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）
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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。

ﾉｰﾏﾙｶｰﾄﾞは100枚・Rカードは10枚１組での買い取りとなります。
カードの名前(型番)
買取金額
カードの名前(型番)
買取金額
ア
G１弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【ｱｸｼｮﾝGLv1】(G1-056)
¥20
G5弾)CP ｳﾗﾀﾛｽ(G5-062)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･GLv1】(PG-001)
¥5
D5弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ(ｱｰﾑﾄﾞﾋﾋﾞｷ)装甲響鬼(D5-023)
¥150
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･GLv1】(PG-003)
¥5
K6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ(ｱｰﾑﾄﾞﾋﾋﾞｷ)装甲響鬼(K6-058)
¥10
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･GLv1】(PG-012)
¥5
２弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰｱｷﾞﾄ【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｫｰﾑ】(2-022)
¥100
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･GLv1】(PG-020)
¥5
２弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｱｷﾞﾄ【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｫｰﾑ】(2-021)
¥100
G１弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【ｱｸｼｮﾝGLv2】(G1-001) ¥1,300
BM1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｱｷﾞﾄ【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｫｰﾑ】(BM1-020) ¥300
G１弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【ｱｸｼｮﾝGLv2】(G1-061) ¥400
K3弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｱｷﾞﾄ【ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾌｫｰﾑ】(K3-019)
¥150
G5弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【ｱｸｼｮﾝGLv2】(G5-055)
¥50
K6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｱｷﾞﾄ 【ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾌｫｰﾑ】(K6-054)
¥30
G5弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【ｱｸｼｮﾝGLv2】(G5-001) ¥250
D1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｱｷﾞﾄ【ﾊﾞｰﾆﾝｸﾞﾌｫｰﾑ】(D1-020)
¥100
G6弾)LRSP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲド【ｱｸｼｮﾝGLｖ2】(G6-052)¥500
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｱｷﾞﾄ【ﾊﾞｰﾆﾝｸﾞﾌｫｰﾑ】(G3-060)
¥5
BM1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【ｱｸｼｮﾝGLv2】(BM1-078) ¥20
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｱｸｾﾙ(G3-056)
¥20
TP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･GLv2】(GP-001)
¥100
G4弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｱﾏｿﾞﾝ(G4-055)
¥5
WR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･GLv2】(GP-031)
¥50
G4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｱﾏｿﾞﾝｱﾙﾌｧ(G4-050)
¥400
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･GLv2】(PG-004)
¥5
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰｱﾏｿﾞﾝｱﾙﾌｧ?(PBM-029)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･GLv2】(PG-005)
¥10
G4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｱﾏｿﾞﾝｵﾒｶﾞ(G4-048)
¥350
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･GLv2】(PG-006)
¥5
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰｱﾏｿﾞﾝｵﾒｶﾞ?(PBM-028)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･GLv2】(PG-007)
¥5
G5弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｱﾏｿﾞﾝﾆｭｰｵﾒｶﾞ(G5-044)
¥500
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･GLv2】(PG-010)
¥5
G5弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｱﾏｿﾞﾝﾈｵ(G5-042)
¥300
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･GLv2】(PG-011)
¥5
K2弾)VR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｲｸｻ ｾｰﾌﾞﾓｰﾄﾞ(K2-057)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･GLv2】(PG-019)
¥10
K6弾)LRT 仮面ﾗｲﾀﾞｰ1号(K6-051)
¥50
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･GLv2】(PG-031)
¥10
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ1号(PK-087)
¥10
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･GLv2】(PG-036)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰ1号(PG-030)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･GLv2】(PG-038)
¥5
K6弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ威吹鬼(K6-027)
¥30
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･GLv2】(PG-068)
¥5
D3弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰｳｨｻﾞｰﾄﾞ【∞ｽﾀｲﾙ】(D3-031)
¥400
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･Glv2】(PG-131)
¥10
D3弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｳｨｻﾞｰﾄﾞ【∞ｽﾀｲﾙ】(D3-030)
¥100
G4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【鎧武GLv2】(G4-073)
¥10
D4弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｳｨｻﾞｰﾄﾞ【∞ｽﾀｲﾙ】(D4-035)
¥30
G4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【ｶﾌﾞﾄGLv2】(G4-065)
¥5
D5弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｳｨｻﾞｰﾄﾞ【∞ｽﾀｲﾙ】(D5-057)
¥10
G4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【ｷﾊﾞGLv2】(G4-067)
¥10
K6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｳｨｻﾞｰﾄﾞ 【∞ｽﾀｲﾙ】(K6-066)
¥60
G4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【ｸｳｶﾞGLv2】(G4-059)
¥30
K3弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｳｨｻﾞｰﾄﾞ【ｵｰﾙﾄﾞﾗｺﾞﾝ】(K3-040)
¥400
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｸﾘｴｲﾀｰｹﾞｰﾏｰ】(PG-129)
¥30
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｳｨｻﾞｰﾄﾞ【ｵｰﾙﾄﾞﾗｺﾞﾝ】(PG-116)
¥5
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【ｸﾘｴｲﾀｰｹﾞｰﾏ(PBM-023)
¥5
D3弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｳｨｻﾞｰﾄﾞ【ﾌﾚｲﾑｽﾀｲﾙ】(D3-050)
¥30
G4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【ｺﾞｰｽﾄGLv2】(G4-075)
¥10
１弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｳｨｻﾞｰﾄﾞ【ﾌﾚｲﾑｽﾀｲﾙ】(1-012)
¥50
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｺﾞｰｽﾄGlv2】(PG-120)
¥5
１弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｳｨｻﾞｰﾄﾞ【ﾌﾚｲﾑｽﾀｲﾙ】(1-051)
¥20
G4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【ﾀﾞﾌﾞﾙGLv2】(G4-069)
¥5
１弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｳｨｻﾞｰﾄﾞ【ﾌﾚｲﾑｽﾀｲﾙ】(1-052)
¥5
G2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞ･･【ﾀﾞﾌﾞﾙ･･GLvXX R(G3-001) ¥600
５弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｳｨｻﾞｰﾄﾞ【ﾌﾚｲﾑｽﾀｲﾙ】(5-055)
¥10
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞ･･【ﾀﾞﾌﾞﾙ･･GLvXX R(G3-053)
¥50
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｳｨｻﾞｰﾄﾞ【ﾌﾚｲﾑｽﾀｲﾙ】(G2-065)
¥20
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･【ﾀﾞﾌﾞﾙｱｸ･GLvX】(PG-047)
¥10
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｳｨｻﾞｰﾄﾞ【ﾌﾚｲﾑｽﾀｲﾙ】(P-001)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･【ﾀﾞﾌﾞﾙｱｸ･･GLvX(PG-062)
¥5
D2弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｳｨｻﾞｰﾄﾞ【ﾌﾚｲﾑﾄﾞﾗｺﾞﾝ】(D2-044)
¥30
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾀﾞﾌﾞﾙｱｸ･･Glv(PG-092)
¥5
エグゼイド
¥0
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾀﾞﾌﾞﾙｱｸ･･Glv(PG-083)
¥5
G4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【1号GLv2】(G4-076)
¥20
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾀﾞﾌﾞﾙｱｸ･･Glv(PG-091)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･Glv2】(PG-064)
¥5
G4弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【ﾀﾞﾌﾞﾙｱｸｼｮﾝG(G4-004)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･Glv2】(PG-071)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【Wｱｸ･･GlvXX L(PG-106)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･Glv2】(PG-072)
¥5
G4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【ﾃﾞｨｹｲﾄﾞGLv2(G4-068)
¥10
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･Glv2】(PG-078)
¥5
G4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【ﾄﾞﾗｲﾌﾞGLv2】(G4-074)
¥10
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･Glv2】(PG-079)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾊﾞｰｶﾞｰｱｸ･･Gl(PG-063)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･Glv2】(PG-084)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾊﾞｰｶﾞｰｱｸ･･Gl(PG-093)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･Glv2】(PG-105)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾊﾞｲｸｱｸ･･Glv0(PG-104)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ｱｸ･･Glv2】(PG-119)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾊﾟｯｸｱｸ･･G】(PG-073)
¥5
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。
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カードの名前(型番)

買取金額

カードの名前(型番)

買取金額

G4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【ﾊﾟｯｸｱｸｼｮﾝｹﾞ(G4-009) ¥250
G2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾊﾝﾀｰｱｸ･･Lv5】(G2-001) ¥400
G2弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾊﾝﾀｰｱｸ･･Lv5】(G2-002) ¥10
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾊﾝﾀｰｱｸ･･Lv5】(G2-058) ¥100
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾊﾝﾀｰｱｸ･･GLv5(PG-037)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾊﾝﾀｰｱｸ･･GLv5(PG-045)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾊﾝﾀｰｱｸ･･GLv5(PG-048)
¥10
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾊﾝﾀｰｱｸ･･GLv5(PG-049)
¥5
G4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【ﾏｷｼﾏﾑGLv99】(G4-001) ¥500
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾏｷｼﾏﾑGlv99】(PG-076)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾏｷｼﾏﾑGlv99】(PG-082)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾏｷｼﾏﾑGlv99】(PG-090)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾏｷｼﾏﾑGlv99】(PG-103)
¥10
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾏｷｼﾏﾑGlv99】(PG-107)
¥5
G6弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【ﾑﾃｷｹﾞｰﾏｰ】(G6-001) ¥1,500
G6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【ﾑﾃｷｹﾞｰﾏｰ】(G6-062)
¥50
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾑﾃｷｹﾞｰﾏｰ】(PG-117)
¥10
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾑﾃｷｹﾞｰﾏｰ】(PG-127)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾑﾃｷｹﾞｰﾏｰ】(PG-128)
¥100
G4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ【龍騎GLv2】(G4-061)
¥5
G2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾛﾎﾞｯﾄｱｸ･･Lv3(G2-003) ¥500
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾛﾎﾞ･ｱｸ･･GLv3(PG-032)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾛﾎﾞ･ｱｸ･･GLv3(PG-034)
¥10
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴｸﾞｾﾞ･･【ﾛﾎﾞｯﾄｱｸ･･GLv(PG-050)
¥5
D4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｴﾀｰﾅﾙ(D4-032)
¥200
D3弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ王蛇(D3-023)
¥200
D3弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ王蛇(D3-043)
¥20
５弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰｵｰｽﾞ【ﾀｼﾞｬﾄﾞﾙｺﾝﾎﾞ】(5-044)
¥200
５弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｵｰｽﾞ【ﾀｼﾞｬﾄﾞﾙｺﾝﾎﾞ】(5-043)
¥150

４弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｶﾁﾄﾞｷｱｰﾑｽﾞ】(4-002)
¥150
４弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｶﾁﾄﾞｷｱｰﾑｽﾞ】(4-001)
¥100
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｶﾁﾄﾞｷｱｰﾑｽﾞ】(PD-018)
¥5
５弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【極ｱｰﾑｽﾞ】(5-002)
¥100
５弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【極ｱｰﾑｽﾞ】(5-001)
¥100
５弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【極ｱｰﾑｽﾞ･名前赤】(5-052)
¥5
５弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【極ｱｰﾑｽﾞ･名前緑】(5-053)
¥5
５弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【極ｱｰﾑｽﾞ･名前橙】(5-054)
¥10
６弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【極ｱｰﾑｽﾞ】(6-002)
¥150
６弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【極ｱｰﾑｽﾞ】(6-001)
¥50
D6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【極ｱｰﾑｽﾞ】(D6-058)
¥20
K6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武 【極ｱｰﾑｽﾞ】(K6-067)
¥100
G6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【極ｱｰﾑｽﾞ】(G6-061)
¥10
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【極ｱｰﾑｽﾞ】(PD-007)
¥5
G 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【極ｱｰﾑｽﾞ】(G-001)
¥500
３弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｼﾞﾝﾊﾞｰﾚﾓﾝｱｰﾑｽﾞ】(3-002) ¥100
３弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｼﾞﾝﾊﾞｰﾚﾓﾝｱｰﾑｽﾞ】(3-001)
¥50
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｼﾞﾝﾊﾞｰﾚﾓﾝｱｰﾑｽﾞ】(PD-008)
¥5
D6弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ﾄﾞﾗｲﾌﾞｱｰﾑｽﾞ】(D6-044)
¥10
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ﾄﾞﾗｲﾌﾞｱｰﾑｽﾞ】(PD-045)
¥5
４弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ﾊﾟｲﾝｱｰﾑｽﾞ】(4-047)
¥20
６弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武･闇【ﾌﾞﾗｯｸｼﾞﾝﾊﾞｰｱｰﾑｽ(6-010) ¥5
６弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【龍騎ｱｰﾑｽﾞ】(6-052)
¥5
K6弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｶﾌﾞﾄ 【ﾊｲﾊﾟｰﾌｫｰﾑ】(K6-029)
¥200
K6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｶﾌﾞﾄ 【ﾊｲﾊﾟｰﾌｫｰﾑ】(K6-059)
¥100
D1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｶﾌﾞﾄ【ﾏｽｸﾄﾞﾌｫｰﾑ】(D1-027)
¥350
D2弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｶﾌﾞﾄ【ﾏｽｸﾄﾞﾌｫｰﾑ】(D2-027)
¥10
K2弾)VR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｶﾌﾞﾄ【ﾗｲﾀﾞｰﾌｫｰﾑﾞ】(K2-049)
¥5
BM1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｶﾌﾞﾄ【ﾗｲﾀﾞｰﾌｫｰﾑ】(BM1-073)
¥5

D5弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｵｰｽﾞ【ﾀｼﾞｬﾄﾞﾙｺﾝﾎﾞ】(D5-030)
¥5
BM1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ【ｵｰｽﾞﾀｼﾞｬﾄﾞﾙｺﾝﾎﾞ】(BM1-038)¥1,500
２弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｵｰｽﾞ【ﾀﾄﾊﾞｺﾝﾎﾞ】(2-057)
¥10
５弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｵｰｽﾞ【ﾀﾄﾊﾞｺﾝﾎﾞ】(5-057)
¥5
D1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｵｰｽﾞ【ﾀﾄﾊﾞｺﾝﾎﾞ】(D1-052)
¥50
D1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｵｰｽﾞ【ﾀﾄﾊﾞｺﾝﾎﾞ】(D1-053)
¥50
D4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｵｰｽﾞ【ﾀﾄﾊﾞｺﾝﾎﾞ】(D4-054)
¥10
D6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｵｰｽﾞ【ﾀﾄﾊﾞｺﾝﾎﾞ】(D6-054)
¥5

PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｶﾌﾞﾄ【ﾗｲﾀﾞｰﾌｫｰﾑﾞ】(PD-010)
D5弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｶﾘｽ(D5-020)
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｷｯｸﾎｯﾊﾟｰ(G3-061)
D2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｷﾊﾞ【ｴﾝﾍﾟﾗｰﾌｫｰﾑ】(D2-031)
D5弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｷﾊﾞ【ｴﾝﾍﾟﾗｰﾌｫｰﾑ】(D5-055)
K6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｷﾊﾞ 【ｴﾝﾍﾟﾗｰﾌｫｰﾑ】(K6-061)
K2弾)VR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｷﾊﾞ【ｷﾊﾞﾌｫｰﾑ】(K2-050)
K3弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｷﾊﾞ【ｷﾊﾞﾌｫｰﾑ】(K3-057)

¥400
¥50
¥50
¥0
¥100
¥5
¥80
¥5
¥5
４弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｵﾚﾝｼﾞｱｰﾑｽﾞ】(4-046)
¥5
D1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｵﾚﾝｼﾞｱｰﾑｽﾞ】(D1-050)
¥10
D1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｵﾚﾝｼﾞｱｰﾑｽﾞ】(D1-051)
¥10
D3弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｵﾚﾝｼﾞｱｰﾑｽﾞ】(D3-051)
¥20
G2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｵﾚﾝｼﾞｱｰﾑｽﾞ】(G3-041)
¥150
BM1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｵﾚﾝｼﾞｱｰﾑｽﾞ】(BM1-077)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｵﾚﾝｼﾞｱｰﾑｽﾞ】(PG-099)
¥5
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｵﾚﾝｼﾞｱｰﾑｽﾞ】(P-045)
¥5
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｵﾚﾝｼﾞｱｰﾑｽﾞ】(PD-051)
¥5
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｵﾚﾝｼﾞｱｰﾑｽﾞ】(PK-105)
¥5
G１弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｵｰｽﾞ【ﾀﾄﾊﾞｺﾝﾎﾞ】(G1-036)

K6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｵｰｽﾞ 【ﾌﾟﾄﾃｨﾗｺﾝﾎﾞ】(K6-064)
D3弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｶｲｻﾞ(D3-044)
ガイム
２弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｲﾁｺﾞｱｰﾑｽﾞ】(2-001)
４弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｲﾁｺﾞｱｰﾑｽﾞ】(4-048)
１弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｵﾚﾝｼﾞｱｰﾑｽﾞ】(1-001)
３弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｵﾚﾝｼﾞｱｰﾑｽﾞ】(3-053)
３弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ鎧武【ｵﾚﾝｼﾞｱｰﾑｽﾞ】(3-054)

¥5
¥5
¥10
¥250
¥20
¥50
¥30
¥10
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｷﾊﾞ【ｷﾊﾞﾌｫｰﾑ】(G2-064)
¥10
BM1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｷﾊﾞ【ｷﾊﾞﾌｫｰﾑ】(BM1-075)
¥5
D5弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｷﾞｬﾚﾝ(D5-021)
¥200
４弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｷﾞﾙｽ(4-025)
¥50
６弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｸｳｶﾞ【ｱﾙﾃｨﾒｯﾄﾌｫｰﾑ】(6-040)
¥150
K6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｸｳｶﾞ 【ｱﾙﾃｨﾒｯﾄﾌｫｰﾑ】(K6-053)
¥50
G6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｸｳｶﾞ【ｱﾙﾃｨﾒｯﾄﾌｫｰﾑ】(G6-057)
¥10
１弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰｸｳｶﾞ【ﾏｲﾃｨﾌｫｰﾑ】(1-022)
¥50
１弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｸｳｶﾞ【ﾏｲﾃｨﾌｫｰﾑ】(1-021)
¥50
１弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｸｳｶﾞ【ﾏｲﾃｨﾌｫｰﾑ】(1-044)
¥30
１弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｸｳｶﾞ【ﾏｲﾃｨﾌｫｰﾑ】(1-045)
¥30
BM1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｸｳｶﾞ【ﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾏｲﾃｨ】(BM1-018) ¥600
６弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｸﾞﾘﾄﾞﾝ【Wｱｰﾑｽﾞ】(6-056)
¥10
６弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ黒影【ﾌﾞﾚｲﾄﾞｱｰﾑｽﾞ】(6-057)
¥5
３弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ黒影【ﾏﾂﾎﾞｯｸﾘｱｰﾑｽﾞ】(3-059)
¥10
クロノス
¥0
G5弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｸﾛﾉｽ ｸﾛﾆｸﾙｹﾞｰﾏｰ(G5-021)
¥1,000
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｸﾛﾉｽ【ｸﾛﾆｸﾙｹﾞｰﾏｰ】(PG-112)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｸﾛﾉｽ【ｸﾛﾆｸﾙｹﾞｰﾏｰ】(PG-125)
¥5
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¥10
¥500
¥400
¥30
¥500
¥100
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｱｸ･･GLv2】(PG-018)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｱｸ･･GLv2】(PG-026)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｱｸ･･GLv2】(PG-044)
¥5
G4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｳｨｻﾞｰﾄﾞGLv2】(G4-072)
¥10
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｳｨｻﾞｰﾄﾞGlv2】(PG-123)
¥5
G4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｵｰｽﾞGLv2】(G4-070)
¥5
G2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｽﾎﾟｰﾂｱｸｼｮﾝGLv3】(G2-015)¥250
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｽﾎﾟｰﾂｱｸ･･GLv3】(PG-057)
¥5
G2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｿﾞﾝﾋﾞGLvX】(G3-018)
¥500
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｿﾞﾝﾋﾞGLvX】(PG-046)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｿﾞﾝﾋﾞGlvX】(PG-066)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｿﾞﾝﾋﾞGlvX】(PG-087)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｿﾞﾝﾋﾞGlvX】(PG-096)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｿﾞﾝﾋﾞGlvX】(PG-110)
¥5
G4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【電王GLv2】(G4-066)
¥5
G4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【響鬼GLv2】(G4-064)
¥5
G4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ﾌﾞﾚｲﾄﾞGLv2】(G4-063)
¥10
ゴースト
¥0
K4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｳｨｻﾞｰﾄﾞ魂】(K4-066)
¥10
G2弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｴｸﾞｾﾞｲﾄﾞ魂】(G2-048)
¥20
K1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｴｼﾞｿﾝ魂】(K1-002)
¥100
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｴｼﾞｿﾝ魂】(PK-020)
¥5
K1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｵﾚ魂】(K1-001)
¥700
K1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｵﾚ魂】(K1-053)
¥10
K1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｵﾚ魂】(K1-057)
¥5
K1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｵﾚ魂】(K1-058)
¥5
K1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｵﾚ魂】(K1-059)
¥5
K5弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｵﾚ魂】(K5-053)
¥10
K6弾)LRSP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ 【ｵﾚ魂】(K6-052)
¥100
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｵﾚ魂】(T-001)
¥10
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｵﾚ魂】(PK-010)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｵﾚ魂】(PG-027)
¥5
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｵﾚ魂】(PK-057)
¥5
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｵﾚ魂】(PK-075)
¥5
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｵﾚ魂】(PK-084)
¥5
K4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【鎧武魂】(K4-067)
¥5
K4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｸｳｶﾞ魂】(K4-053)
¥5
K4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｸﾞﾚｲﾄﾌﾙ魂】(K4-001)
¥200
K5弾)LRT 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｸﾞﾚｲﾄﾌﾙ魂】(K5-001)
¥200
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｸﾞﾚｲﾄﾌﾙ魂】(PK-085)
¥10
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｸﾞﾚｲﾄﾌﾙ魂】(PK-100)
¥5
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ｸﾞﾚｲﾄﾌﾙ魂】(PK-106)
¥5
仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ﾀﾞｰｳｨﾝ魂】(PK-115)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ﾀﾞｰｳｨﾝ魂】(PG-058)
¥5
K4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【電王魂】(K4-060)
¥50
G2弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ﾃﾝｶﾄｳｲﾂ魂】(G2-047)
¥10
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ﾃﾝｶﾄｳｲﾂ魂】(PG-101)
¥5
K3弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【闘魂ﾌﾞｰｽﾄ魂】(K3-001)
¥250
K3弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【闘魂ﾌﾞｰｽﾄ魂】(K3-056)
¥5
K4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ﾄﾞﾗｲﾌﾞ魂】(K4-068)
¥100
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｱｸ･･Glv2】(PG-077)
G6弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｱｸｼｮﾝGLｖ0】(G6-024)
G１弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｱｸｼｮﾝGLv2】(G1-014)
G5弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｱｸｼｮﾝGLv2】(G5-059)
G6弾)LRSP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｱｸｼｮﾝGLｖ2】(G6-056)
WR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｹﾞﾝﾑ【ｱｸ･･GLv2】(GP-035)

カードの名前(型番)

買取金額
¥20
¥50
¥5
¥30
¥100
¥50
K2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ ﾍﾞﾝｹｲ魂(K2-002)
¥150
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ﾍﾞﾝｹｲ魂】(PK-060)
¥5
K5弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ﾑｹﾞﾝ魂】(K5-059)
¥200
K6弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ 【ﾑｹﾞﾝ魂】(K6-001)
¥150
K6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ 【ﾑｹﾞﾝ魂】(K6-069)
¥180
G6弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ﾑｹﾞﾝ魂】(G6-043)
¥500
TP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ﾑｹﾞﾝ魂】(GP-004)
¥50
G 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ 【ﾑｹﾞﾝ魂】(BG-001)
¥50
K1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ﾑｻｼ魂】(K1-007)
¥150
K1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ﾑｻｼ魂】(K1-055)
¥10
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ﾑｻｼ魂】(PK-019)
¥5
K4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【龍騎魂】(K4-055)
¥50
K3弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ﾘｮｳﾏ魂】(K3-006)
¥50
６弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ斬月【ｶﾌﾞﾄｱｰﾑｽﾞ】(6-055)
¥30
４弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ斬月【ﾒﾛﾝｱｰﾑｽﾞ】(4-053)
¥5
４弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ斬月【ﾒﾛﾝｱｰﾑｽﾞ】(4-054)
¥10
５弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ斬月【ﾒﾛﾝｱｰﾑｽﾞ】(5-008)
¥50
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ斬月【ﾒﾛﾝｱｰﾑｽﾞ】(G3-057)
¥10
G 仮面ﾗｲﾀﾞｰ斬月【ﾒﾛﾝｱｰﾑｽﾞ】(G-004)
¥500
６弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ斬月･真【ｱｷﾞﾄｱｰﾑｽﾞ】(6-059)
¥10
３弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ斬月･真【ﾒﾛﾝｴﾅｼﾞｰｱｰﾑｽﾞ】(3-010) ¥100
３弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ斬月･真【ﾒﾛﾝｴﾅｼﾞｰｱｰﾑｽﾞ】(3-055) ¥20
D4弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ3号(D4-045)
¥10
D6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ3号(D6-056)
¥50
BM1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰJ(BM1-069)
¥300
６弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｼｸﾞﾙﾄﾞ【ｷﾊﾞｱｰﾑｽﾞ】(6-061)
¥5
３弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｼｸﾞﾙﾄﾞ【ﾁｪﾘｰｴﾅｼﾞｰ】(3-062)
¥40
ジョーカー
¥0
D2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｼﾞｮｰｶｰ(D2-037)
¥300
D3弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｼﾞｮｰｶｰ(D3-028)
¥5
BMP1弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｼﾞｮｰｶｰ(BM1-081)
¥300
D3弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ新1号(D3-052)
¥80
D4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ新1号(D4-056)
¥5
G１弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ新1号(G1-062)
¥600
BM1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ新1号(BM1-063)
¥600
TP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ新1号(GP-005)
¥50
D4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ新2号(D4-057)
¥30
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽｰﾊﾟｰ1(G3-064)
¥10
K4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽｶﾙ(K4-035)
¥100
D5弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾄﾛﾝｶﾞｰ(D5-046)
¥150
G2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｺﾝﾊﾞｯﾄｼｭｰ･･Lv3(G2-010) ¥350
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｺﾝﾊﾞ･ｼｭｰﾃ･･GLv(PG-035)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｺﾝ･･ｼｭｰﾃ･･GLv3(PG-054)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝGlv50】(PG-109)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝGlv50】(PG-122)
¥5
G１弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞGLv1】(G1-058) ¥10
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｼｭｰﾃ･･GLv1】(PG-016)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｼｭｰﾃ･･GLv1】(PG-024)
¥5
G１弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞGLv2】(G1-008) ¥500
WR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｼｭｰﾃ･･GLv2】(GP-033)
¥50
K4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【響鬼魂】(K4-058)
K4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ﾋﾐｺ魂】(K4-008)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ﾋﾐｺ魂】(PK-101)
K2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ﾋﾞﾘｰ･ｻﾞ･ｷｯﾄﾞ魂】(K2-060)
K2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ﾍﾞｰﾄｰﾍﾞﾝ魂】(K2-001)
K2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｺﾞｰｽﾄ【ﾍﾞｰﾄｰﾍﾞﾝ魂】(K2-062)
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PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｼｭｰﾃ･･GLv2】(PG-009)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｼｭｰﾃ･･GLv2】(PG-015)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｼｭｰﾃ･･GLv2】(PG-023)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｼｭｰﾃ･･GLv2】(PG-042)
¥5
G5弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞGLv2】(G5-057) ¥10
G6弾)LRSP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞGLｖ2(G6-054) ¥250
G5弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｼｭｰ･･GLv2(ﾌﾟﾛﾄ(G5-014) ¥250
G4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝGLv50】(G4-013) ¥300
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝGlv50】(PG-069)
¥10
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝGlv50】(PG-086)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝGlv50】(PG-095)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ｾﾞﾋﾞｳｽｼｭｰﾃ･･G】(PG-075)
¥5
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ﾊﾝﾀｰｼｭｰ･･Lv5】(G2-060) ¥50
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ﾊﾝﾀｰｼｭｰﾃ･･GLv5(PG-041)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾅｲﾌﾟ【ﾊﾝﾀｰｼｭｰﾃ･･GLv5(PG-053)
¥5
K2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾍﾟｸﾀｰ(K2-009)
¥100
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾍﾟｸﾀｰ(PG-028)
¥5
K4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾍﾟｸﾀｰ【ｱｷﾞﾄ魂】(K4-054)
¥10
K4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾍﾟｸﾀｰ【ｵｰｽﾞ魂】(K4-064)
¥10
K4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾍﾟｸﾀｰ【ﾀﾞﾌﾞﾙ魂】(K4-063)
¥5
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾍﾟｸﾀｰ【ﾀﾞﾌﾞﾙ魂】(PK-086)
¥10
K2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾍﾟｸﾀｰ【ﾉﾌﾞﾅｶﾞ魂】(K2-010)
¥50
K2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾍﾟｸﾀｰ【ﾉﾌﾞﾅｶﾞ魂】(K2-063)
¥5
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾍﾟｸﾀｰ【ﾉﾌﾞﾅｶﾞ魂】(PK-063)
¥5
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾍﾟｸﾀｰ【ﾉﾌﾞﾅｶﾞ魂】(PK-102)
¥5
K4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰｽﾍﾟｸﾀｰ【ﾌｫｰｾﾞ魂】(K4-065)
¥10
仮面ﾗｲﾀﾞｰｾﾞﾛｽﾍﾟｸﾀｰ(PK-116)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰｾﾞﾛｽﾍﾟｸﾀｰ(PG-059)
¥5
K1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｾﾞﾛﾉｽ【ｱﾙﾀｲﾙﾌｫｰﾑ】(K1-023)
¥400
D3弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰｿﾞﾙﾀﾞ(D3-021)
¥5
K2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾀﾞｰｸｶﾌﾞﾄ【ﾗｲﾀﾞｰﾌｫｰﾑ】(K2-022) ¥250
K2弾)VR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾀﾞｰｸｶﾌﾞﾄ【ﾗｲﾀﾞｰﾌｫｰﾑ】(K2-058)
¥30
G2弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾀﾞｰｸｶﾌﾞﾄ【ﾗｲﾀﾞｰﾌｫｰﾑ】(G3-032)
¥5
K5弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾀﾞｰｸｷﾊﾞ(K5-033)
¥150
仮面ﾗｲﾀﾞｰﾀﾞｰｸｺﾞｰｽﾄ(PK-117)
¥10
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾀﾞｰｸｺﾞｰｽﾄ(PG-060)
¥5
仮面ﾗｲﾀﾞｰﾀﾞｰｸｺﾞｰｽﾄ【ﾅﾎﾟﾚｵﾝ魂】(PK-118)
¥10
ダブル
¥0
２弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰW【ｻｲｸﾛﾝｼﾞｮｰｶｰ】(2-058)
¥5
５弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰW【ｻｲｸﾛﾝｼﾞｮｰｶｰ】(5-058)
¥30
D1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰW【ｻｲｸﾛﾝｼﾞｮｰｶｰ】(D1-054)
¥10
D1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰW【ｻｲｸﾛﾝｼﾞｮｰｶｰ】(D1-055)
¥5
D4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰW【ｻｲｸﾛﾝｼﾞｮｰｶｰ】(D4-053)
¥30
K3弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰW【ｻｲｸﾛﾝｼﾞｮｰｶｰ】(K3-058)
¥5
G4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰW【ｻｲｸﾛﾝｼﾞｮｰｶｰ】(G4-037)
¥100
BM1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰW【ｻｲｸﾛﾝｼﾞｮｰｶｰ】(BM1-036)
¥450
D4弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰW【ｻｲｸﾛﾝｼﾞｮｰｶｰEX】(D4-029) ¥300
D4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰW【ｻｲｸﾛﾝｼﾞｮｰｶｰEX】(D4-028)
¥200
D5弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰW【ｻｲｸﾛﾝｼﾞｮｰｶｰEX】(D5-027)
¥30
D5弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰW【ｻｲｸﾛﾝｼﾞｮｰｶｰEX】(D5-056)
¥5
K6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰW【ｻｲｸﾛﾝｼﾞｮｰｶｰEX】(K6-063)
¥30
K3弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰW【ﾌｧﾝｸﾞｼﾞｮｰｶｰ】(K3-034)
¥350
D4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾁｪｲｻｰ(D4-013)
¥200
D4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾁｪｲｻｰ(D4-048)
¥120
D5弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾁｪｲｻｰ(D5-011)
¥5
K5弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｨｰﾌﾟｽﾍﾟｸﾀｰ(K5-011)
¥200

カードの名前(型番)

買取金額
¥200
¥5
¥100
¥50
¥5
¥20
¥50
¥10
¥300
¥250
¥400
¥100
¥10
¥10
¥20
¥10
¥50
¥5
¥5
¥150
¥500
¥5
¥150
¥50
¥5
¥5
¥400
¥50
¥5
¥0
¥150
¥100
¥10
¥60
¥50
¥10
¥500
¥5
¥300
¥5
¥5
¥5
¥5
¥5
¥5
¥5
¥5
¥5
¥5
¥5
¥5
¥5
¥5
¥5
¥5
¥5

K6弾)LRT 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｨｰﾌﾟｽﾍﾟｸﾀｰ(K6-018)
仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｨｰﾌﾟｽﾍﾟｸﾀｰ(PK-107)
１弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｨｹｲﾄﾞ(1-031)
１弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｨｹｲﾄﾞ(1-030)
１弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｨｹｲﾄﾞ(1-047)
１弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｨｹｲﾄﾞ(1-048)
５弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｨｹｲﾄﾞ(5-059)
D4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｨｹｲﾄﾞ(D4-050)
D6弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｨｹｲﾄﾞ(D6-034)
D6弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｨｹｲﾄﾞ(D6-033)
G4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｨｹｲﾄﾞ(G4-036)
K6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｨｹｲﾄﾞ【ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾌｫｰﾑ】(K6-062)
G6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｨｹｲﾄﾞ【ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾌｫｰﾑ(G6-060)
D3弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｯﾄﾞﾋｰﾄﾏｯﾊ(D3-012)
D4弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｯﾄﾞﾋｰﾄﾏｯﾊ(D4-012)
６弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｭｰｸ【ｳｨｻﾞｰﾄﾞｱｰﾑｽﾞ】(6-060)
３弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｭｰｸ【ﾚﾓﾝｴﾅｼﾞｰｱｰﾑｽﾞ】(3-017)
３弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｭｰｸ【ﾚﾓﾝｴﾅｼﾞｰｱｰﾑｽﾞ】(3-061)
４弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞｭｰｸ【ﾚﾓﾝｴﾅｼﾞｰｱｰﾑｽﾞ】(4-017)
D6弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾃﾞﾙﾀ(D6-024)
K1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ電王【ｸﾗｲﾏｯｸｽﾌｫｰﾑ】(K1-022)
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰ電王【ｸﾗｲﾏｯｸｽﾌｫｰﾑ】(PBM-027)
D1弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰ電王【ｿｰﾄﾞﾌｫｰﾑ】(D1-029)
D1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ電王【ｿｰﾄﾞﾌｫｰﾑ】(D1-028)
BM1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ電王【ｿｰﾄﾞﾌｫｰﾑ】(BM1-074)
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰ電王【ｿｰﾄﾞﾌｫｰﾑ】(PG-114)
K5弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ電王【ﾗｲﾅｰﾌｫｰﾑ】(K5-027)
K6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ電王 【ﾗｲﾅｰﾌｫｰﾑ】(K6-060)
G6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ電王【ﾗｲﾅｰﾌｫｰﾑ】(G6-059)
ドライブ
D1弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(D1-002)
D1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(D1-001)
D1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(D1-046)
D1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(D1-047)
D3弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(D3-048)
D4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(D4-047)
D6弾)LRSP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(D6-052)
K3弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(K3-060)
G4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(G4-041)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(PB-001)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(PD-011)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(PD-014)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(PD-016)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(PD-019)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(PD-020)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(PD-025)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(PD-029)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(PD-031)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(PD-032)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(PD-049)
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(PG-100)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ】(PD-052)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟSｷｬﾌﾞ】(PD-046)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟSｼｬﾄﾞ-】(PD-003)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟSｼｬﾄﾞ-】(PD-013)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟSｼｬﾄﾞ-】(PD-021)
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カードの名前(型番)

買取金額
¥5
¥5
¥5
¥5
¥5
¥50
¥80
¥5
¥5
¥5
¥100
¥200
¥5
¥5
¥5
¥100
¥400
¥200
¥30
¥200
¥150
¥10
¥250
¥150
¥10
¥5
¥5
¥5
¥250
¥5
¥10
¥300
¥100
¥10
¥5
¥5
¥5
¥20
¥30
¥50
¥50
¥10
¥30
¥0
¥800
¥20
¥5
¥5
¥600
¥30
¥5
¥10
¥5
¥5
¥350
¥10

PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟSｼｬﾄﾞ-】(PD-024)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟSｼｬﾄﾞ-】(PD-030)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟSｼｬﾄﾞ-】(PD-034)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟSｽﾊﾟｲｸ】(PD-015)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟSｽﾊﾟｲｸ】(PD-022)
D1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟSﾌﾚｱ】(D1-048)
D1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟSﾌﾚｱ】(D1-049)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟSﾌﾚｱ】(PD-012)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟSﾌﾚｱ】(PD-023)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟSﾌﾚｱ】(PD-033)
D2弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟﾃｸﾆｯｸ】(D2-002)
D2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟﾃｸﾆｯｸ】(D2-001)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟﾃｸﾆｯｸ】(PD-040)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟﾃｸﾆｯｸ】(PD-043)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟﾃｸﾆｯｸ】(PD-048)
D3弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟﾃﾞｯﾄﾞﾋｰﾄ】(D3-001)
D5弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟﾄﾗｲﾄﾞﾛﾝ(D5-002)
D5弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟﾄﾗｲﾄﾞﾛﾝ】(D5-001)
D5弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟﾄﾗｲﾄﾞﾛﾝ】(D5-052)
D6弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟﾄﾗｲﾄﾞﾛﾝ】(D6-001)
K5弾)LRT 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟﾄﾗｲﾄﾞﾛﾝ(K5-046)
K6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 【ﾀｲﾌﾟﾄﾗｲﾄﾞﾛﾝ】(K6-068)
D4弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟﾌｫｰﾐｭﾗ】(D4-002)
D4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟﾌｫｰﾐｭﾗ】(D4-001)
D6弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟFﾏﾝﾀｰﾝF01(D6-010)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟﾜｲﾙﾄﾞ】(PD-035)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟﾜｲﾙﾄﾞ】(PD-036)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ【ﾀｲﾌﾟWﾀﾞﾝﾌﾟ】(PD-047)
K2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾅｲﾄ(K2-017)
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾅｲﾄ(G3-055)
３弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾅｯｸﾙ【ｸﾙﾐｱｰﾑｽﾞ】(3-064)
G4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰNEW電王【ｽﾄﾗｲｸﾌｫｰﾑ】(G4-030)
K3弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾈｸﾛﾑ(K3-016)
K5弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾈｸﾛﾑ(K5-057)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾈｸﾛﾑ(PK-103)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾈｸﾛﾑ(PK-104)
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾈｸﾛﾑ(PG-029)
K4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾈｸﾛﾑ【ｶﾌﾞﾄ魂】(K4-059)
K4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾈｸﾛﾑ【ｷﾊﾞ魂】(K4-061)
K4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾈｸﾛﾑ【ｸﾞﾘﾑ魂】(K4-014)
K4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾈｸﾛﾑ【ｻﾝｿﾞｳ魂】(K4-015)
K4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾈｸﾛﾑ【ﾌﾞﾚｲﾄﾞ魂】(K4-057)
D6弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞｰｽ（伊達）(D6-040)
パラドクス
G5弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾟﾗﾄﾞｸｽ【PKOGLv99】(G5-018)
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾟﾗﾄﾞｸｽ【ﾊﾟｰ･･KOGlv99(PG-102)
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾟﾗﾄﾞｸｽ【ﾊﾟｰ･･KOGlv99(PG-111)
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾟﾗﾄﾞｸｽ【ﾊﾟｰ･･KOGlv99(PG-124)
G2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾟﾗﾄﾞｸｽ【ﾊﾟｽﾞﾙGLv50】(G3-023)
G5弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾟﾗﾄﾞｸｽ【ﾊﾟｽﾞﾙGLv50】(G5-060)
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾟﾗﾄﾞｸｽ【ﾊﾟｽﾞﾙGLv50】(PG-061)
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾟﾗﾄﾞｸｽ【ﾊﾟｽﾞﾙGlv50】(PG-070)
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾟﾗﾄﾞｸｽ【ﾊﾟｽﾞﾙGlv50】(PG-088)
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾟﾗﾄﾞｸｽ【ﾊﾟｽﾞﾙGlv50】(PG-097)
G2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾟﾗﾄﾞｸｽ【ﾌｧｲﾀｰGLv50】(G3-025)
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾟﾗﾄﾞｸｽ【ﾌｧｲﾀｰGLv50】(G3-059)

カードの名前(型番)

買取金額

PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾟﾗﾄﾞｸｽ【ﾌｧｲﾀｰGlv50】(PG-067)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾟﾗﾄﾞｸｽ【ﾌｧｲﾀｰGlv50】(PG-089)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾟﾗﾄﾞｸｽ【ﾌｧｲﾀｰGlv50】(PG-098)
¥5
６弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞﾛﾝ【電王ｱｰﾑｽﾞ】(6-053)
¥5
２弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞﾛﾝ【ﾊﾞﾅﾅｱｰﾑｽﾞ】(2-053)
¥5
４弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞﾛﾝ【ﾊﾞﾅﾅｱｰﾑｽﾞ】(4-049)
¥30
D3弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞﾛﾝ【ﾊﾞﾅﾅｱｰﾑｽﾞ】(D3-046)
¥100
K2弾)VR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞﾛﾝ ﾊﾞﾅﾅｱｰﾑｽﾞ(K2-055)
¥10
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞﾛﾝ【ﾊﾞﾅﾅｱｰﾑｽﾞ】(P-012)
¥5
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞﾛﾝ【ﾊﾞﾅﾅｱｰﾑｽﾞ】(P-046)
¥5
４弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞﾛﾝ【ﾏﾝｺﾞｰｱｰﾑｽﾞ】(4-050)
¥5
D4弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞﾛﾝ【ﾘﾝｺﾞｱｰﾑｽﾞ】(D4-038)
¥5
４弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞﾛﾝ【ﾚﾓﾝｴﾅｼﾞｰｱｰﾑｽﾞ】(4-007)
¥80
G 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞﾛﾝ【ﾚﾓﾝｴﾅｼﾞｰｱｰﾑｽﾞ】(G-002)
¥500
G2弾)LRT 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾟﾝﾁﾎｯﾊﾟｰ(G3-033)
¥300
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾟﾝﾁﾎｯﾊﾟｰ(G3-062)
¥10
G4弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾊﾟﾝﾁﾎｯﾊﾟｰ(G4-027)
¥5
１弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞｰｽﾄ(1-053)
¥10
１弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞｰｽﾄ(1-054)
¥20
２弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞｰｽﾄ(2-044)
¥100
ビルド
¥0
BM1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ｺﾞﾘﾗﾓﾝﾄﾞﾌｫｰﾑ】(BM1-010) ¥350
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ｺﾞﾘﾗﾓﾝﾄﾞﾌｫｰﾑ】(PBM-002)
¥100
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ｺﾞﾘﾗﾓﾝﾄﾞﾌｫｰﾑ】(PBM-013)
¥5
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ｺﾞﾘﾗﾓﾝﾄﾞﾌｫｰﾑ】(PBM-014)
¥5
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ｺﾞﾘﾗﾓﾝﾄﾞﾌｫｰﾑ】(PBM-022)
¥5
BMP1弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ﾆﾝﾆﾝｺﾐｯｸﾌｫｰﾑ】(BM1-079)
¥600
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ﾊﾘﾈｽﾞﾐﾀﾝｸﾌｫｰﾑ(PBM-011)
¥5
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ﾊﾘﾈｽﾞﾐﾀﾝｸﾌｫｰﾑ(PBM-012)
¥5
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ﾊﾘﾈｽﾞﾐﾀﾝｸﾌｫｰﾑ(PBM-021)
¥5
BM1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ﾎｰｸｶﾞﾄﾘﾝｸﾞﾌｫｰﾑ(BM1-012)
¥600
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ﾗﾋﾞｯﾄ掃除機ﾌｫｰﾑ】(PBM-020)
¥5
BM1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ﾗﾋﾞｯﾄﾀﾝｸﾌｫｰﾑ】(BM1-001)
¥2,000
BM1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ﾗﾋﾞｯﾄﾀﾝｸﾌｫｰﾑ】(BM1-002)¥300
BM1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ﾗﾋﾞｯﾄﾀﾝｸﾌｫｰﾑ】(BM1-071) ¥10
BM1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ﾗﾋﾞｯﾄﾀﾝｸﾌｫｰﾑ】(BM1-072) ¥10
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ﾗﾋﾞｯﾄﾀﾝｸﾌｫｰﾑ】(PBM-001)
¥100
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ﾗﾋﾞｯﾄﾀﾝｸﾌｫｰﾑ】(PBM-004)
¥100
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ﾗﾋﾞｯﾄﾀﾝｸﾌｫｰﾑ】(PBM-005)
¥30
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ﾗﾋﾞｯﾄﾀﾝｸﾌｫｰﾑ】(PBM-009)
¥5
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ﾗﾋﾞｯﾄﾀﾝｸﾌｫｰﾑ】(PBM-010)
¥5
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ﾗﾋﾞｯﾄﾀﾝｸﾌｫｰﾑ】(PBM-018)
¥5
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ﾗﾋﾞｯﾄﾀﾝｸﾌｫｰﾑ】(PBM-019)
¥5
BMP1弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ【ﾛｹｯﾄﾊﾟﾝﾀﾞﾌｫｰﾑ】(BM1-082)
¥400
６弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｧｲｽﾞ(6-015)
¥700
６弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｧｲｽﾞ(6-014)
¥150
G2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｧｲｽﾞ(G2-022)
¥300
BM1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｧｲｽﾞ(BM1-026)
¥450
BMP1弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｧｲｽﾞ(BM1-080)
¥300
TP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｧｲｽﾞ(GP-003)
¥50
D5弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｧｲｽﾞ【ﾌﾞﾗｽﾀｰﾌｫｰﾑ】(D5-053)
¥10
K6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｧｲｽﾞ 【ﾌﾞﾗｽﾀｰﾌｫｰﾑ】(K6-056) ¥100
G6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｧｲｽﾞ【ﾌﾞﾗｽﾀｰﾌｫｰﾑ】(G6-058)
¥30
D4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰV3(D4-055)
¥30
４弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｨﾌﾃｨｰﾝ(4-022)
¥100
４弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｨﾌﾃｨｰﾝ(4-021)
¥100
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PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰ風魔【ﾆﾝｼﾞｬｹﾞｰﾏｰ】(PBM-026)
２弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｫｰｾﾞ【ｺｽﾞﾐｯｸｽﾃｲﾂ】(2-012)
２弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｫｰｾﾞ【ｺｽﾞﾐｯｸｽﾃｲﾂ】(2-011)
K1弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｫｰゼ【ｺｽﾞﾐｯｸｽﾃｲﾂ】(K1-030)
K6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｫｰｾﾞ 【ｺｽﾞﾐｯｸｽﾃｲﾂ】(K6-065)
２弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｫｰｾﾞ【ﾍﾞｰｽｽﾃｲﾂ】(2-056)
D3弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｫｰｾﾞ【ﾍﾞｰｽｽﾃｲﾂ】(D3-049)
D4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｫｰｾﾞ【ﾍﾞｰｽｽﾃｲﾂ】(D4-052)
BM1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｫｰｾﾞ【ﾍﾞｰｽｽﾃｲﾂ】(BM1-076)
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｫｰｾﾞ【ﾍﾞｰｽｽﾃｲﾂ】(PD-017)
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌｫｰｾﾞ【ﾍﾞｰｽｽﾃｲﾂ】(PG-115)
２弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ武神鎧武【ﾌﾞﾗｯﾄﾞｵﾚﾝｼﾞ】(2-051)
６弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾗｰﾎﾞ【響鬼ｱｰﾑｽﾞ】(6-058)
D3弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰBLACK(D3-053)
G4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰBLACK(G4-058)
３弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰBLACK RX(3-037)
３弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰBLACK RX(3-036)
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰBLACK RX(G3-058)
D1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾄﾞ(D1-056)
D1弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾄﾞ(D1-057)
D4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾄﾞ(D4-051)
５弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾄﾞ【ｷﾝｸﾞﾌｫｰﾑ】(5-039)
６弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾄﾞ【ｷﾝｸﾞﾌｫｰﾑ】(6-036)
D5弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾄﾞ【ｷﾝｸﾞﾌｫｰﾑ】(D5-054)
K6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾄﾞ 【ｷﾝｸﾞﾌｫｰﾑ】(K6-057)
ブレイブ
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ｷﾞｬﾗｸｼｱﾝQG】(PG-080)
G１弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ｸｴｽﾄGLv1】(G1-057)
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ｸｴｽﾄGLv1】(PG-002)
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ｸｴｽﾄGLv1】(PG-014)
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ｸｴｽﾄGLv1】(PG-022)
G１弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ｸｴｽﾄGLv2】(G1-005)
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ｸｴｽﾄGLv2】(G3-054)
G5弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ｸｴｽﾄGLv2】(G5-056)
G6弾)LRSP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ｸｴｽﾄGLｖ2】(G6-053)
WR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ｸｴｽﾄGlv02】(GP-032)

買取金額
¥5
¥100
¥100
¥200
¥50
¥10
¥5
¥5
¥5
¥5
¥5
¥10
¥5
¥170
¥250
¥150
¥50
¥10
¥10
¥30
¥30
¥100
¥5
¥30
¥80
¥0
¥5
¥20
¥5
¥5
¥5
¥500
¥5
¥30
¥300
¥50
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ｸｴｽﾄGlv02】(PG-008)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ｸｴｽﾄGlv02】(PG-013)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ｸｴｽﾄGlv02】(PG-021)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ｸｴｽﾄGlv02】(PG-040)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ｸｴｽﾄGlv02】(PG-065)
¥5
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ﾊﾝﾀｰｸｴｽﾄGLv5】(G2-059) ¥30
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ﾊﾝﾀｰｸｴｽﾄGLv5】(PG-039)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ﾊﾝﾀｰｸｴｽﾄGLv5】(PG-051)
¥5
G2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ﾋﾞｰﾄｸｴｽﾄGLv3】(G2-007) ¥350
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ﾋﾞｰﾄｸｴｽﾄGLv3】(PG-033)
¥10
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ﾋﾞｰﾄｸｴｽﾄGLv3】(PG-052)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ﾌｧﾐｽﾀｸｴｽﾄG】(PG-074)
¥5
G4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ﾌｧﾝﾀｼﾞｰGLv50】(G4-010) ¥350
G5弾)LRT 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ﾌｧﾝﾀｼﾞｰGLv50(G5-007) ¥200
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ﾌｧﾝﾀｼﾞｰGlv50】(PG-085)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ﾌｧﾝﾀｼﾞｰGlv50】(PG-094)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ﾌｧﾝﾀｼﾞｰGlv50】(PG-108)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ﾌｧﾝﾀｼﾞｰGlv50】(PG-121)
¥5
G6弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ﾚｶﾞｼｰGLｖ100】(G6-010) ¥600
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ﾚｶﾞｼｰGlv100】(PG-130)
¥30

PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾚｲﾌﾞ【ﾚｶﾞｼｰGlv100】(PBM-024)
¥5
D2弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾌﾟﾛﾄﾄﾞﾗｲﾌﾞ(D2-014)
¥30
G5弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾎﾟｯﾋﾟｰ【ときめきｸﾗｲｼｽGLvX(G5-023)
¥350
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾎﾟｯﾋﾟｰ【ときめきｸﾗｲｼｽGlvX(PG-113)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾎﾟｯﾋﾟｰ【ときめきｸﾗｲｼｽGlvX(PG-126)
¥5
D3弾)LREX 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾏｯﾊ(D3-011)
¥800
D3弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾏｯﾊ(D3-010)
¥250
D3弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾏｯﾊ(D3-013)
¥5
D4弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾏｯﾊ(D4-010)
¥5
D4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾏｯﾊ(D4-046)
¥30
PR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾏｯﾊ(PD-042)
¥5
３弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾏﾘｶ【ﾋﾟｰﾁｴﾅｼﾞｰｱｰﾑｽﾞ】(3-063)
¥10
６弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾏﾘｶ【ﾌｫｰｾﾞｱｰﾑｽﾞ】(6-062)
¥30
６弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾏﾙｽ【ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｱｰﾑｽﾞ】(6-006)
¥50
K2弾)VR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾒﾃｵ(K2-056)
¥50
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾒﾃｵ(G3-063)
¥5
G2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾘｭｳｶﾞ(G2-021)
¥220
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾘｭｳｶﾞ(G2-063)
¥20
リュウキ
¥0
D4弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ龍騎(D4-049)
¥10
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ龍騎(G2-062)
¥20
TP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ龍騎(GP-002)
¥50
K4弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ龍騎ｻﾊﾞｲﾌﾞ(K4-021)
¥150
K6弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ龍騎ｻﾊﾞｲﾌﾞ(K6-055)
¥100
４弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ龍玄【ｷｳｲｱｰﾑｽﾞ】(4-052)
¥5
６弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ龍玄【ﾌｧｲｽﾞｱｰﾑｽﾞ】(6-054)
¥5
３弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ龍玄【ﾌﾞﾄﾞｳｱｰﾑｽﾞ】(3-057)
¥5
４弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰ龍玄【ﾌﾞﾄﾞｳｱｰﾑｽﾞ】(4-051)
¥5
K5弾)LRT 仮面ﾗｲﾀﾞｰ龍玄【ﾌﾞﾄﾞｳｱｰﾑｽﾞ】(K5-043)
¥100
G 仮面ﾗｲﾀﾞｰ龍玄【ﾌﾞﾄﾞｳｱｰﾑｽﾞ】(G-003)
¥500
K3弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰ龍玄・黄泉【ﾖﾓﾂﾍｸﾞﾘｱｰﾑｽﾞ】(K3-045) ¥5
G2弾)SR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾙﾊﾟﾝ(G2-044)
¥5
G6弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾚｰｻﾞｰﾀｰﾎﾞ【ﾊﾞｲｸGLｖ0】(G6-020) ¥300
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾚｰｻﾞｰﾀｰﾎﾞ【ﾊﾞｲｸGlv0】(PG-118)
¥10
PBM 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾚｰｻﾞｰﾀｰﾎﾞ【ﾊﾞｲｸGlv0】(PBM-025)
¥5
G2弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾚｰｻﾞｰ【ﾁｬﾝﾊﾞﾗﾊﾞｲｸGLv3(G2-013) ¥250

買取金額

PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾚｰｻﾞｰ【ﾁｬﾝﾊﾞﾗﾊﾞｲｸGLv3(PG-056)
¥5
G１弾)LR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾚｰｻﾞｰ【ﾊﾞｲｸGLv1】(G1-011)
¥350
G5弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾚｰｻﾞｰ【ﾊﾞｲｸGLv1】(G5-058)
¥30
G6弾)LRSP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾚｰｻﾞｰ【ﾊﾞｲｸGLｖ1】(G6-055)
¥350
WR 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾚｰｻﾞｰ【ﾊﾞｲｸGLv1】(GP-034)
¥50
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾚｰｻﾞｰ【ﾊﾞｲｸGLv1】(PG-017)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾚｰｻﾞｰ【ﾊﾞｲｸGLv1】(PG-025)
¥5
G2弾)CP 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾚｰｻﾞｰ【ﾊﾝﾀｰﾊﾞｲｸGLv5】(G2-061) ¥20
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾚｰｻﾞｰ【ﾊﾝﾀｰﾊﾞｲｸGLv5】(PG-043)
¥5
PG 仮面ﾗｲﾀﾞｰﾚｰｻﾞｰ【ﾊﾝﾀｰﾊﾞｲｸGLv5】(PG-055)
¥5
G5弾)CP ｷﾝﾀﾛｽ(G5-063)
D3弾)CP ｼｬﾄﾞｰﾑｰﾝ(D3-047)
G2弾)SR ｼｬﾄﾞｰﾑｰﾝ(G2-057)
D3弾)CP 白い魔法使い(D3-045)
ナイトローグ
BM1弾)LR ﾅｲﾄﾛｰｸﾞ(BM1-015)
PBM ﾅｲﾄﾛｰｸﾞ(PBM-015)
PBM ﾅｲﾄﾛｰｸﾞ(PBM-016)
BMP1弾)SR ﾌﾞﾗｯﾄﾞｽﾀｰｸ(BM1-090)
D2弾)LREX 魔進ﾁｪｲｻｰ(D2-017)

¥5
¥50
¥10
¥30
¥0
¥450
¥5
¥5
¥400
¥100
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カードの名前(型番)
D2弾)LR 魔進ﾁｪｲｻｰ(D2-016)
D3弾)SR 魔進ﾁｪｲｻｰ(D3-014)
D3弾)SR 魔進ﾁｪｲｻｰ(D3-015)
D3弾)CP 魔進ﾁｪｲｻｰ(D3-042)
D5弾)SCR 魔進ﾁｪｲｻｰ(D5-051)
K2弾)VR 魔進ﾁｪｲｻｰ(K2-054)
PR 魔進ﾁｪｲｻｰ(PD-037)
PR 魔進ﾁｪｲｻｰ(PD-044)
PR 魔進ﾁｪｲｻｰ(PD-050)
G4弾)LR ﾓﾓﾀﾛｽ(G4-032)
G5弾)CP ﾓﾓﾀﾛｽ(G5-061)
PG ﾓﾓﾀﾛｽ】(PG-081)
G2弾)SR ﾗｲﾀﾞｰﾏﾝ(G2-052)
G5弾)CP ﾘｭｳﾀﾛｽ(G5-064)
D2弾)SR ﾚｯﾄﾞｼｬﾄﾞｰﾑｰﾝ(D2-056)

買取金額
¥100
¥5
¥5
¥10
¥350
¥20
¥5
¥5
¥5
¥250
¥5
¥5
¥10
¥5
¥10

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
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