ﾗﾝﾃｲﾙ(BSC28R022-058)
黄)ﾊﾟﾗ [学園制服]ﾉｱ･ﾌﾙｰﾙ(BSC28X01)
黄)XR [学園制服]ﾉｱ･ﾌﾙｰﾙ(BSC28X01)
黄)ﾊﾟﾗ [学園制服]ﾌｫﾝﾆｰﾅ(BSC28M013-058)
黄)ﾊﾟﾗ [学園制服]ﾑｩ(BSC28R037-058)
黄)ﾊﾟﾗ [学園制服]ﾗﾋﾞｨ･ﾀﾞｰﾘﾝ(BSC28R003-058)
黄)ﾊﾟﾗ [学園制服]ﾘｾﾞ･ｸﾛﾑｳｪﾙ(BSC28R011-058)
黄)ﾊﾟﾗ [学園制服]ﾚｲ･ｵｰﾊﾞ(BSC28M001-058)
緑)MR 殻刃将ﾚｷﾞｵｽ(BS26M022-083)
青)MR 鍛冶王ｻｲｸ･ﾌﾞﾛｽ(053/084)
黄)R ｶｼｬﾈｺ(BS31R056-114)
黄)CP 家臣天狗ｺｯﾊﾟ(BS31CP05)
青)CP 家臣明王ﾙﾄﾞﾗｰ(BS31CP06)
赤)XR 火星神剣ﾏｰｽﾞﾌﾞﾘﾝｶﾞｰ(BS29-X07)
赤)MR 火星神龍ｱﾚｽ･ﾄﾞﾗｸﾞｰﾝ(008/114)
黄)XR 風の熾天使ｴｱﾘﾌｪﾙ(BS41X05)
緑)★XR 風の覇王ﾄﾞﾙｸｽ･ｳｼﾜｶ(X-03)
緑)★XR 風の覇王ﾄﾞﾙｸﾙ･ｳｼﾜｶ(X-03)
緑)XR 加速癸鳥ｴｱｲﾚｲｻﾞｰ(BS37X03)
赤)ﾎﾛ 刀の覇王ﾑｻｼｰﾄﾞ･ｱｼｭﾗｲｶﾞｰ(X-01)
赤)★XR 刀の覇王ﾑｻｼｰﾄﾞ･ｱｼｭﾗｲｶﾞｰ
赤)★XR 刀の覇王ﾑｻｼｰﾄﾞ･ｱｼｭﾗｲｶﾞｰ(X-01
赤)ｷﾗ 勝ちへの固執(BSC29018-030)
黄)S 河童の可愛太郎(SJ16-06)
緑)MR 火忍ﾊｼﾋﾞﾛｳ(BS23M022-084)
緑)R 兜魔神(BS37R074-077)
紫)ﾊﾟﾗ ｶﾞﾌﾞﾓﾝ(CB02R011-071)
紫)R ｶﾞﾌﾞﾓﾝ(CB02R011-071)
赤)EX 火龍ｼｬｲﾆﾝｸﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ﾌﾚｲﾑ(EX1(EX13-07)
赤)XR ｶﾞﾙﾀﾞﾓﾝ(CB02X02)
赤)MR 完全生命体ﾃﾞｽﾄﾛｲｱ(BSC26M018-049)
緑)PR ｶﾝﾈｲﾄﾞ･ｴｰｽ(KA12-01)
き
緑)MR ｷﾞｱｾﾞﾙ(057/084)
白)XR 己械合神ﾏﾝﾓ･ｲｰｼﾞｽ(BS36X04)
白)XR 機界蛇竜ﾖﾙﾑﾝｶﾞﾝﾄﾞ(BS30X03)
白)R 己械獣士ﾌﾞﾛｯｹｲﾄﾞ･ﾀｲｶﾞｰ(BS37R042-077)
青)ｷﾗ 癸亥坊ｶﾗﾐﾃｨ･ｳﾘ(BSC29003-030)
紫)MR 奇機械怪獣ﾃﾞｱﾎﾞﾘｯｸ(CB01M029-062)
黄)PR 喜劇王ﾍﾟﾝﾀﾝ(PB12-03)
赤)ﾊﾟﾗ 起源神皇龍ﾀﾞｲｵﾘｼﾞﾝ(BS39XX01)
赤)XX 起源神皇龍ﾀﾞｲｵﾘｼﾞﾝ(BS39XX01)
白)MR 機巧軍師ｼﾓｶｾﾞ(BS32M033-083)
白)R 機巧剣聖ﾘｮｳﾀﾞﾝｵｳ(BSC21R002-012)
白)R 機巧城(BS31R092-114)
白)MR 機巧将軍ﾀﾞｲｺﾞﾝｹﾞﾝ(BS35M043-102)
白)MR 機巧武者ｲﾃｶｾﾞ(SD32M004-007)
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白)R 機巧武者ｼﾗﾇｲ(BSC20R012-022)
¥5
紫)MR 騎士王蛇ﾍﾟﾝﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS1066-114)
¥5
紫)R 騎士王蛇ﾍﾟﾝﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS39RV024)
¥30
紫)XR 騎士の覇王ｿｰﾃﾞｨｱｽ･ｱｰｻｰ(X-02)
¥30
紫)XR 騎士の覇王ｿｰﾃﾞｨｱｽ･ｱｰｻｰ【ｲﾗｽﾄ紫色】 ¥200
白)XR 機獣要塞ﾅｳﾏﾝｶﾞﾙﾄﾞ【立体加工】(X-04)
¥5
紫)R 騎死龍ｸﾞﾚｲｻﾞｽ(BS35R018-102)
¥5
紫)XR 鬼神ﾊﾞｻﾗ(BSC20X02)
¥10
赤)(自販機) 輝石十二晶 一月原初神ﾃﾞｨｱﾇｽ(BS42CP01)
¥80
赤)XR 輝石十二晶 一月原初神ﾃﾞｨｱﾇｽ(BS42CP01) ¥30
青)XR (自販機)輝石十二晶 九月聖者ﾑｰﾝ･ｼﾞｪﾅｰﾛ(BS41CP03)
¥100
青)XR 輝石十二晶 九月聖者ﾑｰﾝ･ｼﾞｪﾅｰﾛ(BS41CP03)
¥30
緑)ﾊﾟﾗ 輝石十二晶 五月王ﾛﾋﾞﾝ(BS40CP02)
¥150
緑)XR 輝石十二晶 五月王ﾛﾋﾞﾝ(BS40XCP02)
¥30
赤 )ﾊﾟﾗ 輝石十二晶 七月帝ｼﾞｭﾗｲｱ(BS40CP01)
¥80
赤 )XR 輝石十二晶 七月帝ｼﾞｭﾗｲｱ(BS40XCP01) ¥100
黄)(自販機) 輝石十二晶 十一月姫 万霊ｶｸﾞﾗ(BS42CP02)
¥200
黄)XR 輝石十二晶 十一月姫 万霊ｶｸﾞﾗ(BS42CP02) ¥50
紫)XR (自販機)輝石十二晶 十月騎神ﾎﾛｩ･ｳｪｲﾝ(BS41CP01)
¥100
紫)XR 輝石十二晶 十月騎神ﾎﾛｩ･ｳｪｲﾝ(BS41CP01) ¥30
青)(自販機) 輝石十二晶 十二月終神ｸﾛﾉﾃﾞｯｸ(BS42CP03)
¥50
青)XR 輝石十二晶 十二月終神ｸﾛﾉﾃﾞｯｸ(BS42CP03) ¥20
緑)XR (自販機)輝石十二晶 八月皇帝ｱｳｸﾞｽﾀｰ(BS41CP02)
¥100
緑)XR 輝石十二晶 八月皇帝ｱｳｸﾞｽﾀｰ(BS41CP02) ¥30
白)ﾊﾟﾗ 輝石十二晶 六月女神ﾕﾉｰ(BS40CP03)
¥50
白)XR 輝石十二晶 六月女神ﾕﾉｰ(BS40XCP03)
¥5
緑)R 北風の狼ﾎﾞﾚｱｰｽｳﾙﾌ(BS26R021-083)
¥5
青)XR 機動要塞ｷｬｯｽﾙ･ｺﾞﾚﾑ(X-16)
¥50
青)XR 機動要塞ｷｬｯｽﾙｺﾞﾚﾑ【手がパー】(X-16)
¥50
青)XR 機動要塞ｷｬｯｽﾙ･ｺﾞﾚﾑ【ｲﾗｽﾄはみ出し】(
¥80
黄)XX 黄の起源龍ﾃﾞﾙﾌｨﾆｭｰﾄ(BS38XX02)
¥600
黄)R 黄の探索者 天使ﾒﾘｴﾙ(BS40R047-095)
¥5
青)MR 癸の爆獣ｸﾞﾘｽﾞｸﾗｯｼｭ(BS36M056-077)
¥100
黄)R 黄魔神(BS39057R-077)
¥30
青)GX ｷﾞｬﾗｸｼｰｽﾃｯﾌﾟ(GX-08)
¥50
青)GX ｷﾞｬﾗｸｼｰﾄﾞﾛｰ(GX-01)
¥10
赤)XR 究極輝神ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(BS29-X03)
¥50
白)MR 究極元帥ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾚｲ･ｻﾞｳﾗｰ(BSC17009-014)
¥80
赤)S 究極最強ﾄﾞﾗｺﾞﾝ(SJ14-01)
¥5
赤)MR 究極なる女王ｱﾝﾀｰｸ(BS30M054-083)
¥10
赤)MR 究極なる女王ｱﾝﾀｰｸ(BS30M054-083)
¥5
赤)ｷﾗ 究極の力(BSC29013-030)
¥5
赤)XR 究極の爆炎ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ﾊﾞｾﾞﾙ(BSC17X01)
¥5
紫)S 究極北斗ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ｱﾘｵﾄ(SJ14-05)
¥20
白)S 究極北斗ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ﾌｪｸﾀﾞ(SJ14-07)
¥100
赤)S 究極北斗ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ﾍﾞﾈﾄ(SJ14-04)
¥20
黄)S 究極北斗ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ﾒｸﾞﾚｽﾞ(SJ14-08)
¥20
青)S 究極北斗ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ﾒﾗｸ(SJ14-09)
¥80
紫)EX 吸血龍ﾛｰﾄﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ﾄﾞﾗｷｭﾗ(EX¥10
紫)XR 牛骨魔王(X-02)
¥5
緑)MR 癸酉の大騎士ｲｰｸﾞﾗﾝｽ(BS39024M-077)
¥5
青)XR 凶悪巨人ﾀｲﾀｽ･ｻﾞ･ﾌﾞﾗｯｸ(X-40)
¥60
黄)XR 凶神獣ｶｵｽ･ﾍﾟｶﾞｻﾛｽ【絵が立体加工･顔上向 ¥5
黄)XR 凶神獣ｶｵｽ･ﾍﾟｶﾞｻﾛｽ(X-05)
¥50
黄)XR 凶神獣ｶｵｽ･ﾍﾟｶﾞｻﾛｽ【絵が立体加工 顔下向 ¥50
白)R 共鳴する音叉の塔(061/084)
¥20

カードの名前 （型番）

買取金額

白)XR 恐竜辛機ﾀｰﾎﾞﾚｯｸｽ(BS37X04)
¥30
赤)R 恐龍同盟 刃雷のｴﾚｸﾄﾛｻｳﾙｽ(BS42R011-095)
¥5
赤)PX 凶龍爆神ｶﾞﾝﾃﾞｨﾉｽ(PX-07)
¥10
赤)XR 恐龍覇者ﾀﾞｲﾉﾌﾞﾗｲｻﾞｰ(BS41X01)
¥30
緑)PR 巨蟹忍者 喜屋武鎖亜怒【森羅万象】(PX15-03) ¥80
緑)XR 巨蟹武神ｷｬﾝｻｰﾄﾞ(BS38XRVX03)
¥150
緑)XPR 巨蟹武神ｷｬﾝｻｰﾄﾞ(BS38XRVX03)
¥500
青 )R 巨顔石の森(BS35R084-102)
¥120
赤)XR 【赤黄】極帝龍騎ｼﾞｰｸ･ｸﾘﾑｿﾞﾝ(X-003
¥5
青)XR 【赤青】極帝龍騎ｼﾞｰｸ･ｸﾘﾑｿﾞﾝ(X-003
¥10
黄)R 極天姫ﾋﾌﾐ(BS38R056-077)
¥10
紫)XR 虚皇帝ﾈｻﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞｧﾗﾙ(X-02)
¥10
白)XR 巨神機ﾄｰﾙ(X-07)
¥10
白)XR 巨神機ﾄｰﾙ【ｲﾗｽﾄはみ出し】(X-07)
¥10
青)MR 巨人銃士ｸﾘﾌｫｰﾄﾞ(M049-083)
¥5
白)R 巨神獣ﾌｧｰｿﾞﾙﾄ(BS40R042-095)
¥20
青)XR 巨人大帝ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ(X-28)
¥20
青)XR 巨人大帝ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ【ｲﾗｽﾄはみ出し】(X¥5
青)ﾊﾟﾗ 巨人大帝ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ(BS41CP09)
¥1,000
青)XR 巨人大帝ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ(BS41CP09)
¥80
青)XR 巨人帝王ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ13世(X-01)
¥10
青)XR 巨人勇者ﾍﾟﾙｾｳｽ(X-06)
¥10
青)MR 巨人勇者ﾍﾟﾙｾｳｽ(BS38MRV021)
¥5
赤)MR 虚龍帝ｶﾀｽﾄﾛﾌﾄﾞﾗｺﾞﾝ(009/084)
¥10
赤)MR 虚龍帝ｶﾀｽﾄﾛﾌﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS1509-084)
¥5
紫)MR 虚龍ﾎﾛｩﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS41M022-095)
¥5
黄)MR 煌めきの道化姫ﾄﾘｯｸｽﾀｰ(BS40M052-095)
¥5
赤)★XR 輝龍ｼｬｲﾆﾝｸﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ【左向き・拳握っ
¥5
赤)★XR 輝龍ｼｬｲﾆﾝｸﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ【右下に主人公】
¥10
赤)★XR 輝龍ｼｬｲﾆﾝｸﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ【剣を両手持ち】
¥120
赤)★XR 輝龍ｼｬｲﾆﾝｸﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ【右下ｷｬﾗ･ﾗ
¥10
黄)XR 麒麟星獣ﾘｰﾝ【絵が立体加工】(X-05)
¥10
黄)XR 麒麟星獣ﾘｰﾝ (X-05)
¥10
緑)MR 金殻皇ﾛｰｾﾞﾝﾍﾞﾙｸﾞ(BS27M024-083)
¥10
緑)MR 金殻皇ﾛｰｾﾞﾝﾍﾞﾙｸﾞ(BS27M024-083)
¥50
青)MR 銀河皇帝ｶｲｻﾞｰﾍﾞﾘｱﾙ(CB01M050-062)
¥50
赤)XR 金牛龍神ﾄﾞﾗｺﾞﾆｯｸ･ﾀｳﾗｽ【立体加工】(X
¥50
赤)XR 金牛龍神ﾄﾞﾗｺﾞﾆｯｸ･ﾀｳﾗｽ【絵が光る】(X
¥50
赤)XR 金牛龍神ﾄﾞﾗｺﾞﾆｯｸ･ﾀｳﾗｽ(BS12X01)
¥20
赤)ﾊﾟﾗ 金牛龍神ﾄﾞﾗｺﾞﾆｯｸ･ﾀｳﾗｽ(BS39XRVX01)
¥220
赤)XR 金牛龍神ﾄﾞﾗｺﾞﾆｯｸ･ﾀｳﾗｽ(BS39XRVX01)
¥100
青)R ｷﾝｸﾞｽｺﾏﾝﾄﾞ(SD24R013-016)
¥5
青)R ｷﾝｸﾞｽｺﾏﾝﾄﾞ(SD24R013-016)
¥5
緑)XR ｷﾝｸﾞﾀｳﾛｽ大公(X-03)
¥10
緑)XR ｷﾝｸﾞﾀｳﾛｽ大公【ｲﾗｽﾄはみ出し】(X-03
¥10
緑)XR ｷﾝｸﾞﾀｳﾛｽ大公(BSC22X03)
¥100
赤)XR 銀銃皇ｳﾞｧﾙｻｰ･ﾃｨｰｶﾞ(XSJ17-05)
¥50
青)PX 銀狼公ﾊﾞｲ･ﾚｱﾝ(PX13-04)
¥10
く
¥0
緑)S 鎖鎌のｸﾛﾂﾞﾙ(SJ13-24)
¥5
緑)ｷﾗ 苦渋の決断(BSC29011-030)
¥5
紫)PR ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾛﾛ(PB13-05)
¥30
赤)R ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾌﾞﾚｲｸ(BS28R072-083)
¥5
緑)MR ｸﾞﾗﾝﾄ･ﾍﾞﾝｹｲ【絵枠内】(030/114)
¥5
黄)PR ｸﾞﾘｰﾌｨｱ･ﾀﾞﾙｸ(P14-16)
¥20
紫)R ｸﾘｻﾘﾓﾝ(CB02R056-071)
¥5
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紫)PR ｸﾘｽﾋﾟｰ･ｺﾌﾞﾗ(KF-11)
¥5
黄)PR [ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨ]ｼﾞｬﾝﾇ･ﾄﾞﾗﾆｴｽ(PB16-D04) ¥100
黄)PR [ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨ]ﾃﾞｨｱﾅ･ﾌﾙｰﾙ(PB16-D03)
¥100
黄)PR [ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨ]ﾌｫﾝﾆｰﾅ(PB16-D02)
¥100
黄)PR [ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨ]ﾌﾞﾗｯｸｽﾀｰ(PB16-D05)
¥100
黄)PR [ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨ]ﾚｲ･ｵｰﾊﾞ(PB16-D01)
¥100
黄)XR [ｸﾘﾑｿﾞﾝｼｭｰﾀｰ]ﾎﾟﾛﾝ･ｻｼﾞｰﾀ(BSC18X01)
¥100
赤)ｷﾗ ｸﾘﾑｿﾞﾝｽﾄﾗｲｸ(BSC29015-030)
¥10
黄)PR ｸﾞﾘﾑの天使ｱｲｳﾞｨｰ(P-064)
¥30
青)XR 鉄(ｸﾛｶﾞﾈ)の覇王ｻｲｺﾞｰﾄﾞ･ｺﾞﾚﾑ(X
¥80
青)XR 鉄(ｸﾛｶﾞﾈ)の覇王ｻｲｺﾞｰﾄﾞ･ｺﾞﾚﾑ(X
¥50
青)XR 鉄(ｸﾛｶﾞﾈ)の覇王ｻｲｺﾞｰﾄﾞ･ｺﾞﾚﾑ(X(BS15X06) ¥50
青)XR 鉄(ｸﾛｶﾞﾈ)の覇王ｻｲｺﾞｰﾄﾞ･ｺﾞﾚﾑ(BS15X06) ¥50
青)XR 鉄(ｸﾛｶﾞﾈ)の覇王ｻｲｺﾞｰﾄﾞ･ｺﾞﾚﾑ(BS15X06) ¥80
紫)★XR 黒き骸王ﾊﾞﾙﾄｱﾝﾃﾞﾙｽ【絵が立体加工】(X ¥10
紫)★XR 黒き骸王ﾊﾞﾙﾄｱﾝﾃﾞﾙｽ【絵がはみ出し】(X
¥5
青)R 軍港都市ｵｽﾃｱ(BS27R075-083)
¥5
青)R 軍港都市ｵｽﾃｱ(BS27R075-083)
¥5
け
¥0
緑)XR ｹﾞｲﾙ･ﾌｪﾆｯｸｽ･ﾋﾟｰｺｯｸ(SJ16-02)
¥20
緑)S ｹﾞｲﾙﾛｰﾄﾞｳｨﾝﾄﾞ(SJ16-04)
¥10
白)PR 激翔(P-079)
¥10
赤)XR 激神皇ｶﾀｽﾄﾛﾌﾄﾞﾗｺﾞﾝ【背景立体加工】(X
¥10
赤)XR 激神皇ｶﾀｽﾄﾛﾌﾄﾞﾗｺﾞﾝ【背景ｷﾗ】(X-2
¥30
黄)XR 月下の起導士ﾐｵ(BS34CP05)
¥5
黄)EX 月華龍ｽﾄﾗｲｸｳﾞﾙﾑ･ﾌﾟﾛｷｵﾝ【光らない】
¥30
白)R 月光神剣ｳｨﾝｸﾞｵﾌﾞﾙﾅ(BS30R061-083)
¥30
白)ﾎﾛ 月光神龍ﾙﾅﾃｨｯｸ･ｽﾄﾗｲｸｳﾞﾙﾑ(X-04
¥20
白)XR 月光神龍ﾙﾅﾃｨｯｸ･ｽﾄﾗｲｸｳﾞﾙﾑ【立体加工
¥40
白)XR 月光神龍ﾙﾅﾃｨｯｸ･ｽﾄﾗｲｸｳﾞﾙﾑ【絵が光る
¥20
白)XR 月光龍ｽﾄﾗｲｸ･ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ(X-04)
¥40
白)ﾎﾛ 月光龍ｽﾄﾗｲｸ･ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ(X-04)
¥50
白)PR 結晶世界(P14-19)
¥50
紫)R ｹﾗﾓﾝ(CB02R053-071)
¥5
緑)XR 剣王獣ﾋﾞｬｸ･ｶﾞﾛｳ(X-26)
¥5
緑)ﾊﾟﾗ 剣王獣ﾋﾞｬｸ･ｶﾞﾛｳ(BS41CP06)
¥700
緑)XR 剣王獣ﾋﾞｬｸ･ｶﾞﾛｳ(BS41CP06)
¥50
緑)XR 剣王獣ﾋﾞｬｸ･ｶﾞﾛｳ【ｲﾗｽﾄはみ出し】(X¥5
紫)MR 幻覚宇宙人ﾒﾄﾛﾝ星人(BSC24M016-052)
¥5
黄)XR 剣輝龍皇ｼｬｲﾆﾝｸﾞ･ﾘｭｰﾏﾝ(CP14-X14T)
¥50
青)XR 剣輝龍皇ｼｬｲﾆﾝｸﾞ･ﾘｭｰﾏﾝ(CP14-X14S)
¥30
赤)XR 剣豪龍ｻﾑﾗｲ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･天(BS33X01)
¥50
赤)XR 剣豪龍ｻﾑﾗｲ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･天(BS33X01)
¥120
赤)XR 原始の王者ｷﾞｶﾞﾉ･ﾚｯｸｽ(X-01)
¥20
白)MR 源氏八騎 薄金ｽﾄﾗｲｶｰ(BS31M044-114)
¥80
白)MR 源氏八騎 楯無ﾌｫｰﾄﾚｽ(BS33M040-083)
¥5
白)R 源氏八騎 膝丸ﾊﾞｽﾀｰ(BS32R035-083)
¥5
黄)XR 幻獣王ﾘｰﾝ(X-17)
¥5
黄)XR 剣聖姫ﾂﾙ(BSC21X03)
¥250
緑)XR 剣聖武将ｶｲﾄﾞｳﾂﾉｼｹﾞ(BSC21X02)
¥5
赤)XR 剣聖武龍ﾐﾂﾙｷﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BSC21X01)
¥100
青)R ｹﾝﾀｳﾛｽ･ｺﾞﾚﾑ(048/084)
¥5
黄)ｷﾗ 減点(BSC29026-030)
¥5
赤)R 剣武龍ﾑﾗﾏｻ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS32R005-083)
¥20
赤)R 剣武龍ﾑﾗﾏｻ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS32R005-083)
¥30
赤)R 剣武龍ﾑﾗﾏｻ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS32R005-083)
¥20
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赤)XR 幻羅星龍ｶﾞｲ･ｱｽﾗ【立体加工】(X-01)
¥20
赤)XR 幻羅星龍ｶﾞｲ･ｱｽﾗ(X-01)
¥20
赤)MR 賢龍ｹｲﾛｰﾝ(BS27M005-083)
¥5
紫)MR 幻龍ｼｪｲﾛﾝ(BSC22M046-146)
¥5
こ
¥0
赤)PR 甲寅獣ﾘﾎﾞﾙ･ｺﾚｵﾝ(LM16-01)
¥50
白)MR 紅炎の戦姫ﾌﾞﾘｭﾝﾋﾙﾃﾞ(BS38M031-077)
¥150
緑)XR 甲殻伯ﾒﾀﾘﾌｪﾙ(SD36X03)
¥150
赤)PR 甲角龍ﾋﾞｰﾄ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ(P-047)
¥5
緑)R 甲蛾忍ﾄﾋﾞｶｹﾞ(BSC20R009-022)
¥30
緑)R 甲蛾忍ﾙﾆﾍﾙ(BS32R024-083)
¥5
緑)XR 光牙鳳凰ﾚｯｸｳﾏﾙ【絵が立体加工】(X-03)
¥30
緑)XR 光牙鳳凰ﾚｯｸｳﾏﾙ(X-03)
¥50
緑)XR 光牙鳳凰ﾚｯｸｳﾏﾙ(BS22X03)
¥10
白)PR 光機ﾐｮﾙﾆｰﾙ(P13-12)
¥30
赤)XR 光輝龍皇ｼｬｲﾆﾝｸﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ｱｰｸ (X
¥10
赤)XR 光輝龍皇ｼｬｲﾆﾝｸﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ｱｰｸ(X-01)
¥50
赤)XR 光輝龍皇ｼｬｲﾆﾝｸﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ｱｰｸ【ｲﾗ
¥1,500
黄)PR 煌光帝ﾘｭﾐｴｰﾙ(PX17-04)
¥5
赤)PR 庚獣皇ﾋﾞｸﾄﾘｰｸﾞﾘﾌｨﾝ(P16-08)
¥10
赤)R 庚獣竜ﾄﾞﾗﾘｵﾝ(BS35R007-102)
¥5
赤)R 庚獣竜ﾄﾞﾗﾘｵﾝ(BS35R007-102)
¥5
緑)R 庚戌兵ﾊﾟｰｼｭｱｰ･ﾎﾞﾙｿﾞｲ(BS39022R-077)
¥5
赤)XR 交渉人ﾐｸｽ(X-019)
¥20
黄)ｷﾗ 庚申師ｵﾝｺｯﾄ･ﾏｰﾘﾝ(BSC29002-030)
¥100
赤)MR 煌星第一使徒ｱｽｶﾞﾙﾃﾞｨｱ(BS42M013-095)
¥200
赤)R 煌星第十使徒ﾃﾞｽﾞﾃﾞﾓｰﾅ(BS42R009-095)
¥20
赤)R 煌星第七使徒ﾊｲﾍﾟﾘｵﾝ(BS41R009-095)
¥5
赤)R 煌星第八使徒ﾌﾟﾛﾃｳｽ(BS42R012-095)
¥5
白)MR 甲精ﾃﾞｨｰｽ(BSC22M093-146)
¥10
赤)ﾊﾟﾗ 煌星龍王ﾒﾋﾞｳｽﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS42X01)
¥1,500
赤)XR 煌星龍王ﾒﾋﾞｳｽﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS42X01)
¥230
赤)EX 煌星龍ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ･ｱﾙﾀｰ【ﾗﾐ加工】(EX
¥10
緑)PX 甲蟲武神ｷﾞﾗﾌｧ･ﾗﾝﾄﾞｳ(PX-08)
¥5
白)PR 鋼鉄竜ﾆｳﾞﾙﾍｲﾑ(P-016)
¥5
緑)ﾊﾟﾗ 煌天凰ｼﾞｵ･ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ(BS40X03)
¥400
緑)XR 煌天凰ｼﾞｵ･ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ(BS40X03)
¥10
赤)XR 庚天獣ﾚﾃﾞｨｱﾝﾄ･ﾍﾟｶﾞｽ(BS36CP01)
¥5
赤)XR 庚天獣ﾚﾃﾞｨｱﾝﾄ･ﾍﾟｶﾞｽ(BS36XCP01)
¥30
黄)R 煌天使ﾚｼﾞｴﾙ(BS40R053-095)
¥10
紫)ﾊﾟﾗ 光導神ｿﾞﾃﾞｨｱｯｸ･ﾋﾟｵｰｽﾞ(BS39XX02)
¥500
紫)XX 光導神ｿﾞﾃﾞｨｱｯｸ･ﾋﾟｵｰｽﾞ(BS39XX02)
¥300
赤)MR 光導星剣ｿﾞﾃﾞｨｱｯｸｿｰﾄﾞ(SD27M006-006)
¥5
赤)MR 光導星剣ｿﾞﾃﾞｨｱｯｸｿｰﾄﾞ(SD27M006-006)
¥10
黄)R 庚の猿王ｳﾞｧｰﾘﾝ(BS39039R-077)
¥5
紫)MR 庚の水晶龍ｱﾒｼﾞｽﾄ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ｿﾆｯｸ(BS39015M-077)
¥100
赤)PR 煌雷帝ｴｰﾙ･ｸﾚﾙ(PX17-01)
¥20
緑)PR 煌陸帝ﾌｫﾝ･ﾀﾞｼｵﾝ(PX17-02)
¥10
赤)ﾊﾟﾗ 煌龍皇ｼﾝ･ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ(BS40X01)
¥500
赤)XR 煌龍皇ｼﾝ･ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ(BS40X01)
¥200
赤)ﾎﾛ 光龍騎神ｻｼﾞｯﾄ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【ﾎﾛｸﾞ
¥120
赤)XR 光龍騎神ｻｼﾞｯﾄ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【羽広げて
¥150
赤)XR 光龍騎神ｻｼﾞｯﾄ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【剣を持っ
¥50
赤)XR 光龍騎神ｻｼﾞｯﾄ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【矢が３本
¥150
赤)XR 光龍騎神ｻｼﾞｯﾄ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS13X01)
¥5
赤)XR 光龍騎神ｻｼﾞｯﾄ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS13X01)
¥20
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赤)XR 光龍騎神ｻｼﾞｯﾄ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS38XRVX01) ¥400
赤)XPR 光龍騎神ｻｼﾞｯﾄ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS38XRVX01) ¥600
赤)XR 光龍騎神ｻｼﾞｯﾄｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【ｲﾗｽﾄ赤
¥10
白)R 煌龍銃剣ｶﾞﾝｽﾞ･ﾊﾞﾙﾑﾝｸ(SD39R011-014)
¥30
白)MR 煌龍銃剣ｶﾞﾝｽﾞ･ﾊﾞﾙﾑﾝｸ-ｶﾞﾝﾓｰﾄﾞ-(BS42M075-095)
¥100
白)XR 甲竜戦艦ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ(X-01)
¥10
白)XRP 甲竜戦艦ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ(X-01)
¥300
白)XR 甲竜戦艦ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ(X-01)
¥30
白)★XR 氷の覇王ﾐﾌﾞﾛｯｸ･ﾊﾞﾗｶﾞﾝ(X-04)
¥30
白)★XR 氷の覇王ﾐﾌﾞﾛｯｸ･ﾊﾞﾗｶﾞﾝ(X-04)
¥10
白)CP 氷の覇王 ﾐﾌﾞﾛｯｸ･ﾊﾞﾗｶﾞﾝ(BS33CP01)
¥5
XR 氷の覇王ﾐﾌﾞﾛｯｸ･ﾊﾞﾗｶﾞﾝ(X-04)
¥5
白)CP 氷の覇王ﾐﾌﾞﾛｯｸ･ﾊﾞﾗｶﾞﾝ(BS33CP01)
¥10
赤)PR ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ｸﾛｰ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ(P-072)
¥10
紫)MR 後鬼(BS34M019-083)
¥5
紫)XR 獄炎公爵ﾌﾞﾗﾑ･ｻﾞﾝﾄﾞ･ﾉﾜｰﾙ(XP16-21)
¥100
赤)XR 獄炎の四魔卿ﾌﾞﾗﾑ･ｻﾞﾝﾄﾞ(SD36X02)
¥5
赤)MR 獄炎伯ﾃﾞﾌｪｰﾙ(BS39007M-077)
¥5
白)XR 黒皇機獣ﾀﾞｰｸﾈｽ･ｸﾞﾘﾌｫﾝ(X-04)
¥5
白)XR 黒皇機獣ﾀﾞｰｸﾈｽ･ｸﾞﾘﾌｫﾝ(BS22X04)
¥50
緑)MR 黒王獣ｺｸ･ｶﾞﾛｳ(BS42M034-095)
¥10
白)XR 黒皇武将ﾀﾞｰｸﾈｽ･ｸﾞﾘﾌｫﾝ(SD32X01)
¥100
紫)MR 黒剣鬼ﾃﾞｱﾙｶｲﾝ(BS40M022-095)
¥5
緑)XR 黒蟲の妖刀ｳｽﾊﾞｶｹﾞﾛｳ(X-07)
¥80
緑)XR 黒蟲の妖刀ｳｽﾊﾞｶｹﾞﾛｳ(BS19X07)
¥10
緑)XR 黒蟲の妖刀ｳｽﾊﾞｶｹﾞﾛｳ(BS19X07)
¥5
緑)XR 黒蟲魔王ﾃﾞｨｱﾎﾞﾘｶ･ﾏﾝﾃｨｽ【体が緑色】(
¥5
緑)XR 黒蟲魔王ﾃﾞｨｱﾎﾞﾘｶ･ﾏﾝﾃｨｽ【体が黒色】(
¥500
白)XR 黒天狐(ｺｸﾃﾝｺ)ﾈｶﾞ･ﾅｲﾝﾃｲﾙ(X-04
¥60
白)XR 黒天狐ﾈｶﾞ･ﾅｲﾝﾃｲﾙ【ｲﾗｽﾄ黒色】(X-0
¥300
紫)XR 獄土の四魔卿ﾏｸﾞﾅﾏｲｻﾞｰ(BS38X02)
¥200
緑)CP 獄風の探索者ｶｹﾞﾛｳ･ｼｰｶｰ(BS38CP05)
¥10
緑)XX 獄風の四魔卿ｳﾞｧﾝﾃﾞｨｰﾙ(BS38XX01)
¥600
黄)MR [黒曜石の乙女]ﾈｲ･ﾗﾝﾃｲﾙ(BSC18M027-045)¥50
紫)XR 黒龍神ｾﾞｵ･ﾃﾞｭﾗﾑ(BS41X02)
¥130
赤)ｷﾗ ｺｹﾂにいらずんばｺｰｼﾞを得ず(BSC29006-030)¥10
赤)XR 五賢龍帝ｱｳﾚﾘｳｽ(BS36X01)
¥100
赤)PR GODZILLA ｺﾞｼﾞﾗ(P14-43)
¥20
赤)S ｺﾞｼﾞﾗ[1995](SJ14-29)
¥80
青)MR 五聖童子(BS32M048-083)
¥10
赤)XR 古代怪獣ｺﾞﾓﾗ(BSC24X01)
¥10
赤)MR 古代怪獣ｺﾞﾓﾗ(CB01M005-062)
¥150
紫)R 骨孩児(ｺﾂｶﾞｲｼﾞ) (015/084)
¥10
白)S ｺﾞｯﾄﾞ･ｹﾝｼﾝｸﾞ(SJ13-16)
¥5
黄)XR 子天馬ｽｶｲ(CP14-X07)
¥5
青 )R ｺﾞﾏﾓﾝ(CB02R045-071)
¥5
赤)C ｺﾞﾗﾄﾞﾝ【ｷﾗ仕様】(001/149)
¥10
白)S ｺﾝｻｰﾄﾞ･ｷｬﾉﾝ(SJ13-13)
¥5
紫)R 混沌の魔術師ｱﾏﾙﾃﾞｨ(BS35R015-102)
¥30
さ
¥0
赤)S 最強英雄ﾛｰﾄﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ﾚｯﾄﾞ(SJ12
¥5
赤)S 最強炎竜王ｼﾞｰｸﾌｧｲﾔｰﾄﾞﾗｺﾞﾝ(SJ12
¥10
青)S 最強巨人ﾀｲﾀｽ･ｻﾞ･ﾌﾞﾙｰ(SJ12-06)
¥5
赤)PR 最強銀河究極ｾﾞﾛ
¥250
緑)S 最強獣ﾋﾞﾘｼﾞｱﾝ･ﾋﾟｭｰﾏﾙ(SJ12-07
¥5
黄)S 最強天使ｲｴﾛｰ･ﾐｶﾌｧｰﾙ(SJ12-05)
¥5
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赤)S 最強ﾎﾞｽｻﾞﾙ ｱﾗｼ(SJ16-05)
紫)S 最強魔将ﾃﾞｽ･ｳﾞｧｲｵﾚｯﾄ(SJ12-03)
緑)S 最強武者ｸﾞﾘｰﾝ･ﾀｳﾛｽ(SJ12-04)
赤)PR 最強竜ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ｼﾞｪｲｸｽ(P-059)
白)XRP ｻｲﾎﾞｰｸﾞ怪獣ﾒｶｷﾝｸﾞｷﾞﾄﾞﾗ 「未来(BSC26X05)
白)XR ｻｲﾎﾞｰｸﾞ怪獣ﾒｶｷﾝｸﾞｷﾞﾄﾞﾗ(BSC26X05)
白)U ｻｲﾚﾝﾄｳｫｰﾙ 【ｷﾗ】 (144/149)
白)XR 魁(ｻｷｶﾞｹ)の覇王ﾐﾌﾞﾛｯｸ･ﾌﾞﾚｲｳﾞｧ
紫)PR 咲月帝ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｳｨｽﾃﾘｱ(P14-32)
赤)R ｻｻﾞﾝｸﾛｽﾌﾚｲﾑ(099/114)
赤)PR ｻﾑﾗｲ･ｲｸｻﾄｶｹﾞ(LM15-02)
赤)MR ｻﾑﾗｲ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS31M008-114)
赤)MR ｻﾑﾗｲ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS31M008-114)
赤)MR ｻﾑﾗｲ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS31M008-114)
黄)XR 申の十二神皇ﾊﾇﾏｰﾘﾝ(BS37X05)
白)PR ｻﾝｸ･ｼｬｲﾝ【銀枠】(P-063)
白)MR 3式機龍(BSC19M037-052)
白)XR 3式機龍〈改〉(BSC19X05)
赤)S 三臣竜 槍撃のｼｮｳｹﾞﾝ(SJ15-04)
赤)S 三臣竜 知略のﾋｮｳﾌﾞ(SJ15-05)
赤)S 三臣竜 火縄のｸﾗﾝﾄﾞ(SJ15-06)
黄)R ｻﾝﾀﾞｰﾌﾞﾗﾝﾁ【ｷｬﾗｲﾗｽﾄ有り】(028
白)S ｻﾝﾀﾞ･ｻﾞｲﾌ(SJ13-11)
白)PR ｻﾞﾝ･ﾄﾗｲ(P-075)
白)S ｻｲﾚﾝﾄ･ｼｰｻｰ(SJ13-14)
し
紫)R 紫煙獅子(BS33R019-083)
紫)R 紫骸旅団ﾀﾝｻﾞﾅｲﾄ･ﾎﾞｰﾝ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS42R023-095)
紫)R 紫骸旅団 白竜ｴﾆｸﾞﾏﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS42R026-095)
紫 )R 式鬼神ｵﾌﾞｻﾞﾃﾞｯﾄﾞ(BS31R100-114)
黄)R 指揮天使ﾏｴｽﾃﾙ(BS30R031-083)
白)XR 獅機龍神ｽﾄﾗｲｸｳﾞﾙﾑ･ﾚｵ【立体加工】(X白)XR 獅機龍神ｽﾄﾗｲｸｳﾞﾙﾑ･ﾚｵ【SR仕様】(X白)XR 獅機龍神ｽﾄﾗｲｸｳﾞﾙﾑ･ﾚｵ(BS13X04)
白)XR 獅機龍神ｽﾄﾗｲｸｳﾞﾙﾑ･ﾚｵ(BS38XRVX04)
白)XPR 獅機龍神ｽﾄﾗｲｸｳﾞﾙﾑ･ﾚｵ(BS38XRVX04)
白)XR 獅機龍神ｽﾄﾗｲｸｳﾞﾙﾑ･ﾚｵ(BS13X04)
白)XR 獅機龍神ｽﾄﾗｲｸｳﾞﾙﾑ･ﾚｵ(BS13X04)
白)S 獅魂(ｼｺﾝ)の剣刃ﾚｵﾝｴｸｽｶﾘﾊﾞｰ(SJ1
紫)ﾊﾟﾗ 死神魔龍ﾃﾞｨｻﾞｲｱｽﾀｰ(BS40X02)
紫)XR 死神魔龍ﾃﾞｨｻﾞｲｱｽﾀｰ(BS40X02)
黄)PR ｼｽﾀｰｽﾞｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ(P15-22)
白)XR 次代機獣ﾌﾞﾘｻﾞ･ﾗｲｶﾞ(BS28X06)
白)XRP 次代機獣ﾌﾞﾘｻﾞ･ﾗｲｶﾞ(BS28X06)
白)XR 次代機獣ﾌﾞﾘｻﾞ･ﾗｲｶﾞ(BS28X06)
青)XR 七海大名ｼﾛﾅｶﾞｽ(BS34X06)
黄)XR 七代目最可愛将 孫市(BSC23CP02)
黄)XRP 七代目最可愛将 孫市【ﾍﾞｯﾄﾞ】(BSC23CP02)
黄)XR 七美の歌姫ﾓﾓﾐﾝ(BSC23CP01)
黄)XRP 七美の歌姫ﾓﾓﾐﾝ【きぐるみ】(BSC23CP01)
赤)C 七龍帝の玉座【ｷﾗ仕様】(077/114)
緑)R 漆黒鳥ﾔﾀｸﾞﾛｽ(035/111)
黄)XR [漆黒の女神]ﾃﾞｨｱﾅ･ﾌﾙｰﾙ(BSC18X02)
黄)XR [漆黒の女神]ﾃﾞｨｱﾅ･ﾌﾙｰﾙ(BSC18X02)
赤)S 実食!ｳｻｷﾁくん(SJ15-11)
PR 疾風弾導破(P-068)

¥5
¥5
¥5
¥10
¥500
¥10
¥30
¥20
¥100
¥5
¥10
¥5
¥5
¥5
¥100
¥10
¥100
¥550
¥30
¥30
¥30
¥10
¥10
¥5
¥5
¥0
¥80
¥5
¥5
¥50
¥10
¥20
¥30
¥5
¥250
¥600
¥10
¥10
¥5
¥200
¥5
¥100
¥350
¥800
¥150
¥200
¥50
¥800
¥5
¥500
¥5
¥10
¥400
¥150
¥10
¥10
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カードの名前 （型番）

買取金額

緑)XR 疾風の双刃ｶﾑｲ･ﾊﾔﾃ(X-07)
¥10
緑)ｷﾗ 疾風の妖刀ｳｽﾊﾞ･ﾊﾔﾃ(LM13-02)
¥5
紫)XR 紫電の霊剣ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ･ｼｵﾝ(X-08)
¥100
紫)XR 紫電の霊剣ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ･ｼｵﾝ(BS23X08)
¥100
紫)MR 死神壬龍ｼﾞｪｯﾄ･ｻﾞ･ﾘｯﾊﾟｰ(BS36M015-077) ¥30
緑)MR 忍将軍ｸﾛﾊｶﾞﾈ(SD31M010-015)
¥30
緑)MR 忍将軍ｸﾛﾊｶﾞﾈ(SD31M010-015)
¥5
紫)MR 邪悪なる暗黒破壊神ﾀﾞｰｸｻﾞｷﾞ(CB01M031-062)¥5
黄)PR ｼｬｲﾆﾝｸﾞ･ﾍﾟﾝﾀﾝ･ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(P14-X01)
¥80
紫)MR 蛇凰神ﾊﾞｧﾗﾙ(017/084)
¥30
白)MR ｼﾞｬｺｳ･ｷｬｯﾄ(033/084)
¥100
白)MR ｼﾞｬｺｳ･ｷｬｯﾄ(BS22M033-084)
¥50
紫)XR 蛇皇神帝ｱｽｸﾚﾋﾟｵｰｽﾞ(X-02)
¥5
紫)MR 蛇皇神帝ｱｽｸﾚﾋﾟｵｰｽﾞ(BS39RV006)
¥10
紫)XR 蛇皇神帝ｱｽｸﾚﾋﾟｵｰｽﾞ(X-02)(X02)
¥30
赤)ﾊﾟﾗ 邪神皇ﾃﾞｽﾋﾟｱｽﾞ(BS39XX03)
¥700
赤)XX 邪神皇ﾃﾞｽﾋﾟｱｽﾞ(BS39XX03)
¥1,000
赤)XX 邪神皇ﾃﾞｽﾋﾟｱｽﾞ･ｿﾞｰｸ(BS40XX02)
¥50
青)XR 邪神ｶﾞﾀﾉｿﾞｰｱ(BSC24X05)
¥100
赤)S 邪神龍ﾄﾞｩｰﾑ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ(SJ14-12)
¥10
紫)XR 蛇帝星鎧ﾌﾞﾚｲヴﾋﾟｵｰｽﾞ(BS29-X08)
¥5
黄)R ｼﾞｬﾝﾇ･ﾄﾞﾗﾆｴｽ(BSC23R024-052)
¥5
黄)R ｼﾕｳ(BS13R058-084)
¥5
緑)XR 終焉の騎神ﾗｸﾞﾅ･ﾛｯｸ(X-37)
¥20
緑)XR立体 終焉の騎神ﾗｸﾞﾅ･ﾛｯｸ(X-037)
¥20
白)MR 獣機合神ｾｲ･ﾄﾞﾘｶﾞﾝ(035/084)
¥10
青)R 襲撃! 海賊船ｸﾞﾘｰﾄﾞｯｸﾞ号(BS42R089-095)
¥5
青)PR 獣士ﾗｺﾞｽ(P14-34)
¥10
緑)PX 獣槍王ｷﾞｶﾞ･ｶﾞﾙﾚｲｳﾞ(PX-03)
¥20
緑)R酋鳥ﾀｲﾗﾝﾊﾞｰﾄﾞ(SD38R009-014)
¥10
青)PR 十二代目ｺﾞﾄﾞﾌﾘｰ(P13-25)
¥10
白)MR 獣爆ﾏﾅﾃｨ･ﾏﾛｰﾀﾞ(062/084)
¥5
黄)MR 十剣聖ﾙｼｴﾙ(053/114)
¥5
紫)★XR 呪の覇王ｶｵﾃｨｯｸ･ｾｲﾒｲ(X-02)
¥50
紫)★XR 呪の覇王ｶｵﾃｨｯｸ･ｾｲﾒｲ(X-02)
¥30
緑)XR 小凰ﾆｯｸｽ(CP14-X05)
¥30
黄)MR 小聖女ﾛﾒｰﾀﾞ(BS27M037-083)
¥30
赤)R 情熱ｻｰｷｯﾄ(BS39R060-077)
¥10
黄)R [情熱ﾀﾞﾝｻｰ]ﾌｫﾝﾆｰﾅ(BSC16R017-039)
¥10
黄)R [情熱ﾀﾞﾝｻｰ]ﾌｫﾝﾆｰﾅ(BSC16R017-039)
¥5
青)ﾊﾟﾗ 初代ｳﾙﾄﾗﾏﾝ(CB01X04)
¥1,700
青)XR 初代ｳﾙﾄﾗﾏﾝ(CB01X04)
¥300
青)PR ｼｮﾍﾞﾙ･ｺﾞﾚﾑ(P-065)
¥5
赤)PX 獅龍王ﾚｵﾝ･ﾊｳﾙ【ｶｰﾄﾞ光ってる】(PX-0
¥5
黄)PR 四霊鳥ﾎｳｵｰ(P14-26)
¥20
白)S 白き機械皇ｶﾞﾝﾚｯﾄ･ｴｲｼﾞ(SJ13-22)
¥10
白)XX 白の起源龍ﾒﾄﾛﾎﾟﾘｽﾀ(BS36XX01)
¥100
白)R 白の探索者RZ-7(BS40R036-095)
¥10
白)R 白魔神(BS39055R-077)
¥30
青)XR 深淵の巨剣ｱﾋﾞｽ･ｱﾎﾟｶﾘﾌﾟｽ (X-08)
¥120
青)XR 深淵の巨剣ｱﾋﾞｽ･ｱﾎﾟｶﾘﾌﾟｽ(BS21X08)
¥80
赤)ｷﾗ 神皇の時計台(BSC29014-030)
¥10
青)MR 神凰兵ﾌｪﾆｯｸｽ･ｺﾞﾚﾑ(054/084)
¥5
赤)XR 真紅の龍王ｳﾛｳﾞｫﾘｱｽ･ｽｶｰﾚｯﾄ(XP16-11)
¥80
赤)XRP ｼﾝ･ｺﾞｼﾞﾗ(第4形態) ｢呉爾羅｣(BSC26X01)¥1,500
赤)XR ｼﾝ･ｺﾞｼﾞﾗ(第4形態)(BSC26X01)
¥250

カードの名前 （型番）

買取金額

赤)XR 真･裁きの神剣ﾄｩﾙｰｽ･ｴﾃﾞﾝ(X-07)
¥10
赤)XR 真･裁きの神剣ﾄｩﾙｰｽ･ｴﾃﾞﾝ(BS23X07)
¥30
白)PR 真･守護神ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞｰﾝ(P14-23)
¥80
青)R 壬戌兵ﾂｲﾝﾍｯﾄﾞﾋﾞｰｸﾞﾙ(BS39046R-077)
¥10
紫)PR 壬辰竜ｳﾛｳﾞｫﾄﾞﾗ(LM16-02)
¥100
黄)MR [神星姫]ﾉｱ･ﾌﾙｰﾙ(BSC23M003-052)
¥10
赤)MR 新星砲皇ｴｳﾞｫﾙ･ﾃｨｰｶﾞ(SD37M008-014)
¥5
青)XR 神造巨兵ｵﾘﾊﾙｺﾝ･ｺﾞﾚﾑ【絵が立体加工】(X
¥80
青)XR 神造巨兵ｵﾘﾊﾙｺﾝ･ｺﾞﾚﾑ【絵が光る】(X-3
¥50
緑)XR 辛速の勇者ｿﾆｯｸﾜｽﾌﾟ･A(BS36X03)
¥50
赤)R 壬馬ﾄﾗｹﾅｰ(BS36R003-077)
¥30
黄)R ｼﾝﾌｫﾆｯｸﾊﾞｰｽﾄ(SD23R013-13)
¥20
黄)R ｼﾝﾌｫﾆｯｸﾊﾞｰｽﾄ(SD23R013-13)
¥20
黄)R ｼﾝﾌｫﾆｯｸﾊﾞｰｽﾄ(SD23R013-13)
¥20
黄)R ｼﾝﾌｫﾆｯｸﾊﾞｰｽﾄ(SD23R013-13)
¥20
黄)R ｼﾝﾌｫﾆｯｸﾊﾞｰｽﾄ(SD23R013-071)
¥10
緑)PR 辛酉鳥ｹﾞｲﾙ･ﾁｷﾝﾅｲﾄ(LM16-03)
¥50
赤)PR ｼﾞﾝﾗｲｲｸｻﾄｶｹﾞ(LM15-01)
¥10
赤)PR ｼﾞﾝﾗｲﾄﾞﾗｺﾞﾝ･真(P15-14)
¥10
青)XR 森羅龍樹ﾘｰﾌ･ｼｰﾄﾞﾗ(X-06)
¥5
紫)XR 神霊王ｱﾒﾎｼﾉﾐｺﾄ(BS32X02)
¥100
緑)EX 人狼龍ﾛｰﾄﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ﾜｰｳﾙﾌ(EX-0
¥40
す
¥0
黄)R ｽｲｰﾄｼﾝﾌｫﾆｰ(BS39074R-077)
¥10
紫)MR 水晶龍ｱﾒｼﾞｽﾄ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ(SD34M008-014)
¥20
紫)MR 水晶龍ｱﾒｼﾞｽﾄ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ(SD34M008-014)
¥10
青)MR 水星神剣ﾏｰｷｭﾘｰﾌﾞﾚｲﾄﾞ(BS29M065-083)
¥100
青)MR 水覇刀ｼﾞｭｽﾞﾏﾙ(BSC21M012-012)
¥200
青)EX 水龍ｼｬｲﾆﾝｸﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ｳｫｰﾀｰ(EX(EX13-09)
¥20
白)S ｽｶｲ･ｻｲﾄ(SJ13-17)
¥5
赤)PR 素顔のｱﾝﾀｰｸ X(P15-15)
¥400
赤)ﾊﾟﾗ ｽｶﾙｸﾞﾚｲﾓﾝ(CB02C008-071)
¥80
青)R 進め! 海賊船ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ号(BS41R083-095)
¥5
白)R 頭突魔神(BS37R075-077)
¥5
緑)R ｽﾄｰﾑｱﾀｯｸ(R100-114)
¥5
青)XR ｽﾞﾄﾞﾓﾝ(CB02X08)
¥80
緑)PR ｽﾋﾟﾘｯﾄｻﾝﾀ(P15-19)
¥10
赤)XR ｽﾍﾟｰｽｺﾞｼﾞﾗ(BSC19X02)
¥250
赤)★MR ｽﾚｲｳﾞ･ｶﾞｲｱｽﾗ【左手光る】(M007-084)
¥10
赤)★MR ｽﾚｲｳﾞ･ｶﾞｲｱｽﾗ【ｷｬﾗｲﾗｽﾄ有】
¥10
青)R ｽﾜﾛｳﾃｲﾙ(BS28R082-083)
¥10
青)R ｽﾜﾛｳﾃｲﾙ(BS28R082-083)
¥10
せ
¥0
赤)XR 聖皇ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾃﾞﾝ【背景立体加工】(X-19
¥120
赤)XR 聖皇ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾃﾞﾝ【ｷﾗ加工】(X-19)
¥50
赤)XR 聖皇ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾃﾞﾝ(BS05X19)
¥50
青)S 星海槍ｱｽﾋﾟﾃﾞｨｽｹ(SJ14-28)
¥20
赤)PR 星鎧龍ｼﾞｰｸ･ﾌﾞﾚｲｳﾞ(P-044)
¥5
緑)XR 星騎士ﾊｰｷｭﾘｰΩ(X-03)
¥40
黄)PR (ｾｲｸﾘ･･)聖剣の乙女ｸﾞﾘｰﾌｨｱ･ﾀﾞﾙｸ(LM16-D02) ¥50
黄)PR (ｾｲｸﾘ･･)聖剣の乙ｼﾞｬｺﾐｰﾅ･ｷｯﾄ(P16-17)
¥10
黄)PR (ｾｲｸﾘ･･)聖剣の乙女ｼﾞｬﾝﾇ･ﾄﾞﾗﾆｴｽ(LM16-D04) ¥50
黄)PR (ｾｲｸﾘ･･)聖剣の乙女ﾀﾞｲﾔ･ﾙｰﾝ(LM16-D05)
¥50
黄)PR (ｾｲｸﾘ･･)聖剣の乙女ﾈｲ･ﾗﾝﾃｲﾙ(LM16-D03)
¥50
黄)PR (ｾｲｸﾘ･･)聖剣の乙女ﾚｲ･ｵｰﾊﾞ(LM16-D01)
¥50
赤)S ｾｲｸﾘｯﾄﾞ･ﾌﾞﾗｽﾀｰ(SJ14-11)
¥20
10/31現在価格

カードの名前 （型番）

買取金額

赤)PR 聖剣の大地(P13-16)
¥5
黄)XR 誠魂の戦乙女ﾐｽﾞﾉ【左手顔の所でﾁｮｷ】(BSC23CP03)
¥50
黄)XRP 誠魂の戦乙女ﾐｽﾞﾉ【右手下向きのﾊﾟｰ】(BSC23CP03)
¥500
青)R 星銃剣ｱﾝﾀﾚｽ(BS30R065-083)
¥30
黄)R ｾｲﾑﾀｲｱｰﾄﾞ(139/149)
¥5
緑)XR 星文学者ﾘﾘｱ(X-020)
¥50
赤)XR 聖龍皇ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｾｲﾊﾞｰ(BS27X-03)
¥30
赤)XR 聖龍皇ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｾｲﾊﾞｰ(BS27X-03)
¥30
赤)XR 聖龍皇ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｾｲﾊﾞｰ(BS27X03)
¥10
黄)XR 世界を救う詩姫ほちゃー
¥50
黄)SP 世界を救う詩姫ほちゃー（サイン入り）
¥500
緑)R 六分儀剣(ｾｸｽﾀﾝﾄ)のﾙﾘ･ｵｰｻ(BS27R021-083)¥10
青)S 絶海鎚ｸﾞﾚｲﾃｽﾄ･ｵｰｼｬﾝ(SJ13-07)
¥20
青)XR 戦輝神ｾﾞﾙﾄﾞﾅｰｸﾞ【拳を握っている】(X-0
¥30
青)XR 戦輝神ｾﾞﾙﾄﾞﾅｰｸﾞ【剣を構えている】(X-0
¥50
紫 )MR 戦鬼ﾑﾙｼｴﾗ(BS37M023-077)
¥400
赤)S 戦極ｱｼｭﾗﾄﾞﾗｺﾞﾝ(SJ15-09)
¥5
黄)XR [戦国艶姫]ﾌﾞﾗｯｸｽﾀｰ(BSC23X05)
¥10
青)S 戦国海皇ｿｳﾙﾄﾞﾗｺﾞﾝ･潮(SJ15-17)
¥10
赤)XR 戦国金龍ﾗｺﾞｳ(BSC20X01)
¥100
赤)XR ｾﾝｺﾞｸ･ｸﾞﾚﾝﾄﾞﾗｺﾞﾝ(SD29X01)
¥50
赤)XR ｾﾝｺﾞｸ･ｸﾞﾚﾝﾄﾞﾗｺﾞﾝ(SD29X01)
¥5
赤)XR ｾﾝｺﾞｸ･ｸﾞﾚﾝﾄﾞﾗｺﾞﾝ【文字入り】(SD29X01)
¥50
赤)PR 戦国ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ(P15-23)
¥10
赤)S 戦国獣皇ｿｳﾙﾄﾞﾗｺﾞﾝ･焔
¥5
赤)PR 戦国小竜ｿｳﾙｲｸｻﾄｶｹﾞ(LM15-03)
¥10
白)PR 戦国槍神 空華琉・彫雲(PX15-02)
¥30
白)PR 戦国槍神 空華琉・彫雲【鎧袖一触】(PX15-02)
¥100
青)PR 戦国大帝 荒駆参陀亜(PX15-01)
¥5
青)PR 戦国大帝 荒駆参陀亜【百戦錬磨】(PX15-01) ¥50
赤)PR 戦国超龍 磁威駆武流無･乃刃(PX15-06)
¥5
赤)PR (文字入り)戦国超龍 磁威駆武流無･乃刃(PX15-06)
¥200
緑)S 戦国忍者ｿｳﾙﾄﾞﾗｺﾞﾝ･朧
¥10
黄)XR [戦国の女神]ﾃﾞｨｱﾅ･ﾌﾙｰﾙ(BSC23X03)
¥50
赤)XR 戦国覇王ｷﾞｭｳﾓﾝｼﾞ(BS32X01)
¥100
黄)XR 戦国姫 綾芽(BS34X05)
¥5

¥130
¥5
¥200
¥10
¥20
赤)S 戦極武龍ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾗｺﾞﾝ(SJ15-07)
¥30
黄)PR ［戦国舞姫］ﾌｫﾝﾆｰﾅ(PX15-08)
¥5
赤)S 戦極ﾏｷｼﾏﾑﾄﾞﾗｺﾞﾝ(XSJ15-02)
¥30
紫)PR 戦国魔将 泥須斗露皇土(色即是空）(PX15-04)¥ 10
赤)XR 戦国龍皇ﾊﾞｰﾆﾝｸﾞ･ｿｳﾙﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS34X01)
¥200
赤)XR 戦国龍皇ﾊﾞｰﾆﾝｸﾞ･ｿｳﾙﾄﾞﾗｺﾞﾝ()
¥150
黄)R [戦国龍姫]ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾀﾞ(BSC23R009-052)
¥5
赤)XX 戦国龍神ﾃﾝｶﾌﾌﾞ(BS34XX01)
¥20
赤)XR 戦国龍ｿｳﾙﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BS31X01)
¥20
赤)XR 戦国龍ｿｳﾙﾄﾞﾗｺﾞﾝ()
¥100
赤)XR 戦国龍ｿｳﾙﾄﾞﾗｺﾞﾝ(刻印)()
¥100
赤)PR 戦国龍ｿｳﾙﾄﾞﾗｺﾞﾝ･勝 X(P15-13)
¥50
赤)XR 戦国龍ｿｳﾙﾄﾞﾗｺﾞﾝ･煌(XSJ17-03)
¥100
赤)XR 戦国龍ｿｳﾙﾄﾞﾗｺﾞﾝ･滅(P15-08)
¥10
赤)PR 戦国龍ｿｳﾙﾄﾞﾗｺﾞﾝ･滅(P15-08)
¥5
黄)MR 戦国姫 久遠(BS32M045-083)
黄)MR 戦国姫ﾄﾘｯｸｽﾀｰ(BS31M059-114)
黄)XR 戦国姫 真姫奈(BSC23X04)
黄)XR 戦国姫 御琴(BS33X05)
黄)MR 戦国姫 由月(BSC23M037-052)

カードの名前 （型番）

買取金額
¥170
¥5
¥5
¥5
¥400
¥5
¥30
¥50
¥500
¥250
¥100
¥1,000
¥40
¥30
¥200
¥5
¥5
¥80
¥0
¥10
¥30
¥120
¥60
¥50
¥10
¥5
¥100
¥5
¥20
¥5
赤)CP 双光気弾(BS33CP03)
¥10
白)ﾊﾟﾗ 槍煌神機ｳﾞｫｰﾀﾞﾝ(BS40X04)
¥600
白)XR 槍煌神機ｳﾞｫｰﾀﾞﾝ(BS40X04)
¥200
白)XR 双銃機神ﾃﾞｨﾙﾑ･ﾀﾞｲﾅ(X-04)
¥10
白)XR 双銃機神ﾃﾞｨﾙﾑ･ﾀﾞｲﾅ(BS23X04)
¥30
緑)R 双身転化(SD31R015-015)
¥20
黄)XR 双星の歌姫ﾗｲﾗ姉妹(CP14-X21)
¥5
黄)XR (ｻｲﾝ)双星の歌姫ﾗｲﾗ姉妹(CP14-X21)
¥30
紫)XR 双頭の龍王ﾊﾞｲ･ｼﾞｬｵｳ (X-02)
¥30
赤)XR (ｿｳﾙﾏｽﾀｰ)魂皆伝ﾌﾞｹﾞｲｼｬｰ･ﾄﾞﾗｺ(BS35X01)
¥80
た
¥0
紫)R ﾀﾞｰｸｳｨｯﾁ(BSC22R040-146)
¥5
紫)R ﾀﾞｰｸｳﾞﾙﾑ･ﾉｳﾞｧ･ﾚﾑﾅﾝﾄ(R016-083)
¥20
紫)ﾊﾟﾗ(ﾀﾞｰｸｽﾄ･･)闇輝石六将紫骸龍神ﾀﾞｲﾑｻﾞ(BS42X02)
¥2,400
紫)XR(ﾀﾞｰｸｽﾄ･･)闇輝石六将紫骸龍神ﾀﾞｲﾑｻﾞｰ(BS42X02)
¥350
緑)ﾊﾟﾗ(ﾀﾞｰｸｽﾄ･･)闇輝石六将百刀武神ｺﾞｸﾏｻﾞ(BS42X03)
¥600
緑)XR(ﾀﾞｰｸｽﾄ･･)闇輝石六将百刀武神ｺﾞｸﾏｻﾞﾝ(BS42X03)¥ 80
白)PR ﾀﾞｰｸ･ｽﾉﾊﾟﾙﾄﾞ(P13-04)
¥5
赤)PX ﾀﾞｰｸ･ﾃｨﾗﾉｻﾞｳﾗｰ･ｵｰﾊﾞｰﾚｯｸｽ
¥40
赤)PR ﾀﾞｰｸ･ﾌﾞﾛﾝﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄ(P13-20)
¥5
紫)PR ﾀﾞｰｸ･ﾘﾌﾞﾘｰﾊﾟｰ(P13-02)
¥5
青)XR 大海賊ｼﾞｪｯﾄﾌｨﾝ･ｼｬｰｸ(XSJ17-07)
¥5
白)XR 大機巧武者ｺﾝｺﾞｳ(BS31X04)
¥5
紫)XR 大甲帝ﾃﾞｽﾀｳﾛｽ【背景立体加工】(X-20)
¥5
紫)XR 大甲帝ﾃﾞｽﾀｳﾛｽ【背景ｷﾗ】(X-20)
¥10
白)R 対G特殊兵器3式機龍〈改〉(BSC26R042-049)
¥10
白)XR 戦国六武将ｾﾝﾘｭｳｶｸ(BS33X04)
青)XR 戦国六武将ﾀｲﾀﾞﾙ･ﾌﾞﾙｰ(BS33X06)
緑)MR 戦国六武将ﾃﾝｾｲ(BS33M029-083)
黄)MR 戦国六武将ﾊﾞｹﾙｶｯﾂｪ(BS33M049-083)
紫)XR 戦国六武将ﾑﾄﾞｳ(BS33X02)
赤)XR 戦国六武将ﾚｵﾝﾗﾝｻｰ(BS34CP07)
黄)XR 戦神乙女ｳﾞｨｴﾙｼﾞｪ(X-05)
黄)XR 戦神乙女ｳﾞｨｴﾙｼﾞｪ(BS12X05)
黄)ﾊﾟﾗ 戦神乙女ｳﾞｨｴﾙｼﾞｪ(BS39XRVX05)
黄)XR 戦神乙女ｳﾞｨｴﾙｼﾞｪ(BS39XRVX05)
UR ｽｻﾉｵ【神.063】
黄)XR 戦神乙女ｳﾞｨｴﾙｼﾞｪ【ｲﾗｽﾄ金色】(X-05
赤)PR ｾﾝﾄﾛﾄﾞﾘﾗｰ(P-034)
緑)XR 旋風王獣ﾌﾞﾗｽﾄ･ｻｰﾍﾞﾙ(BS41X03)
赤)S 全魔神(SJ16-11)
赤)PR 戦嵐(P-082)
黄)R 戦乱魂歌(BSC23R052-052)
白)PR ｾﾝﾘｭｳｶｸ･影刀羅()
そ
青)XR 蒼炎明王ｱｸﾞﾆｱｽ(BSC20X03)
青)XR 蒼海の大剣ﾒｲﾙｼｭﾄﾛﾑ(X-08)
青)MR 蒼海明王(BS31M070-114)
青)MR 蒼海明王(BS31M070-114)
青)MR 蒼海明王(BS31M070-114)
紫)XR 双魚星鎧ﾌﾞﾚｲｳﾞﾋﾟｽｹｽ(BS26X-06)
紫)XR 双魚賊神ﾋﾟｽｹｶﾞﾚｵﾝ(X-02)(X02)
紫)ﾊﾟﾗ 双魚賊神ﾋﾟｽｹｶﾞﾚｵﾝ(BS39XRVX02)
白)XR 槍光機神ｸｰｹﾞﾙ･ﾎﾙﾝ 【表面立体加工】(X白)XR 槍光機神ｸｰｹﾞﾙ･ﾎﾙﾝ (X-04)
赤)CP 双光気弾(BS33CP03)

10/31現在価格

カードの名前 （型番）

買取金額

白)XRP 対G兵器ｽｰﾊﾟｰﾒｶｺﾞｼﾞﾗ 「対Ｇ兵器」(BSC26X04)
¥500
白)XR 対G兵器ｽｰﾊﾟｰﾒｶｺﾞｼﾞﾗ(BSC26X04)
¥10
赤)R 大星斧ｱﾙﾃﾞﾊﾞﾗﾝ(BS30R056-083)
¥5
赤)ｷﾗ 大切なもの(BSC29019-030)
¥30
緑)S 大旋斧ｹﾞｲﾙ･ｱｯｸｽ(SJ13-04)
¥5
青)PR 大鳥人ﾋﾞｱﾃﾞｨｯﾄﾞ(P-077)
¥5
青)XR 大提督ｸﾗｳﾃﾞｨｳｽ(BS27X-02)
¥5
黄)XR 大天使ｱｳﾞﾘｴﾙ(X-05)
¥10
黄)XR 大天使ｲｽﾌｨｰﾙ(X-27)
¥10
黄)XR 大天使ｲｽﾌｨｰﾙ【ｲﾗｽﾄはみ出し】(X-27)
¥10
黄)XR 大天使ｳﾞｧﾘｴﾙ(X-11)
¥30
黄)XR 大天使ﾐｶﾌｧｰﾙ(X-08)
¥20
黄)XR 大天使ﾗﾗﾌｧｴﾙ【剣持ってる】(X-05)
¥80
黄)R 大天使ﾗﾗﾌｧｴﾙ(BS42RRV010)
¥5
紫)S 大魔鋏ﾃﾞｽ･ｼｻﾞｰ(SJ13-03)
¥5
赤)XR 太陽神剣ｿﾙｷｬﾘﾊﾞｰ(X02)
¥10
赤)★ﾎﾛ 太陽神龍ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ(X
¥40
赤)★XR 太陽神龍ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【立
¥30
赤)★XR 太陽神龍ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【ｷ
¥20
赤)★XR 太陽神龍ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【絵
¥30
赤)★MR 太陽龍ｼﾞｰｸ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【赤ﾄﾞﾗｺ
¥10
赤)★MR 太陽龍ｼﾞｰｸ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【白ﾄﾞﾗｺ
¥20
赤)★MR 太陽龍ｼﾞｰｸ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【赤ﾄﾞﾗｺ
¥20
赤)★MR 太陽龍ｼﾞｰｸ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【両手が青白
¥30
赤)★MR 太陽龍ｼﾞｰｸ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【背景青 両
¥5
赤)★MR 太陽龍ｼﾞｰｸ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【背景赤 翼
¥5
赤)★MR 太陽龍ｼﾞｰｸ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【白ﾄﾞﾗｺ
¥10
赤)★MR 太陽龍ｼﾞｰｸ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【紫ﾄﾞﾗｺ
¥30
赤)★MR 太陽龍ｼﾞｰｸ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【赤ﾄﾞﾗｺ
¥10
赤)★MR 太陽龍ｼﾞｰｸ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【赤ﾄﾞﾗｺ
¥10
赤)★MR 太陽龍ｼﾞｰｸ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【黄ﾄﾞﾗｺ
¥5
赤)★MR 太陽龍ｼﾞｰｸ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【赤ﾄﾞﾗｺ
¥5
赤)MR 太陽龍ｼﾞｰｸｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ【左にｷｬﾗ()
¥5
SR 草薙京【神.064】
¥5
赤)R 大龍城･本丸(BS33R061-083)
¥10
紫)R 大鎌鬼ｼｶﾞﾝ(BS33R016-083)
¥5
紫)XR 辰の十二神皇ｳﾛｳﾞｫﾘｱｽ(BS36X02)
¥550
紫)MR 堕天姫ｴﾙｼｬ(BS28M015-083)
¥20
紫)R 堕天騎士ｱｻﾞｾﾞﾙ(BS27R015-083)
¥40
紫)R 堕天騎士ｵﾙｸｽ(BS28R017-083)
¥10
紫)XR 堕天騎神ｻﾀｰﾝ(BS29-X04)
¥20
黄)XR 堕天使ﾐｶﾌｧｰﾙ(X-33)
¥10
赤)R ﾀﾞﾌﾞﾙﾊｰﾄ(121/149)
¥20
赤)PR W勇者の大冒険！(P17-05)
¥10
黄)MR [断罪の歌姫]ｼﾞｬﾝﾇ･ﾄﾞﾗﾆｴｽ(BSC23M025-052) ¥5
赤)XR 断罪の滅龍ｼﾞｬｯｼﾞﾒﾝﾄ･ﾄﾞﾗｺﾞﾆｽ(X¥50
赤)XR 断罪の滅龍ｼﾞｬｯｼﾞﾒﾝﾄ･ﾄﾞﾗｺﾞﾆｽ(X-(BS24X01) ¥50
赤)XRP 断罪の滅龍ｼﾞｬｯｼﾞﾒﾝﾄ･ﾄﾞﾗｺﾞﾆｽ(BS24X01) ¥250
赤)XR 断罪の滅龍ｼﾞｬｯｼﾞﾒﾝﾄ･ﾄﾞﾗｺﾞﾆｽ(BS24X01)
¥50
ち
¥0
青)R 力奪う凱旋門(113/149)
¥10
緑)XR 地球神剣ｶﾞｲｱﾉﾎｺ(SD28X02)
¥250
緑)XRP 地球神剣ｶﾞｲｱﾉﾎｺ(SD28X02)
¥1,200
緑)XR 地球神剣ｶﾞｲｱﾉﾎｺ(SD28X02)
¥150
紫)PR ﾁｷﾝﾌｨﾚｻﾝﾄﾞﾅｲﾄ(KF-04)
¥5
黄)XR 智剣の歌姫ｱｼﾞﾙｽ(CP14-X22)
¥30

カードの名前 （型番）

買取金額
¥300
¥450
¥10
¥5
¥50
¥100
¥600
¥80
¥10
¥10
¥150
¥200
¥100
¥300
¥80
¥80
¥100
¥250
¥100
¥220
¥150
¥300
¥120
¥80
¥10
¥40
¥600
¥50
¥80
¥10
¥5
¥10
¥100
¥250
¥5
¥500
¥5
¥5
¥0
¥300
¥10
¥10
¥5
¥10
¥5
¥10
¥5
¥300
¥5
¥300
¥700
¥150
¥20
¥5
¥5
¥5

黄)XR (ｻｲﾝ)智剣の歌姫ｱｼﾞﾙｽ(CP14-X22)
白)XR 地神刀ｵｵﾃﾝﾀ(BSC21X04)
白)R 秩序の銃皇姫ｼﾞｰｸﾘﾝﾃﾞ(BS42R040-095)
白)S ﾁｭｰﾌﾞ･ｷｬｯｽﾙ(SJ13-18)
赤)XR 超･炎魔神(BS38XCP01)
赤)XR 超･炎魔神(BS38XCP01)
紫)ﾊﾟﾗ 超科学星人ﾀﾞｰｸﾊﾞﾙﾀﾝ(CB01X03)
紫)XR 超科学星人ﾀﾞｰｸﾊﾞﾙﾀﾝ(CB01X03)
黄)R 調査員ｱｰｼｱ(R038-083)
青)XR 超獣王ﾍﾞﾋｰﾄﾞｽ(X-18)
赤)XR 超･十二神皇ｴｸﾞｾﾞｼｰﾄﾞF(BS39X01)
赤)XR 超･十二神皇ｴｸﾞｾﾞｼｰﾄﾞF(BS39X01)
緑)XR 超･十二神皇ｹﾞｲﾙ･ﾌｪﾆｯｸｽZ(BS39X03)
緑)XR 超･十二神皇ｹﾞｲﾙ･ﾌｪﾆｯｸｽZ(BS39X03)
緑)S 鳥獣魔神(SJ16-03)
青)PX 鳥獣烈神ｶﾞﾙｰﾄﾞ(PX-09)
青)PX 鳥獣烈神ｶﾞﾙｰﾄﾞ【ｲﾗｽﾄ青色】(PX-09)
黄)XR [超神星ｱｲﾄﾞﾙ]ﾉｱ･ﾌﾙｰﾙ(BSC16X-01)
黄)XR [超神星ｱｲﾄﾞﾙ]ﾉｱ･ﾌﾙｰﾙ(BSC16X-01)
赤)XR 超神星龍ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ･ﾉｳﾞｧ【絵が立体加工】
赤)XR 超神星龍ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ･ﾉｳﾞｧ【絵が光る】(X
赤)XR 超神星龍ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ･ﾉｳﾞｧ【横向き飛行】(
赤)XR 超神星龍ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ･ﾉｳﾞｧ【口からﾋﾞｰﾑ
赤)XR 超神星龍ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ･ﾉｳﾞｧ(BS09X35)
赤)PR 超星(P-083)
赤)MR 鳥星鎧ｼｿﾊﾞｰﾄﾞ(BS26M053-083)
赤)ﾊﾟﾗ 超大魔王獣ﾏｶﾞﾀﾉｵﾛﾁ(CB01X01)
赤)XR 超大魔王獣ﾏｶﾞﾀﾉｵﾛﾁ(CB01X01)
赤)ﾎﾛ 超覇王ﾛｰﾄﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ｾｲﾊﾞｰ(X-01
赤)XR 超覇王ﾛｰﾄﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ｾｲﾊﾞｰ(X-01
赤)XR 超覇王ﾛｰﾄﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ｾｲﾊﾞｰ(X-01(X01)
赤)XR 超覇王ﾛｰﾄﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ｾｲﾊﾞｰ(BS18X01)
緑)XR 超･風魔神(BS38XCP02)
緑)XR 超･風魔神(BS38XCP02)
緑)XR 鳥武神(ﾁｮｳﾌﾞｼﾝ)ｼｼｸﾞｲ(X-03)
紫)XR 超･龍魔神(P17-02)
白)S ﾂｳﾃﾝ･ﾀｲｶﾞｰ(SJ13-19)
黄)PR ﾂﾁｸﾞﾓｷｯﾄﾞ(P15-04)
て
紫)MR ﾃﾞｨｱﾎﾞﾛﾓﾝ(CB02M060-071)
黄)XR[(ﾃﾞｨｰﾊﾞｺﾞ･･)歌姫神]ｾﾞｸｼｱ･ﾃﾝﾏ(BSC28X03)
黄)R ﾃﾞｨｰﾊﾞｼﾝﾌｫﾆｰ(BSC18R045-045)
黄)R ﾃﾞｨｰﾊﾞﾒﾄﾞﾚｰ(BSC16R038-039)
緑)XR 丁騎士ｳｪｯｼﾞﾃｲﾙ(BS36CP02)
青)MR ﾃﾞｨｸﾀﾄｰﾙ･ｼｰｻﾞｰ【片足上げてる】
白)R ﾃﾞｨﾊﾞｲﾝﾁｪｲﾝ(143/149)
白)R ﾃﾞｨﾊﾞｲﾝﾁｪｲﾝ(BSC22R140-146)
白)ｷﾗ 丁未機ｸﾞﾛﾘｱｽ･ﾗｸｰﾝ(BSC29001-030)
黄)R ﾃｲﾙﾓﾝ(CB02R039-071)
赤)XR ﾃﾞｽﾄﾛｲｱ(完全体)(BSC19X03)
白)ﾊﾟﾗ 鉄騎皇ｲｸﾞﾄﾞﾗｼﾙ(BS41CP07)
白)XR 鉄騎皇ｲｸﾞﾄﾞﾗｼﾙ(BS41CP07)
赤)PR 鉄騎竜ﾏｸｼﾐﾘｵﾝ(P-006)
黄)R [鉄壁女王]ﾘｾﾞ･ｸﾛﾑｳｪﾙ(BSC23R017-052)
紫)R ﾃﾞﾋﾞﾓﾝ(CB02R014-071)
白)R ﾃﾞﾙﾀﾊﾞﾘｱ(080/084)
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白)R ﾃﾞﾙﾀﾊﾞﾘｱ(BS38RRV038)
¥10
白)PX 天戒機神ｸﾞﾛﾘｱｽ･ｿﾘｭｰﾄ(PX-11)
¥5
青)XR 天蠍神騎ｽｺﾙ･ｽﾋﾟｱ(X-06)
¥5
青)XR 天蠍神騎ｽｺﾙ･ｽﾋﾟｱ(BS38XRVX06)
¥100
青)XPR 天蠍神騎ｽｺﾙ･ｽﾋﾟｱ(BS38XRVX06)
¥250
白)XR 天下武者ﾃﾞｲﾌﾞﾚｲｸ･ｻｰﾄﾞ(BS34X04)
¥10
赤)R 天火烈刀斬(BS32R072-083)
¥100
赤)R 天火烈刀斬(BS32R072-083)
¥150
赤)R 天火烈刀斬(BS32R072-083)
¥200
白)XR 天空の光剣ｸﾗｳﾝ･ｿｰﾗｰ (X-07)
¥30
赤)ﾎﾛ 天剣の覇王ｼﾞｰｸ･ｽｻﾉ･ﾌﾘｰﾄﾞ(X-01)
¥80
赤)XR 天剣の覇王ｼﾞｰｸ･ｽｻﾉ･ﾌﾘｰﾄﾞ(X-01)
¥30
黄)R 天使ｱｸｾﾗ(R004/008)
¥5
黄)MR 天使ｱﾙｹｰ(066/149)
¥150
黄)MR 天使長ｴﾝｼﾞｭ(054/114)
¥30
黄)MR 天使長ｾﾗﾌｨｰ(057/114)
¥20
黄)ﾊﾟﾗ 天使長ｿﾌｨｱ(BS41CP08)
¥2,000
黄)XR 天使長ｿﾌｨｱ(BS41CP08)
¥250
黄)MR 天使長ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟｰﾙ(075/111)
¥20
黄)PR 天使ﾄﾞﾐﾆｱ(P-007)
¥5
黄)PR 天使のたまご ほちゃー(PB13-03)
¥170
黄)MR 天使ﾊﾞｰﾁｭ(067/111)
¥5
黄)R 天使ﾙﾐｴﾙ(BS42R060-095)
¥5
黄)S 天聖弓ｾｲｸﾘｯﾄﾞ･ﾎﾞｳ(SJ13-06)
¥20
赤)EX 【光る】天星龍ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ｽﾋﾟｶ
¥5
赤)EX 【光らない】天星龍ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ｽﾋﾟｶ
¥5
青)ﾊﾟﾗ 伝説王者ﾀｲﾀｽ･ｴﾙ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞ(BS40X06)
¥300
青)XR 伝説王者ﾀｲﾀｽ･ｴﾙ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞ(BS40X06)
¥150
赤)PX 伝説龍ｴﾝｼｪﾝﾄｳﾞﾙﾑ(PX-12)
¥400
緑)XR 天帝ﾎｳｵｳｶﾞ(X-23)
¥5
緑)R ﾃﾝﾄﾓﾝ(CB02R020-071)
¥5
黄)PR 電脳天使ﾚｰﾅ(P13-07)
¥50
黄)R 天の階(ｷｻﾞﾊｼ)(070/084)
¥20
青)XR 天秤造神ﾘﾌﾞﾗ･ｺﾞﾚﾑ【絵が立体加工】(X-0
¥30
青)XR 天秤造神ﾘﾌﾞﾗ･ｺﾞﾚﾑ (X-06)
¥30
青)XR 天秤造神ﾘﾌﾞﾗ･ｺﾞﾚﾑ(BS11X06)
¥5
青)ﾊﾟﾗ 天秤造神ﾘﾌﾞﾗ･ｺﾞﾚﾑ(BS39XRVX06)
¥400
青)XR 天秤造神ﾘﾌﾞﾗ･ｺﾞﾚﾑ(BS39XRVX06)
¥150
白)XR 天魔王ｺﾞｯﾄﾞ･ｾﾞｸｽ(SD32X02)
¥100
白)XR 天魔王ｺﾞｯﾄﾞ･ｾﾞｸｽ(SD32X02)
¥200
白)XR 天魔王ｺﾞｯﾄﾞ･ｾﾞｸｽ(SD32X02)
¥150
白)XX 天魔王ｺﾞｯﾄﾞ･ｾﾞｸｽ-終ﾉ型-(BS35XX02)
¥500
赤)XX 天魔王ｺﾞｯﾄﾞ･ｾﾞｸｽ -破ﾉ型-(BS34XX02)
¥700
赤)XR 天魔王ｺﾞｯﾄﾞ･ｾﾞｸｽ-ﾛﾛﾉ型-(X P16-16)
¥1,500
と
¥0
黄)XR ﾄｲﾚのﾐｽﾞﾉさん(BSC28CP03)
¥50
緑)XR ﾄｩｲﾝｸﾙ･ｹﾞｲﾙ･ﾋﾟｰｺｯｸ(XSJ17-04)
¥300
青)XX 道化神ｷﾞﾝｶﾞｰ(BS40XX01)
¥150
白)XX 道化神ﾄﾞｳﾞｪﾙｸﾞ(BS41XX02)
¥200
黄)XX 道化神ﾎﾟﾙｯｸ&ｶｽﾀｰ(BS42XX02)
¥600
赤)XX 道化神ﾒﾙﾄ(BS41XX01)
¥1,500
白)XX 道化神ﾚﾃﾞｨ･ﾌﾗﾝｹﾘｰ(BS42XX01)
¥1,300
黄)MR 導化姫ﾄﾘｯｸｽﾀｰ(039/084)
¥20
白)XR 凍獣ﾏﾝ･ﾓｰﾙ(X-10)
¥5
白)XR 凍獣ﾏﾝ･ﾓｰﾙ【ｲﾗｽﾄはみ出し】(X-10)
¥5
赤)PX 時統べる幻龍神ｱﾏﾃﾗｽ(PX-18)
¥800

カードの名前 （型番）

買取金額

緑)XR 独眼武神ﾏﾝﾃｨｸｽ･ﾏｻﾑﾈ(X-03)
¥30
黄)MR ﾄﾞｸﾄﾙ･ﾌｧｳｽﾄ【足組んでる】(045/08
¥5
紫)R 土星神剣ｻﾀｰﾝｽﾚｲヴ(BS30R058-083)
¥20
黄)XR [ﾄｯﾌﾟｱｲﾄﾞﾙ]ﾄﾘｯｸｽﾀｰ(BSC18X03)
¥10
緑)R ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙﾊﾞｰｽﾄ(SD22R013-016)
¥10
青)R ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙﾊﾞﾝ(084/084)
¥5
赤)R ﾄﾞﾗｸﾞﾉ祈祷師(BSC22R014-146)
¥10
赤)XR 寅の十二神皇ﾘﾎﾞﾙ･ﾃｨｰｶﾞ(BS37X01)
¥600
赤)XR 寅の十二神皇ﾘﾎﾞﾙ･ﾃｨｰｶﾞ(BS37X01)
¥800
白)R ﾄﾞﾘｰﾑｽﾗｯｼｭ(BS35R096-102)
¥5
白)R ﾄﾞﾘｰﾑﾈﾋﾞｭﾗ(107/114)
¥30
白)R ﾄﾞﾘｰﾑﾈﾋﾞｭﾗ(BS24R107-114)
¥5
白)R ﾄﾞﾘｰﾑﾊﾞﾌﾞﾙ(BS31R108-114)
¥30
赤)PR 鶏肉の覇王ｼﾞｰｸ･ｹﾝﾀ･ﾌﾘｰﾄﾞ(KF-13
¥30
緑)XR 酉の十二神皇ｹﾞｲﾙ･ﾌｪﾆｯｸｽ(BS35X03)
¥300
緑)XR 酉の十二神皇ｹﾞｲﾙ･ﾌｪﾆｯｸｽ(BS35X03)
¥300
白)S 努力合体ｻｲｷｮｰｵｰ(SJ13-09)
¥10
紫)MR ﾄﾞﾝ･ﾃﾞｨｴｺﾞｯﾄﾞ(013/084)
¥10
紫)MR ﾄﾞﾝ･ﾃﾞｨｴｺﾞｯﾄﾞ(BS18)(BS18M013-084)
¥10
な
¥0
緑)PR ﾅｲﾄｽﾜﾛｳ(P16-05)
¥5
黄)XR 渚のﾄﾘｯｸｽﾀｰ(X13-09)
¥10
黄)XR [謎の転校生]ｻﾜｴﾙ(BSC28CP01)
¥50
黄)PR 夏とｽｲｶとﾄﾘｯｸｽﾀｰ(P15-09)
¥5
赤)S なんて古っ代!ﾌｧﾗｵくん(SJ15-12)
¥5
紫)R No.32 ｱｲﾗﾝﾄﾞﾙｰﾄ(BS32R063-083)
¥230
白)R No.24 ﾄﾘﾌﾟﾙﾍﾋﾞｰ(BS39063R-077)
¥50
赤)GX 肉ｼﾞｬｶﾞｰｴｯｼﾞ(CGX17-02)
¥5
黄)XR [虹色の才覚]ｷﾘｶ(BSC28CP02)
¥150
青)XR 二丁拳銃の海賊ﾃﾞｨｰ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ(XSJ17-06)
¥5
青)S 二頭魔神(SJ16-12)
¥50
緑)S 忍法鳥ｼﾞﾝﾗｲ(SJ13-25)
¥5
赤)R ﾈｵ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾞﾛｰ(SD19013-016)
¥5
白)MR ﾈｶﾞ･ﾃｭﾎﾟｰﾝ(BS23M034-084)
¥10
白)MR ﾈｶﾞ･ﾃｭﾎﾟｰﾝ ﾛｺﾞ入り(M034-084)
¥20
紫)R ﾈｸﾛﾌﾞﾗｲﾄ(BS30R075-083)
¥10
黄)XR 子の十二神皇ﾏｳﾁｭｰ(BS38X05)
¥50
黄)MR ﾉｱ･ﾌﾙｰﾙ(BSC16M009-039)
¥20
黄)MR ﾉｱ･ﾌﾙｰﾙ(BSC16M009-039)
¥20
白)R (ﾉｰﾌﾞﾙｵｰﾀﾞｰ)秩序軍ｵｰﾙ･ﾘﾌﾚｸｼｵﾝ(BS42R042-095)¥ 5
白)R (ﾉｰﾌﾞﾙｵｰﾀﾞｰ)秩序軍参謀ｴﾀ･ﾏｼﾞｮｰﾙ(BS42R043-095)
¥5
白)XR (ﾉｰﾌﾞﾙｺﾏﾝﾀﾞｰ)秩序軍司令官ﾉﾌﾞﾚｽ･(BS41X04) ¥250
白)XR (ﾉｰﾌﾞﾙﾄﾞﾗｸﾞｰﾝ)秩序龍機νｼﾞｰｸﾌﾘ(SD39X01) ¥100
白)ﾊﾟﾗ (ﾉｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾅﾙｱｰﾑｽﾞ)秩序決戦兵器ﾗ(BS42X04)
¥1,500
白)XR (ﾉｰﾌﾞﾙﾌｧｲﾅﾙｱｰﾑｽﾞ)秩序決戦兵器ﾗ=(BS42X04)¥ 180
は
¥0
赤)PR ﾊﾞｰｻｰｶｰ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ(P-049)
¥30
赤)GX ﾊﾞｰﾆﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ(GX16-01)
¥10
黄)MR ﾊｰﾋﾟｰｶﾞｰﾙ(042/084)
¥50
黄)MR [ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾀｲｶﾞｰ]ﾛｰﾗ･ﾋﾞｬｸﾗﾝ(BSC18M005-045) ¥30
紫)ｷﾗ ぱｰぷるとｰく(BSC29008-030)
¥10
紫)GX ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾘﾌﾚｲﾝ(GX-10)
¥5
黄)R ﾊｲｴﾘｸｻｰ(133/149)
¥10
緑)XRP ﾊﾞｲｵ怪獣ﾋﾞｵﾗﾝﾃ 「植獣形態」(BSC26X03) ¥1,000
緑)XR ﾊﾞｲｵ怪獣ﾋﾞｵﾗﾝﾃ(BSC26X03)
¥100
黄)PR ﾊｲﾋﾞｽｶｽの妖精ｱｵｲ(P-078)
¥5
10/31現在価格

カードの名前 （型番）

買取金額

緑)R ﾊﾞｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｳｯｽﾞ(BSC22R138-146)
¥5
緑)C ﾊﾞｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｿｰﾝ 【ｷﾗ】(134/149
¥20
緑)R ﾊﾞｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾙｰﾄ(BS28R077-071)
¥5
赤)PX 覇王ﾏﾅｶ(X13-16)
¥80
緑)R 破壊の魔獣ﾊﾞﾄﾗ(BSC26R031-049)
¥5
青)XR 覇界明王ﾆﾙヴｧｰﾅ(BS31X06)
¥120
黄)XR [儚き闇姫]ﾘｱｽ･ｳﾛｳﾞｫﾙﾝ(BSC28X04)
¥80
赤)PR 爆揚げの覇王ｹﾝﾀ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ﾊﾞｾﾙ(KF¥30
白)XR 白亜元帥ﾚｲ･ｻﾞｳﾗｰ(XPX17)
¥50
白)PX 白亜元帥ﾚｲ･ｻﾞｳﾗｰ(PX-17)
¥20
緑)R 白雲に茂る天翼樹(BS35R078-102)
¥30
緑)R 白雲に茂る天翼樹(BS35R078-102)
¥80
赤)XR 爆炎の起導士ｲｻﾞﾅ(BS34CP01)
¥60
赤)ﾎﾛ 爆炎の覇王ﾛｰﾄﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ﾊﾞｾﾞﾙ(X¥5
赤)XR 爆炎の覇王ﾛｰﾄﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ﾊﾞｾﾞﾙ(X¥20
赤) 爆炎の覇王ﾛｰﾄﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ﾊﾞｾﾞﾙ（格子加工(X-01) ¥10
赤)XR 爆炎の覇王ﾛｰﾄﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ﾊﾞｾﾞﾙ(X-01)
¥10
紫)XR 【両手魔方陣】白蛇帝ｱﾙﾃﾞｳｽ･ｳﾞｧｲﾊﾟｰ(
¥80
紫)XR 【剣あり】白蛇帝ｱﾙﾃﾞｳｽ･ｳﾞｧｲﾊﾟｰ(X¥50
紫)XR 白蛇帝ｱﾙﾃﾞｳｽ･ｳﾞｧｲﾊﾟｰ(BS23X02)
¥80
赤)PR 爆神(P-081)
¥10
白)XR 爆氷の覇王ﾛｰﾄﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ｸﾞﾚｲｻﾞｰ(
¥80
緑)XR 白羊樹神ｾﾌｨﾛ･ｱﾘｴｽ【絵が立体加工】(X-0 ¥80
緑)ﾊﾟﾗ 白羊樹神ｾﾌｨﾛ･ｱﾘｴｽ(BS39XRVX03)
¥250
緑)XR 白羊樹神ｾﾌｨﾛ･ｱﾘｴｽ(BS39XRVX03)
¥150
緑)XR 白羊樹神ｾﾌｨﾛ･ｱﾘｴｽ(X-03)
¥30
緑)ｷﾗ 始まりのｶｰﾄﾞ(BSC29010-030)
¥5
赤)R ﾊﾞｽﾀｰｽﾋﾟｱ(BSC22R114-146)
¥20
黄)R ﾊﾟﾀﾓﾝ(CB02R037-071)
¥5
黄)PR 発明魔女ﾄﾘﾝ(P-076)
¥5
黄)ｷﾗ ﾊﾞﾄﾙｳｻｷﾞｰ先生のﾊﾞﾄｽﾋﾟ講座!(BSC29012-030)
¥10
白)PR ﾊﾞﾄﾙｼｯﾌﾟ･ﾓｱ(P14-29)
¥5
青)PR ﾊﾞﾄﾙｽｷｰ先生のﾊﾞﾄｽﾋﾟ講座(LM16-08)
¥5
赤)PR ﾊﾞﾄﾙｽﾋﾟﾘｯﾂ ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ(LM16-05)
¥5
赤)PR ﾊﾞﾄﾙｽﾋﾟﾘｯﾂ (ﾊﾞｰﾆﾝｸﾞ･･)烈火魂(LM16-04)
¥5
黄)XR (ﾊﾅｵｳﾀﾝﾎﾟﾎﾟ)華王 蒲公英(X P16-15)
¥800
黄)PX 華の女王ｶﾄﾚｱ(PX13-03)
¥20
黄)R ﾊﾟﾆｯｸ･ｳﾞｫｲｽ(082/084)
¥10
緑)R ﾊﾟﾙﾓﾝ(CB02R021-071)
¥5
赤)R ﾊﾞﾚｯﾄﾌｧｲｱ(BS27R077-083)
¥10
黄)PR ﾊﾛｳｨﾝ･ﾌｰﾘﾝ(P15-12)
¥20
緑)XR 蛮騎士ﾊｰｷｭﾘｰ(X-09)
¥30
紫)PR 反逆者ﾍﾞﾄﾚｲﾔｰ･ﾃﾞｰﾓﾝ(P14-21)
¥10
紫)R 反魂呪(BS33R074-083)
¥60
ひ
¥0
赤)PR ﾋｰﾄｱﾝﾄﾞｸｰﾙ
¥50
黄)MR ﾋﾟｴﾓﾝ(CB02M043-071)
¥10
緑)R ﾋﾞｵﾗﾝﾃ(花獣形態)(BSC19R022-052)
¥5
緑)MR ﾋﾞｵﾗﾝﾃ(植獣形態)(BSC19M024-052)
¥20
紫)ｷﾗ 光と闇の聖剣(BSC29009-030)
¥30
黄)PR 光の天使ｴﾝｼﾞｪ･ﾗｲﾄ(P13-05)
¥5
黄)XR 光の覇王ﾙﾅｱｰｸ･ｶｸﾞﾔ(X-05)
¥10
黄)PR 光の導き手ﾗﾋﾟｽ(P14-X06)
¥150
赤)XR 光魔神(XPB16-DD01)
¥350
赤)S 秘剣二天一龍(SJ15-16)
¥50
緑)PR 飛甲虫ｲｯﾄｳｶﾌﾞﾄ(P-031)
¥5
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黄)XR 美食の妖精神ｴｸﾚｱ･ｼﾌｫﾝ(BS39X05)
¥100
黄)XR 美食の妖精姫ﾌﾛﾏｰｼﾞｭ(BS36X05)
¥200
緑)MR 翡翠の小太刀 日輪丸(060/084)
¥10
緑)MR 翡翠の小太刀日輪丸(BS23M060-084)
¥10
白)XR 未の十二神皇ｸﾞﾛﾘｱｽ･ｼｰﾌﾟ(BS35X04)
¥350
黄)ﾊﾟﾗ 火の熾天使ｱﾗﾌｨｴﾙ(BS40X05)
¥500
黄)XR 火の熾天使ｱﾗﾌｨｴﾙ(BS40X05)
¥100
赤)XR 緋の鳥ｹﾞｲﾙ･ﾌｪﾆｯｸｽ･ｲｸﾞﾅ(XSJ16-07)
¥50
赤)ｷﾗ ﾋﾞﾋﾞｯとﾋﾞｸﾄﾘｰ!!(BSC29016-030)
¥5
黄)MR ﾋﾒﾈｺ(BS32M060-083)
¥50
緑)R 百刀衆 甲蛾のｸﾙﾏｯｸｽ(BS42R033-095)
¥5
緑)R 百刀衆 煌刃のﾐﾔﾏ(BS42R036-095)
¥5
緑)R 百刀衆 風来のﾍﾞﾆｶﾐ(BS42R028-095)
¥5
白)XR 白夜の宝剣ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ･ｻﾝ【絵が立体加工】(X
¥50
白)XR 白夜の宝剣ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ･ｻﾝ【SR仕様】(X-0
¥20
白)XR 白夜の宝剣ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ･ｻﾝ【背景ﾓﾝｽﾀｰ】(
¥20
赤)XR 白庚皇ｴｸｽﾊﾟﾙﾄﾞ(BS38X01)
¥100
白)MR 氷河の神皇ｱﾊﾞﾗﾝｼｭ･ﾊﾞｲｿﾝType-0(BS41M045-095)
¥100
白)S 氷騎槍ｸﾘｽﾀﾙ･ﾗﾝｽ(SJ13-05)
¥50
黄)PR ﾋﾞﾖｹｯﾄ(KF-09)
¥20
赤)R ﾋﾟﾖﾓﾝ(CB02R002-071)
¥5
白)R 飛龍ｳﾞｧﾙｷｭﾘｳｽ(097/149)
¥5
ふ
¥0
赤)PR ﾌｧｰｽﾄｽﾀｰﾄﾞﾗｺﾞﾝ(P14-17)
¥5
赤)PR ﾌｧｲﾔ&ｳｨﾝﾄﾞ(LM16-09)
¥5
赤)PR 封印されし神剣(P13-17)
¥10
緑)R 風王銃ﾍﾞﾋｰｴｸﾞｿﾞｰｽﾄ(BS42R073-095)
¥5
緑)MR 風兎の神皇ｱﾆﾏ･ﾋﾞｯﾄ(BS40M028-095)
¥80
黄)PR BooBooﾏﾝ(P16-26)
¥10
緑)XR 風魔神(BSC25X05)
¥200
緑)XR 風魔神(BSC25X05)
¥50
緑)XR 風魔頭首ｼﾉﾋﾞｵｳ(BS32X03)
¥100
緑)R 風魔ﾆﾝｺｳﾁｮｳ(BS31R029-114)
¥20
白)R ﾌｪｲﾀﾙﾀﾞﾒｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(BS41R091-095)
¥30
白)R ﾌｫｰｽｸﾛｰｸ(BS32R079-083)
¥5
赤)R ﾌｫｰｽﾄﾞﾛｰ(118/149)
¥60
白)S ﾌｫﾙﾓｻｰ101(SJ13-20)
¥5
赤)CP 武将転生(BS32CP02)
¥5
緑)MR 武神獣ﾃﾞｨｱﾙ･ﾕｷﾑﾗ(024/084)
¥5
紫)XR 不滅龍ｴﾀｰﾅﾙ･ﾄﾞﾗｺﾞﾆｽ【紫】(CP14¥5
緑)XR 不滅龍ｴﾀｰﾅﾙ･ﾄﾞﾗｺﾞﾆｽ【緑】(CP14¥5
青)R 芙蓉の五重塔(BS32R070-083)
¥5
青)PR ﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝの殿堂(KF-07)
¥5
緑)PR ﾌﾗｲﾄﾞ･ﾌｪﾆｯｸｽ(KF-06)
¥10
緑)XR ﾌﾞﾗｯｸﾀｳﾛｽ大王(X-31)
¥10
緑)R ﾌﾞﾗｯｸﾀｳﾛｽ大王(BS42RRV006)
¥5
赤)PR ふりかけの覇王ﾎﾜｲﾄﾗﾝｽ(PB12-04)
¥5
白)R ﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞｳｫｰﾙ(SD01R039-071)
¥5
緑)PR ﾌﾟﾘｽﾞﾓﾙﾌｫ(P-066)
¥10
青)PR ﾌﾟﾘふじさん(P-055)
¥5
黄)R ﾌﾟﾘﾝ魔神(BS36R062-077)
¥10
青)ｷﾗ ﾌﾞﾙｰｲﾝﾊﾟｸﾄ(BSC29028-030)
¥5
黄)MR (ﾌﾙｰﾂｴﾙ)果物人ｷｮ･ﾎｰﾝ(BS36M047-077)
¥10
黄)XR (ﾌﾙｰﾂｷﾝｸﾞ)果物王ﾄﾞﾘｱﾙﾊﾞ27世(BS35X05)
¥30
紫)R ﾌﾞﾚｲｳﾞｻｸﾘﾌｧｲｽ(BS41R086-095)
¥20
赤)R ﾌﾚｲﾑﾃﾝﾍﾟｽﾄ(122/149)
¥5
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赤)★R ﾌﾚｲﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ(ﾄﾞﾗｺﾞﾝ正面)(099/
¥5
赤)R ﾌﾚｲﾑﾌﾞﾗｽﾄ(SD25R006-016)
¥10
赤)R ﾌﾚｲﾑﾌﾞﾗｽﾄ(SD25R006-016)
¥120
黄)PR 文具ﾛﾎﾞ ｽﾃｲｼｮﾅｰ(P-033)
¥5
紫)R 丙の紫煙巨人(BS36R018-077)
¥20
白)ﾊﾟﾗ ﾍﾞｰﾀﾞﾓﾝ(CB02C031-071)
¥200
紫)XR 巳の十二神皇ﾃｨｱﾏﾄﾞｰ(BS39X02)
¥100
紫)MR 冥猫蛇ｱｲﾆ(M017-083)
¥5
ほ
¥0
紫)R ﾎﾟｲｽﾞﾝﾌﾞﾚｽ(BS36R073-077)
¥30
紫)R ﾎﾟｲｽﾞﾝﾌﾞﾚｽ(BS36R073-077)
¥50
紫)R ﾎﾟｲｽﾞﾝﾌﾞﾚｽ(BS36R073-077)
¥5
白)MR 防衛の神皇ｸﾞﾛﾘｱｽ･ｼｰﾌﾟType-F(SD39M008-014)
¥10
緑)XR 蜂王ﾌｫﾝ･ﾆｰﾄﾞ(PX15)
¥10
緑)XR 蜂王ﾌｫﾝ･ﾆｰﾄﾞ(XPX15)
¥5
緑)XR 蜂王ﾌｫﾝ･ﾆｰﾄﾞ(PX15)
¥10
緑)PX 蜂王ﾌｫﾝ･ﾆｰﾄﾞ(PX-15)
¥60
緑)PX 蜂王ﾌｫﾝ･ﾆｰﾄﾞ【ｲﾗｽﾄ緑色】(PX-15)
¥100
赤)R 砲凰竜ﾌｪﾆｯｸ･ｷｬﾉﾝ(BS38RRV022)
¥100
赤)XR 砲撃の神皇ﾘﾎﾞﾙ･ﾃｨｰｶﾞ･零式(SD37X01)
¥80
緑)R 豊穣の大地(030/040)
¥5
黄)R 宝石の獣ｶｰﾊﾞﾙｸ(071/111)
¥5
赤)XR 暴双龍ﾃﾞｨﾗﾉｽ(X-05)
¥30
赤 )R 暴双龍ﾃﾞｨﾗﾉｽ(BS40RRV002)
¥5
黄)MR 砲天使ｶﾉﾝ(BS28M044-083)
¥5
黄)CP 砲天使ｶﾉﾝ(BS33CP02)
¥5
黄)MR 砲天使長ﾌｧｲｴﾙ(BS30M050-083)
¥5
白)ﾊﾟﾗ 宝瓶神機ｱｸｱ･ｴﾘｼｵﾝ(BS39XRVX04)
¥250
白)XR 宝瓶神機ｱｸｱ･ｴﾘｼｵﾝ(BS39XRVX04)
¥250
白)XR 宝瓶神機ｱｸｱ･ｴﾘｼｵﾝ(X-04)(BS11X04)
¥5
白)XR 宝瓶星鎧ﾌﾞﾚｲｳﾞｱｸｴﾘｱｽ(BS26X-08)
¥30
紫)XR 放浪者ﾛﾛ【頭巾で顔が隠れてる NOT FOR S¥200
紫)XR 放浪者ﾛﾛ【ｷｬﾗ浮いてる･周りに宝石･NOT F¥800
紫)XR 放浪者ﾛﾛ【真ん中に鍵】(X-015)
¥80
青 )R ﾎｴｰﾓﾝ(CB02R049-071)
¥5
白)MR ﾎｰｸ･ﾌﾞﾚｲｶｰ(056/084)
¥5
黄)XR ﾎｰﾘｰｴﾝｼﾞｪﾓﾝ(CB02X07)
¥400
赤)XR 北斗七星龍ｼﾞｰｸ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ(X005R)
¥5
XR 【紫】北斗七星龍ｼﾞｰｸ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ(X-0
¥5
XR 【赤】北斗七星龍ｼﾞｰｸ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ(X-0
¥10
赤)XR 北斗七星龍ｼﾞｰｸ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ(X005R)
¥5
紫)XR 北斗七星龍ｼﾞｰｸ･ｱﾎﾟﾛﾄﾞﾗｺﾞﾝ(X005A)
¥5
黄)PR 星の巫女ｸｼﾅ(PB13-04)
¥10
赤)PR ﾎﾟﾃﾄｱﾛｰ(KF-12)
¥50
紫 )MR 戊の四騎龍ﾌﾞﾗｯｸﾗｲﾀﾞｰ(BS37M017-077)
¥50
紫)MR 戊の四騎龍ﾎﾜｲﾄﾗｲﾀﾞｰ(BS36M016-077)
¥20
紫)R 戊の四騎龍ﾚｯﾄﾞﾗｲﾀﾞｰ(BS36R013-077)
¥20
白)R ﾎﾜｲﾄﾎｰﾙ(106/114)
¥5
白)ｷﾗ ﾎﾜｲﾄﾘﾀｰﾝ(BSC29025-030)
¥5
紫)GX ﾎﾞﾝﾊﾞｰｽﾄ(GX-25)
¥5
ま
¥0
紫)R ﾏｰｸ･ｵﾌﾞ･ｿﾞﾛ(BS18R075-071)
¥10
紫)R ﾏｲﾝﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(093/111)
¥5
紫)XR 魔界七将ｱｽﾓﾃﾞｨｵｽ(X-30)
¥30
紫)XR 魔界七将ﾃﾞｽﾄﾛｰﾄﾞ(X-06)
¥30
紫)R 魔界七将ﾃﾞｽﾄﾛｰﾄﾞ(BS40RRV004)
¥5

カードの名前 （型番）

買取金額

紫)XR 魔界七将ﾃﾞｽﾍﾟﾗｰﾄﾞ【右下顔有】(X-02)
¥10
紫)XR 魔界七将ﾃﾞｽﾍﾟﾗｰﾄﾞ【剣2本】(X-02)
¥20
紫)XR 魔界七将ﾃﾞｽﾍﾟﾗｰﾄﾞ(BSC22X02)
¥100
紫)XR 魔界七将ﾊﾟﾝﾃﾞﾐｳﾑ(X-14)
¥5
紫)PX 魔界七将ﾍﾞﾘｵｯﾄ(PX-16)
¥150
紫)XR 魔界七将ﾍﾞﾙｾﾞﾋﾞｰﾄ(X-22)
¥50
紫)XR 魔界七将ﾍﾞﾙｾﾞﾋﾞｰﾄ【顔正面】(X-022)
¥30
紫)ﾊﾟﾗ 魔界七将ﾍﾞﾙｾﾞﾋﾞｰﾄ(BS41CP05)
¥600
紫)XR 魔界七将ﾍﾞﾙｾﾞﾋﾞｰﾄ(BS41CP05)
¥30
紫)XR 魔界七将ﾍﾞﾙｾﾞﾋﾞｰﾄ【ｲﾗｽﾄはみ出し】(X
¥30
紫)XR 魔界七将ﾍﾞﾙﾄﾞｺﾞｰﾙ(X-36)
¥20
紫)R 魔界七将ﾍﾞﾙﾄﾞｺﾞｰﾙ(BS42RRV003)
¥5
紫)XR 魔羯邪神ｼｭﾀｲﾝ･ﾎﾞﾙｸﾞ【絵が光る】(X-0
¥30
紫)XR 魔羯邪神ｼｭﾀｲﾝ･ﾎﾞﾙｸﾞ(BS12X02)
¥5
紫)XR 魔羯邪神ｼｭﾀｲﾝ･ﾎﾞﾙｸﾞ(BS38XRVX02)
¥120
紫)XPR 魔羯邪神ｼｭﾀｲﾝ･ﾎﾞﾙｸﾞ(BS38XRVX02)
¥150
緑)R 巻き上がるﾀﾞﾝｶﾞﾛ山脈(089/114)
¥20
紫)PR 魔犬ｾﾞﾛ(PB13-01)
¥100
白)S ﾏｻﾑ･ﾈｵｽ(SJ13-15)
¥5
白)S ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸ･ｸｰﾛﾝ(SJ13-21)
¥5
黄)R ﾏｼﾞｯｸﾌﾞｯｸ(108/111)
¥20
紫)R 魔女ﾅｰｼﾞｬ(BSC22R047-146)
¥10
紫)PR 魔刃将ﾍﾙ･ﾌﾞﾚﾄﾞ(P-004)
¥20
紫)XR 魔神竜騎ｶﾞﾙﾃﾞｱ(BSC25X02)
¥200
白)PR ﾏｯﾊ･ﾂｲｽﾀｰ(KF-08)
¥5
赤)XR 魔帝龍騎ﾀﾞｰｸ･ｸﾘﾑｿﾞﾝ(X-29)
¥10
黄)XR 魔導女皇ｱﾝﾌﾞﾛｼｳｽ(X-39)
¥20
黄)XR 魔導双神ｼﾞｪﾐﾅｲｽﾞ【立体加工】(X-05)
¥50
黄)XR 魔導双神ｼﾞｪﾐﾅｲｽﾞ【SR仕様】(X-05)
¥10
黄)XR 魔導双神ｼﾞｪﾐﾅｲｽﾞ(BS38XRVX05)
¥500
黄)XPR 魔導双神ｼﾞｪﾐﾅｲｽﾞ(BS38XRVX05)
¥400
紫)PR ﾏﾊｰｳﾞｧｽｷ(P-025)
¥10
赤)XR 魔龍帝ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ【赤】(C
¥10
緑)XR 魔龍帝ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ【緑】(C
¥5
黄)XR 魔龍帝ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ【黄】(C
¥20
青)XR 魔龍帝ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ【青】(C
¥30
赤)XR 魔龍帝ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ【背景立体加工】(X-13
¥30
赤)XR 魔龍帝ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ 【背景キラ】(X-13)
¥5
赤)XR 魔龍帝ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ 【ｲﾗｽﾄはみ出し】(X
¥120
緑)PR ﾏﾝﾃｨｽﾀｰ(P-014)
¥10
青)R ﾏﾝﾄﾗﾄﾞﾛｰ(BS31R112-114)
¥150
青 )R ﾏﾝﾄﾗﾄﾞﾛｰ(BS31R112-071)
¥200
み
¥0
黄)PR (ﾐｶﾌｧｰﾙﾉﾂﾎﾞﾈ)美嘉芙羽在局【鏡花水月】
¥10
緑)R 湖に咲く薔薇(BSC26R045-049)
¥20
黄)PR [ﾐｯｼｮﾝｽｸｰﾙ]ﾌｫﾝﾆｰﾅ(P14-42)
¥10
青)PR 三叉槍(ﾐﾂﾏﾀﾔﾘ)のﾋｭ-ｺﾞｰ(P-012)
¥5
緑)XX 緑の起源龍ｳﾞｨﾘｼﾞｵﾗｽ(BS35XX01)
¥300
緑)S 緑の獣戦士ｺﾚｵﾝ(SJ16-10)
¥60
緑)XR 翠の神馬ｴｸﾞｾﾞｼｰﾄﾞ･ｸﾞﾘｰﾝ(XSJ16-09)
¥10
緑)R 緑の探索者ﾌﾟｰｸｽｽ(BS40R026-095)
¥5
赤)PR ﾐﾆｰｽﾞ特攻隊(CP13-01)
¥5
黄)★XR 魅惑の覇王ｸﾚｵﾊﾟﾄﾗｽ(X-05)
¥150
黄)★XR 魅惑の覇王ｸﾚｵﾊﾟﾄﾗｽ(X-05)
¥30
赤)PR みんなでﾊﾞﾄｽﾋﾟ!(P14-18)
¥10
白)MR ﾑｹﾞﾝﾄﾞﾗﾓﾝ(CB02M035-071)
¥10
10/31現在価格

カードの名前 （型番）

買取金額

カードの名前 （型番）

買取金額

紫)PR 無幻の神皇ｾﾞﾑﾘｱｽ(P16-09A)
¥20
白)PR 無幻の神皇ｾﾞﾑﾘｱｽ(P16-09D)
¥5
青)PR 無幻の神皇ｾﾞﾑﾘｱｽ(P16-09S)
¥5
赤)PR 無幻の神皇ｾﾞﾑﾘｱｽ(P16-09R)
¥5
黄)XR 夢幻の天剣ﾄﾜｲﾗｲﾄ･ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ(X-08)
¥50
赤)PR ﾑｹﾞﾝﾌﾚｲﾑ
¥10
赤)MR 無幻魔人ｼﾞｬｸﾞﾗｽ ｼﾞｬｸﾞﾗｰ(魔人態)(CB01M014-062)
¥5
赤)S 武者磁威駆振偉努(SJ15-13)
¥5
緑)PR 武者ﾑｼｬ･ﾁｷﾝｶﾂｻﾝﾀﾞｰｽ(KF-10)
¥10
赤)PR ﾑｼｬﾓｻｳﾙｽ(SD29CP02)
¥5

白)XR 要塞騎神ｵｰﾃﾞｨｰﾝType-X【ｷﾗ加工】(X
紫)MR 妖蛇の神皇ｼｪﾝﾏﾄﾞｰ(BS40M020-095)
黄)R 妖精神官ｱﾝﾄﾞﾛﾒﾀﾞ(BS39RV017)
紫)MR 妖刀ﾑﾗｻﾒ(BSC21M005-012)
白)XR 翼神機ｸﾞﾗﾝ･ｳｫｰﾃﾞﾝ【立体加工】(X-32
白)XR 翼神機ｸﾞﾗﾝ･ｳｫｰﾃﾞﾝ(X-32)
緑)XR 翼龍皇ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ･ｳﾞｪｰﾙ(SD38X01)
緑)MR 鎧ﾓｽﾗ(BSC19M025-052)
ら
赤)MR 雷皇龍ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ【ｷｬﾗｲﾗｽﾄ】(008/(40)

¥50
¥300
¥50
¥50
¥100
¥50
¥5
¥10
¥80
¥900
¥250
¥110
¥100
¥100
¥800
¥150
¥60
¥20
¥50
¥5
緑)XR 木星神剣ｼﾞｭﾋﾟﾀｰｾｲﾊﾞｰ(BS30X08)
¥20
緑)XR ﾓｽﾗ[1992](BSC19X04)
¥100
緑)R ﾓｽﾗの羽化(BSC19R048-052)
¥5
黄)MR [もふもふひつじ]ｾﾌｨ･ｱﾘｴｽ(BSC18M021-045)¥30
白)ﾊﾟﾗ もんざえﾓﾝ(CB02C034-071)
¥100
や
¥0
紫)XR 闇王蛇ﾍﾟﾝﾄﾞｸﾙｽ(X13-02)
¥5
紫)XR 闇王蛇ﾍﾟﾝﾄﾞｸﾙｽ(X13-02)
¥5
白)★XR 闇皇ﾅｲﾝﾃｲﾙ･ﾀﾞｰｸ【下向き剣をくわえてい ¥10
白)★XR 闇皇ﾅｲﾝﾃｲﾙ･ﾀﾞｰｸ【上向き剣をくわえてい ¥30
紫)PR 闇騎士ﾄﾘｽﾀﾝ(P-073)
¥5
紫)MR 闇騎士ﾗﾝｽﾛｯﾄ(016/084)
¥10
紫)XR 闇騎神ﾈﾒｼｽ(BS27X-01)
¥5
紫)PR 闇の導き手ﾙﾁﾙ(P14-X05)
¥150
緑)R 槍使いのﾎｰﾈｯﾂ(BS30R017-083)
¥10
緑)R 槍使いのﾎｰﾈｯﾂ(BS30R017-083)
¥5
紫)MR 幽騎士ﾅｲﾄﾗｲﾀﾞｰ(BSC22M049-146)
¥50
黄)PR 悠久の歌姫 ことね(P14-27)
¥300
黄)MR 勇者ﾌｪﾆｯｸｽﾍﾟﾝﾀﾝ(045/084)
¥30
白)S 友情ﾛﾎﾞｻｲｷｮｰ･ﾚｵﾝ(SJ13-08)
¥5
黄)R 妖戒獣ﾇｴ(BS32R044-083)
¥5
黄)XR 妖戒大将ｶｼｬﾈｺ･ｲｸｻ(BS32X05)
¥5
白)XR 要塞皇ｵｰﾃﾞｨｰﾝ(X-04)
¥80
白)XR 要塞皇ｵｰﾃﾞｨｰﾝ【ｲﾗｽﾄはみ出し】(X-04
¥50
白)XR 要塞皇ｵｰﾃﾞｨｰﾝ(BSC22X04)
¥5
白)XR 要塞騎神ｵｰﾃﾞｨｰﾝType-X【立体加工】(X
¥5

赤)ﾊﾟﾗ 雷皇龍ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ(BS41CP04)
赤)XR 雷皇龍ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ(BS41CP04)
赤)MR 雷皇龍ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ【ｷｬﾗｲﾗｽﾄ】(008/
赤)MR 雷皇龍ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ【背景青空・ﾗﾐ加工】(00
赤)MR 雷皇龍ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ【背景青空・キラ加工】(00
赤)MR 雷皇龍ｼﾞｰｸｳﾞﾙﾑ【炎吐いてる】(008/04
白)R 雷神機ﾄﾞﾝﾅｰ(BS40R043-095)
赤)ｷﾗ ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ(BSC29017-030)
赤)GX ﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾄﾞﾛｰ(GX-09)
緑)R ﾗｲﾌﾁｪｲﾝ(099/111)
黄)R ﾗｲﾌﾄﾞﾘｰﾑ (082/084)
黄)R ﾗｲﾌﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ(082/084)
黄)MR 雷命刀ﾐｶﾂﾞｷ(BSC21M010-012)
緑)R ﾗﾋﾟｯﾄﾞｳｨﾝﾄﾞ(024/028)
黄)MR ﾗﾝ･ﾌﾞﾚｲｾｱ(BSC16M001-039)
黄)MR ﾗﾝ･ﾌﾞﾚｲｾｱ(BSC16M001-039)
白)R ﾘｱｸﾃｨﾌﾞﾊﾞﾘｱ(BS38R073-077)
白)R ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｵﾘｯｸｽ(BS28R029-083)
緑)MR ﾘｶｵｽﾊﾟｰﾀﾞ(M021-083)
黄)XR 陸獣神ﾍﾞﾋﾓｽ (X-05)

黄)PR ［夢想水華］ｻﾜｴﾙ(P16-25)
紫 )XX 紫の起源龍ｲｼｭ･ﾊﾞﾗﾑ(BS37XX02)
紫)R 紫魔神(BS39051R-077)
紫)XR 冥府三巨頭ｸｲﾝ･ﾒﾄﾞｩｰｸ(X-02)
紫)XR 冥府三巨頭ｻﾞﾝﾃﾞ･ﾐﾘｵﾝ(X-02)
紫)PX 冥府魔神ｵﾌﾞｼﾃﾞｨｵﾝ(PX-13)
紫)MR 冥龍ｿﾞﾝ･ｻｰｸﾞ(BS35M021-102)
白)R ﾒｶｺﾞｼﾞﾗ[1993](BSC19R035-052)
白)ﾊﾟﾗ ﾒｶﾞﾄﾞﾗﾓﾝ(CB02C032-071)
紫)XR ﾒﾀﾙｶﾞﾙﾙﾓﾝ(CB02X03)
赤)ﾊﾟﾗ ﾒﾀﾙｸﾞﾚｲﾓﾝ(CB02R009-071)
青 )MR ﾒﾀﾙｼｰﾄﾞﾗﾓﾝ(CB02M052-071)
紫)XR 滅神星龍ﾀﾞｰｸｳﾞﾙﾑ･ﾉｳﾞｧ【絵が立体加工】
紫)XR 滅神星龍ﾀﾞｰｸｳﾞﾙﾑ･ﾉｳﾞｧ(X-02)
赤)ﾊﾟﾗ 滅亡の邪神ﾊｲﾊﾟｰｾﾞｯﾄﾝ(ｲﾏｰｺﾞ)(CB01X02)
赤)XR 滅亡の邪神ﾊｲﾊﾟｰｾﾞｯﾄﾝ(ｲﾏｰｺﾞ)(CB01X02)
赤)XR 滅龍帝ｼﾞｴﾝﾄﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾆｽ(X-01)
赤)R ﾒﾃｵ･ｽﾄｰﾑ(068/084)
赤)MR 猛龍将ﾊｸﾞﾝﾄﾞﾗｺﾞﾝ(BSC20M003-022)
赤)ｷﾗ 茂上家の晩餐(BSC29004-030)

¥5
¥40
¥5
¥500
¥40
¥5
¥100
¥10
¥0
¥10
¥2,000
¥300
¥10
¥5
¥5
¥10
¥5
¥10
¥5
¥20
¥5
¥10
¥250
¥5
¥10
¥5
¥80
¥5
¥10
¥10
¥50
¥500
¥10
¥10
¥5
¥20
¥20
¥200
¥10
¥10
¥100
¥150
¥20
¥60
¥30
¥5
¥200
¥20
¥5
¥30
¥10
¥10
¥10
¥5
¥10
¥30

紫)PX 六楯の皇帝ｹｲ(X13-17)
黄)XR ﾘｾﾞ･ｸﾛﾑｳｪﾙ(BSC23X02)
青)PR ﾘﾎﾞﾙ･ｱｰﾑｽﾞ(P-043)
青)R 龍皇海賊団 船長ﾎﾜｲﾄｼﾞｬｯｸ(BS41R070-095)
青)R 龍皇海賊団 副船長ｱｵｻﾞｯｸ(BS42R069-095)
赤)XR 龍皇ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ【背景立体加工】(X-01)
赤)XR 龍皇ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ【炎無し】(X-01)
赤)XR 龍皇ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ(BSC22X01)
赤)MR 龍皇ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ 【背景キラ】(X-01)
赤)XR 龍皇ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ30(ｻｰﾃｨｰ)(P14-X07)
赤)XR 【ﾋﾟﾝｸの光】龍輝神ｼｬｲﾆﾝｸﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ
赤)XR 【正面向き】龍輝神ｼｬｲﾆﾝｸﾞ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ｵ
紫)MR 竜機魔神(BSC25M035-049)
赤)XR 龍星皇ﾒﾃｵｳﾞﾙﾑ(X-25)
赤)XR 龍星皇ﾒﾃｵｳﾞﾙﾑ【ｲﾗｽﾄはみ出し】(X-25
赤)R 龍星皇ﾒﾃｵｳﾞﾙﾑ(BS42RRV002)
赤)★XR 龍星神ｼﾞｰｸ･ﾒﾃｵｳﾞﾙﾑ【正面向き･手の周
赤)★XR 龍星神ｼﾞｰｸ･ﾒﾃｵｳﾞﾙﾑ【顔右向き】(X赤)PR 龍帝(P-080)
赤)XR 龍の覇王ｼﾞｰｸ･ﾔﾏﾄ･ﾌﾘｰﾄﾞ【炎の剣】
赤)ﾎﾛ 龍の覇王ｼﾞｰｸ･ﾔﾏﾄ･ﾌﾘｰﾄﾞ(X-01)
赤)XR 龍の覇王ｼﾞｰｸ･ﾔﾏﾄ･ﾌﾘｰﾄﾞ(X-01)
赤)XR 龍の覇王ｼﾞｰｸ･ﾔﾏﾄ･ﾌﾘｰﾄﾞ(BS14X01)
赤)XR 龍の覇王ｼﾞｰｸ･ﾔﾏﾄ･ﾌﾘｰﾄﾞ(BS14X01)
赤)XR 龍の覇王ｼﾞｰｸ･ﾔﾏﾄ･ﾌﾘｰﾄﾞ(BS14X01)
紫)XR 龍魔侯ｵｰﾊﾞｰｳﾞｪﾙﾑ(XSJ17-02)
10/31現在価格

カードの名前 （型番）

買取金額

紫)XR 龍魔神(SD34X01)
¥50
赤)PR ﾘｭｰﾏﾝ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾞｽﾀｰ(P14-25)
¥5
赤)PR ﾘｭｰﾏﾝｻｰｼﾞｪﾝﾄ(P14-38)
¥20
赤)XR ﾘｭｰﾏﾝ･ｻﾞ･ﾌｫｰﾐｭﾗｰ(BS30X04)
¥10
赤)R ﾘｭｰﾏﾝ･ﾌｪﾆｯｸ(004/114)
¥5
赤)R ﾘｭｰﾏﾝ･ﾌｪﾆｯｸ(BS2404-114)
¥5
紫)MR 龍面鬼ﾋﾞﾗﾝﾊﾞ(BS33M020-083)
¥30
緑)XR ﾘﾘﾓﾝ(CB02X05)
¥350
る
¥0
白)R ﾙﾅﾃｨｯｸｼｰﾙ(108/114)
¥5
黄)R ﾚｲ･ｵｰﾊﾞ(BSC23R010-052)
¥5
白)MR 霊銀魔神(BS36M061-077)
¥30
黄)PR [ﾚｲﾆｰｽｷｯﾌﾟ]ﾗﾝ･ﾌﾞﾚｲｾｱ(P14-40)
¥20
青)XR 霊峰魔龍ﾔﾏﾀﾉﾋﾄﾞﾗ(X-06)
¥50
赤)ｷﾗ 黎明(BSC29005-030)
¥30
赤)MR ﾚｵﾓﾝ(CB02M006-071)
¥80
赤)S 烈火槍神撃(SJ15-08)
¥30
黄)XR [烈火の戦国姫]ﾊﾞﾝﾘ･ｿﾗ(BSC28X02)
¥80
黄)PR ﾚｯﾂｸｯｷﾝｸﾞ!
¥50
白)S ﾚｯﾄﾞ･ｲﾂｸｼﾏｰ(SJ13-12)
¥5
緑)XR 烈の覇王ｾｲﾘｭｰﾋﾞ(X-03)
¥5
緑)XR 烈風忍者ｷﾘｶｹﾞ(SD31X01)
¥180
緑)XR 烈風忍者ｷﾘｶｹﾞ(SD31X01)
¥50
青)XR 蓮華王ｾﾝｼﾞｭ(BS32X06)
¥100
青)XR 蓮華王ｾﾝｼﾞｭ(BS32X06)
¥100
緑)PR ﾛｳ･ｺｳﾁｭｰ(P-074)
¥10
青)PR ﾛｰﾗｰ･ｺﾞﾚﾑ(P14-06)
¥5
赤)C ﾛｸｹﾗﾄﾌﾟｽ【ｷﾗ仕様】(002/149)
¥10
赤)XX 六絶神 剛力のﾄﾞﾗｸﾞ･ﾏｸﾞﾅ(BS33XX01)
¥100
黄)XX 六絶神 慈愛のｴﾙ･ﾗﾌｨﾙ(BS32XX02)
¥300
白)XX 六絶神 鉄壁のｸﾛﾑ･ﾘｾﾞﾙﾌｧｰ(BS31XX02) ¥600
青)XX 六絶神 封印のｼｭﾄﾛｰﾑ･ﾊｲﾄﾞ(BS33XX02)
¥50
緑)XX 六絶神 豊穣のｼﾞｱｽ(BS32XX01)
¥250
紫 )XX 六絶神 欲望のﾃﾞｽ･ｶﾞﾙ･ｳﾞｧﾄﾞｽ(BS31XX01) ¥400
紫 )XR 六冥魔導ｼｬﾐｰﾗﾑ(BS37X02)
¥5
紫)XR 六冥魔導ﾃﾞｨｴｽ･ﾚｲｽ(BS35X02)
¥5
青)XR 六煌士 海賊連合参謀長ｹｳﾞｨﾝ(BS42CP09) ¥30
赤)XR 六煌士 恐龍のｴﾄﾞｳｨｯｸ(BS42CP04)
¥80
白)XR 六煌士(ﾉｰﾌﾞﾙｻｰｼﾞｪﾝﾄﾜｸﾞﾅｰ)秩序軍(BS42CP07)
¥200
紫)XR 六煌士 魔界伝承者ﾃﾞｨｰﾙ(BS42CP05)
¥80
緑)XR 六煌士 耳の王獣ﾌﾟｰｸｽｽ(BS42CP06)
¥80
黄)XR 六煌士(ﾜﾝﾀﾞｰｴﾝｼﾞｪﾙ)不思議天使ﾒﾘｴﾙ(BS42CP08)
¥250
わ
¥0
紫)ﾊﾟﾗ ﾜｰｶﾞﾙﾙﾓﾝ(CB02R017-071)
¥200
紫)R ﾜｰｶﾞﾙﾙﾓﾝ(CB02R017-071)
¥5
黄)ﾊﾟﾗ (ﾜﾝﾀﾞ･･)不思議王ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ･ﾏｯ(BS42X05)¥1,500
黄)XR (ﾜﾝﾀﾞ･･)不思議王ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾞ･ﾏｯﾄ(BS42X05) ¥230
紫)MR (ﾜﾝﾀﾞｰﾄﾞﾗｺﾞﾝ)不思議竜ｼﾞｬﾊﾞｳｫｯ(BS42M024-095)
¥30
黄)MR (ﾜﾝﾀﾞｰ)不思議の神皇ﾊﾇｿﾚﾑ(BS42M061-095)¥ 10
黄)R (ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ)不思議王国 赤の女王(BS42R059-095)
¥5
黄)MR (ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ)不思議王国ｱﾘｽ(BS42M051-095)
¥100
黄)R (ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ)不思議王国ﾔﾏねえ(BS42R052-095) ¥5

カードの名前 （型番）

買取金額

*カードの特徴は例外が多数ありますのでご注意下さい。
単品で買取しているカードはスリーブを外してください。
同一カードをまとめる、型番ごとにまとめる等、ご協力頂ければ、お待たせする時間の短縮になります。
まとめ買取のカードは10枚or100枚ごとにまとめてお持ち下さい。
ドラゴンボールヒーローズ（裏左上）

★×1は ﾉｰﾏﾙ →まとめ買取
※ 記号のマスが白いところはレアカードです。1枚1枚査定します。
★×2は ﾚｱ →まとめ買取
★×3は SR →単品買取
※ 記号のマスが灰色の所はノーマルカードです。規定の枚数の束で買取します。
★×4は UR、SCR →単品買取

ｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞ（左下）
型番の後「Ｃ」 →まとめ買取
型番の後「Ｒ」 →単品買取
型番の後「ＲＲ」 →単品買取
型番の後「ＲＲＲ」 カー
→単品買取
記号
ド のレアラン ク と特徴
型番の後「ＳＰ」 →単品買取
型番の後「ＬＲ」 →単品買取
遊戯王
型番の後「ＧＲ」 →単品買取
型番の後「ＳＧＲ」 →単品買取
ULT
(ｱﾙﾃｨﾒｯﾄﾚｱ)
型番の後「ＷＳＰ」
→単品買取 絵に凹凸加工
型番の後「ＰＲ」 →単品買取
SCR
(ｼｰｸﾚｯﾄﾚｱ) 絵に格子状のキラ加工
型番が「～ＴＤ～」光っているもののみ単品買取

PR ｳﾞｧｲｽｼｭｳﾞｧﾙﾂ（左下）
(ﾊﾟﾗﾚﾙﾚｱ) カード表面全部にキラ加工
・・・「*」+(ﾌﾟﾗｽ)が付くﾓﾉも同様
型番の後「Ｃ」 →まとめ買取
UR
(ｳﾙﾄﾗﾚｱ)
字が金色 絵が光る
型番の後「ＣＣ」
→まとめ買取
型番の後「Ｕ」 →まとめ買取
型番の後「Ｒ」
→単品買取 絵が光る
SR
(ｽｰﾊﾟｰﾚｱ)
型番の後「ＣＲ」 →単品買取
型番の後「ＲＲ」
→単品買取
R (ﾚｱ) 字が銀色
型番の後「SＲ」 →単品買取
型番の後「ＲＲＲ」
→単品買取
N
(ﾉｰﾏﾙ)
何処も光らない
型番の後「ＳＰ」 →単品買取
型番の後「Ｐ」 →単品買取
ＷＣＣＦ
*Ｕ、Ｃ、ＣＣは光っててもノーマル

R

CPはｷｬﾝﾍﾟｰﾝ →単品買取
記号
カー ド のレアラン ク と特徴
Pはプロモ →単品買取

デ ュエ ルマスター ズ

ガンダム（裏側左下）
型番の後「N」 →まとめ買取

ＤＳＲ
(ｽｰﾊﾟｰﾚｱ)
絵が光る
型番の後「Ｒ」
→まとめ買取
型番の後「ＳＲ」 →単品買取

ＤＶＲ
(ﾍﾞﾘｰﾚｱ)→単品買取
絵が光る
型番の後「ＵＲ」
型番の後「ＣＰ」 →単品買取

ＤＲ
(ﾚｱ) ﾉｰﾏﾙそっくりだが右下に★ﾏｰｸあり
型番の後「P」
→単品買取
ＤＰ

(プ ロ モカ 仮面ﾗｲﾀﾞｰｶﾞﾝﾊﾞﾗｲｼﾞﾝｸﾞ（右下）
ード) 字が金色又は絵が光る
型番の後「N」 →まとめ買取

型番の後「Ｒ」
→まとめ買取
CC
(ｶﾃｨﾉｶｰﾄﾞ)
絵が光る

C.Cの表記あり

型番の後「ＳＲ」 →単品買取

型番の後「ＵＲ」
→単品買取
HC
(ﾋｰﾛｰｽﾞｶｰﾄﾞ)
絵が光る

HCの表記あり

型番の後「ＣＰ」 →単品買取
型番の後「LR」
N (ﾉｰﾏﾙ) →単品買取
何処も光らない 特徴無し
型番の後「P」 →単品買取

バトルスピ リッツ

ﾊﾞﾄﾙｽﾋﾟﾘｯﾂ（***/***の前表記）

型番「Ｃ」 →まとめ買取
絵が光るカードはレアカードとして買取り
XR
全体光る 型番がX
ﾊﾞﾃﾞｨﾌｧｲﾄ（左下）
型番「Ｕ」 →まとめ買取

型番の後「並」 →まとめ買取
EX
雑誌などの付録やｷｬﾝﾍﾟｰﾝｶｰﾄﾞなど
型番の後「上」 →まとめ買取
型番の後「ﾚｱ」 →単品買取
型番の後「ｶﾞﾁﾚｱ」 →単品買取
型番の後「超ｶﾞﾁﾚｱ」 →単品買取
型番の後「ｼｰｸﾚｯﾄ」 →単品買取
型番の後「究極」 →単品買取
ヴァ イ スシ ュヴァ ル ツ
型番の後「ﾊﾞﾃﾞｨﾚｱ」 →単品買取
型番が「～ＴＤ～」光っているもののみ単品買取
*並、上は光っててもノーマル
SP
型番にSPの表記 サイン入りカードなど

RRR 型番にRRRの表記
WCCF
画像が光っている → 単品買取

雑誌等の付録、EXTRA
→ 単品買取
RR
型番にRRの表記

画像通常黒枠 →まとめ買取（白・黒別買取）
画像通常白枠
→まとめ買取（白・黒別買取）
R 型番にRの表記

PR プロモなどの限定カード

デュエルマスターズ（旧タイプ）型番にマーク
MASTER Ｍ（紋章のようなマークで上部にMASTER、下部に大きくＭ）
ヴ ァン ガー ド
XLGND（禁断文字。最終禁断の場合は「X」が別書体）
ビクトリーレア(カード上部にVのマーク)
S※LEGEND（歯車のマークと”LEGEND”の文字）
P 全体光る 型番にSP
✜（正方形を十字にかたどったようなマーク）
R✪（●の中に☆）
R R 全体光る 型番にRRR
★
RＰ R 全体光る 型番にRR
ＣＣ（光っている→単品 光っていない→まとめ買取）
ＨＣ（光っている→単品
光っていない→まとめ買取）
R 表面ﾗﾐﾈｰﾄ加工
型番R
アンコモン：◆
コモン：●
N 5００枚１組で買取中

型番「Ｒ」 →単品買取
MR
全体光る 型番がM
型番「Ｍ」 →単品買取
型番「Ｘ」 →単品買取
Ｒ 全体光る
型番がR
型番「ＸＸ」
→単品買取
型番「Ｐ」 →単品買取

ＰＲ
プ ロ モカ ード 型番がP
*Ｕ、Ｃは光っててもノーマル
遊戯王
ｺﾚR(ｺﾚｸﾀｰｽﾞﾚｱ)絵に凹凸加工、文字銀→単品買取
ULT(ｱﾙﾃｨﾒｯﾄﾚｱ) 絵に凹凸加工、文字金→単品買取
SCR(ｼｰｸﾚｯﾄﾚｱ) 絵に格子状のキラ加工→単品買取
PR(ﾊﾟﾗﾚﾙﾚｱ) カード表面全部にキラ加工→単品買取
UR(ｳﾙﾄﾗﾚｱ) 字が金色 絵が光る→単品買取
SR(ｽｰﾊﾟｰﾚｱ) 絵が光る→単品買取
R(ﾚｱ) 字が銀色→単品買取
NR(ﾉｰﾏﾙﾚｱ)何処も光らないが、レア扱い→単品買取
N(ﾉｰﾏﾙ) 何処も光らない→まとめ買取
デュエルマスターズ（新タイプ）型番に表記
ＭＡＳ →単品買取
ＬＲ →単品買取
ＬＲ →単品買取
ＬＲ →単品買取
ＳＲ →単品買取
ＶＲ →単品買取
Ｒ →単品買取
Ｐ →単品買取

「Ｕ」 →まとめ買取
「Ｃ」 →まとめ買取

１．よごれていたり、折れていたり、色がかすんでるカードは買取できない場合があります。
２．カードをお売りになる際には会員証の作成が必要になりますので
身分証明書（住民票は不可)になるものをお持ちになってください。
３．１８歳未満のお客様は下の承諾書欄に保護者の方にご記入いただいてください。
中学生のお客様は、承諾書の他に保護者への電話確認が必要です。
４．小学生以下のお客様は保護者の方とご一緒にご来店ください。
その際に承諾書欄へのご記入は不要です。
５．カードやメダルなどは、地域によってレアランクの表現方法が異なる
同名商品が多数存在するなど、現物確認以外の商品の断定が
困難な為、電話・メールでの価格･在庫の問い合わせにはお答えできません。
6・同一カードの買取は6枚目から通常価格の半額となります。（同日中・姉妹店でも）
7・カードなどの買取にはお時間がかかります。余裕を持ってご来店下さい。

承諾書欄

年

月

日

住所
電話番号
お名前
保護者名

計

枚

10/31現在価格

