
カード名 レアリティ 買取金額 カード名 レアリティ 買取金額
ファイアウォール・ドラゴン ｼｰｸﾚｯﾄ 1200 青眼の白龍（型番なし） ｼｰｸﾚｯﾄ 170500
ヴァレルロード・ドラゴン ｼｰｸﾚｯﾄ 900 真紅眼の黒竜（T3-05） ｳﾙﾄﾗ 126000

プロキシー・ドラゴン ｳﾙﾄﾗ 900 エビルナイト・ドラゴン（型番なし） ｳﾙﾄﾗ 120000

リンクリボー ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 800 ブラック・マジシャン・ガール（G3-11） ｼｰｸﾚｯﾄ 115000

アカシック・マジシャン ｼｰｸﾚｯﾄ 700 ブラック・マジシャン・ガール（2017-JPP01） ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 78400
サブテラーマリスの妖魔 ｼｰｸﾚｯﾄ 600 青眼の亜白龍（2017-JPP02） ｼｰｸﾚｯﾄ 76000
ヴァレルロード・ドラゴン ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 500 女剣士カナン（型番なし） ｳﾙﾄﾗ 60000
ＳＰＹＲＡＬ－ザ・ダブルヘリックス ｼｰｸﾚｯﾄ 500 女剣士カナン（型番なし） ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 59900

ファイアウォール・ドラゴン ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 500 アクア・マドール（型番なし） ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 50000
ヴァレルロード・ドラゴン ｳﾙﾄﾗ 300 ブラック・マジシャン・ガール（G3-11） ﾚｱ 48700
ヴァレルロード・ドラゴン ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300 光の創造神 ホルアクティ（YGOPR-JP001） ｳﾙﾄﾗ 44000
星杯剣士アウラム ｼｰｸﾚｯﾄ 300 タートル・タイガー（型番なし） ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 23900

電影の騎士ガイアセイバー ｼｰｸﾚｯﾄ 300 増殖するＧ ｼｰｸﾚｯﾄ 9600
トリックスター・ホーリーエンジェル ｼｰｸﾚｯﾄ 300 究極完全態・グレート・モス ｼｰｸﾚｯﾄ 8000
ファイアウォール・ドラゴン ｳﾙﾄﾗ 300 トライホーン・ドラゴン ｳﾙﾄﾗ 7700
ファイアウォール・ドラゴン ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300 青眼の白龍 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 7000

デコード・トーカー ｳﾙﾄﾗ 200 ブラック・マジシャン ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 5900
トポロジック・ボマー・ドラゴン ｼｰｸﾚｯﾄ 200 Ｅ・ＨＥＲＯ バーストレディ ﾉｰﾏﾙ 5000

トリックスター・ブラッディマリー ｳﾙﾄﾗ 200 灰流うらら ｼｰｸﾚｯﾄ 4400
虹天気アルシエル ｼｰｸﾚｯﾄ 200 ホーリー・ナイト・ドラゴン ｼｰｸﾚｯﾄ 4200
アカシック・マジシャン ｽｰﾊﾟｰ 100 青眼の亜白龍 KCｳﾙﾄﾗ 3600

星杯戦士ニンギルス ｼｰｸﾚｯﾄ 100 ブラック・マジシャン・ガール KC 3400
トリックスター・スイートデビル ｼｰｸﾚｯﾄ 100 真紅眼の黒竜 ｳﾙﾄﾗ 3300
オルターガイスト・プライムバンシー ｼｰｸﾚｯﾄ 50 真紅眼の黒竜 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 2900

暗黒騎士ガイア ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 2700

ダイガスタ・エメラル ｼｰｸﾚｯﾄ 1600 Ｅ・ＨＥＲＯ フェザーマン ﾉｰﾏﾙ 2500
Ｎｏ.８１ 超弩級砲塔列車スペリオル・ドーラ ｼｰｸﾚｯﾄ 1600 幽鬼うさぎ ｼｰｸﾚｯﾄ 2300
伝説の白き龍 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 1500 レッドアイズ・ブラックメタルドラゴン ｼｰｸﾚｯﾄ 2200
伝説の闇の魔導師 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 1100 青眼の亜白龍 KC 2000

深淵に潜む者 ｼｰｸﾚｯﾄ 1000 灰流うらら ｽｰﾊﾟｰ 1900

ギャラクシーアイズ ＦＡ・フォトン・ドラゴン ｳﾙﾄﾗ 900 ブラック・マジシャン・ガール ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 1900

セイクリッド・プレアデス ｼｰｸﾚｯﾄ 800 ワタポン ｳﾙﾄﾗ 1900
ダイガスタ・エメラル ｳﾙﾄﾗ 800 オベリスクの巨神兵 KC 1700
Ｎｏ.３９ 希望皇ビヨンド・ザ・ホープ ｳﾙﾄﾗ 800 トーチ・ゴーレム ｳﾙﾄﾗ 1600
Ｎｏ.９９ 希望皇龍ホープドラグーン ｳﾙﾄﾗ 700 イグザリオン・ユニバース ｳﾙﾄﾗ 1500

ＳＮｏ.３９ 希望皇ホープＯＮＥ ｳﾙﾄﾗ 600 守護神官マハード KCｳﾙﾄﾗ 1500
Ｎｏ.６２ 銀河眼の光子竜皇 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 600 青眼の白龍 ｳﾙﾄﾗ 1500
Ｎｏ.１０７ 銀河眼の時空竜 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 600 青眼の白龍 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 1500
幻影騎士団ブレイクソード ｼｰｸﾚｯﾄ 600 宝玉獣 ルビー・カーバンクル ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 1300

フレシアの蟲惑魔 ｼｰｸﾚｯﾄ 600 真紅眼の黒竜 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 1300
神騎セイントレア ｼｰｸﾚｯﾄ 500 ヂェミナイ・エルフ ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 1200
ライトロード・セイント ミネルバ ｼｰｸﾚｯﾄ 500
真紅眼の鋼炎竜 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 死者蘇生（2017-JP003） ｳﾙﾄﾗ 11500

エヴォルカイザー・ドルカ ｳﾙﾄﾗ 400 サイクロン（PC1-005） ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 7000

銀河眼の光波竜 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 400 魔法効果の矢 ｳﾙﾄﾗ 4500

虚空海竜リヴァイエール ｼｰｸﾚｯﾄ 400 闇の誘惑 ｼｰｸﾚｯﾄ 4000
サイバー・ドラゴン・インフィニティ ｼｰｸﾚｯﾄ 400 大嵐（PC4-004） ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 2700
深淵に潜む者 ｳﾙﾄﾗ 400 強制転移（PC5-JP003） ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 1600
ダイガスタ・フェニクス ｼｰｸﾚｯﾄ 400 ブラック・ホール ｳﾙﾄﾗ 1200

Ｎｏ.２９ マネキンキャット ﾉｰﾏﾙﾚｱ 400 簡易融合 ｼｰｸﾚｯﾄ 1100
Ｎｏ.６２ 銀河眼の光子竜皇 ｳﾙﾄﾗ 400 ティマイオスの眼 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 1100
Ｎｏ.６２ 銀河眼の光子竜皇 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 400 ドラゴン・目覚めの旋律 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 1000
Ｎｏ.１０７ 銀河眼の時空竜 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 400 強欲で貪欲な壺 ｼｰｸﾚｯﾄ 900

ＲＲ－レヴォリューション・ファルコン－エアレイド ｳﾙﾄﾗ 400 ティマイオスの眼 ｽｰﾊﾟｰ 900
命削りの宝札 ﾐﾚﾆｱﾑｳﾙﾄﾗ 800

氷結界の龍 トリシューラ（DTC3-JP060） ｼｰｸﾚｯﾄ 4000 ナナナ ﾉｰﾏﾙ 800

氷結界の龍 ブリューナク（DTC1-JP022） ｼｰｸﾚｯﾄ 2200 大嵐 ｳﾙﾄﾗ 700
ＰＳＹフレームロード・Ω ｼｰｸﾚｯﾄ 1000 ハーピィの羽根帚 ｳﾙﾄﾗ 700

氷結界の龍 トリシューラ（DT08-JP042） ｼｰｸﾚｯﾄ 900 エクシーズ・チェンジ・タクティクス ｳﾙﾄﾗ 600
クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン ｼｰｸﾚｯﾄ 800 炎舞－「天?」 ｼｰｸﾚｯﾄ 600
氷結界の龍 トリシューラ（TRC1-JP030） ｼｰｸﾚｯﾄ 700 スケープ・ゴート ｼｰｸﾚｯﾄ 600
ＴＧ ワンダー・マジシャン ｽｰﾊﾟｰ 600 月の書 ｼｰｸﾚｯﾄ 600

エンシェント・フェアリー・ドラゴン ﾉｰﾏﾙ 500 おろかな副葬 ｼｰｸﾚｯﾄ 500
エンシェント・フェアリー・ドラゴン ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 500 強欲で貪欲な壺 ｽｰﾊﾟｰ 500
クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 500 左腕の代償 ﾐﾚﾆｱﾑｳﾙﾄﾗ 500
ナチュル・ビースト ｼｰｸﾚｯﾄ 500 万華鏡－華麗なる分身－ ｳﾙﾄﾗ 500

氷結界の虎王ドゥローレン ｼｰｸﾚｯﾄ 500 ミラクル・コンタクト ｼｰｸﾚｯﾄ 500
氷結界の龍 グングニール ｼｰｸﾚｯﾄ 500 ルドラの魔導書 ｼｰｸﾚｯﾄ 500
魔王龍 ベエルゼ ｼｰｸﾚｯﾄ 500 ワン・フォー・ワン ｽｰﾊﾟｰ 500
メタファイズ・ホルス・ドラゴン ｼｰｸﾚｯﾄ 500 オレイカルコスの結界 ｳﾙﾄﾗ 400
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ライトロード・アーク ミカエル ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 500 黒の魔導陣 ｼｰｸﾚｯﾄ 400
レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト ｼｰｸﾚｯﾄ 500
エンシェント・フェアリー・ドラゴン ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 400 破壊輪 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 1500

クリアウィング・シンクロ・ドラゴン ｼｰｸﾚｯﾄ 400 拮抗勝負 ｼｰｸﾚｯﾄ 1200
クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 400 神の通告 ｼｰｸﾚｯﾄ 800
スターダスト・ドラゴン ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 400 虚無空間 ｼｰｸﾚｯﾄ 600
フォーミュラ・シンクロン ｼｰｸﾚｯﾄ 400 強制脱出装置 ｼｰｸﾚｯﾄ 600

浮鵺城 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 400 呪術抹消 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 600
ミスト・ウォーム ｼｰｸﾚｯﾄ 400 聖なるバリア －ミラーフォース－ ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 600
レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 400 マジックアーム・シールド ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 600
アロマセラフィ－ローズマリー ｼｰｸﾚｯﾄ 300 ブレイクスルー・スキル ｼｰｸﾚｯﾄ 500

エンシェント・フェアリー・ドラゴン ｳﾙﾄﾗ 300 神の宣告 ｳﾙﾄﾗ 400
クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン ｳﾙﾄﾗ 300 スターライト・ロード ｼｰｸﾚｯﾄ 400

シューティング・クェーサー・ドラゴン ｳﾙﾄﾗ 300 リビングデッドの呼び声 ｳﾙﾄﾗ 400
拮抗勝負 ｽｰﾊﾟｰ 300

究極竜騎士(GB7-003) ｳﾙﾄﾗ 15000 聖なるバリア －ミラーフォース－ ｼｰｸﾚｯﾄ 300
ドラゴンに乗るワイバーン(G4-16) ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 3800 マクロコスモス ｽｰﾊﾟｰ 300

カオス・ソルジャー ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 2600 魔封じの芳香 ｼｰｸﾚｯﾄ 300
超魔導剣士－ブラック・パラディン ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 2000 永遠の魂 ｼｰｸﾚｯﾄ 200
マジシャン・オブ・ブラックカオス ｳﾙﾄﾗ 1900 王宮の鉄壁 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 200
竜騎士ガイア ｼｰｸﾚｯﾄ 1500 神の警告 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 200

青眼の究極竜 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 1200 神の通告 ｽｰﾊﾟｰ 200
沼地のドロゴン ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 1000 砂塵のバリア －ダスト・フォース－ ｼｰｸﾚｯﾄ 200
竜騎士ガイア ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 900 醒めない悪夢 ｼｰｸﾚｯﾄ 200
グングニールの影霊衣 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 神風のバリア －エア・フォース－ ｼｰｸﾚｯﾄ 200

ブラック・デーモンズ・ドラゴン ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 500 デモンズ・チェーン ｼｰｸﾚｯﾄ 200

仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 400 マジック・ドレイン ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 200

旧神ヌトス ｳﾙﾄﾗ 400 八汰烏の骸 ｼｰｸﾚｯﾄ 200
旧神ヌトス ｼｰｸﾚｯﾄ 400 生贄封じの仮面 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 100
青眼の究極竜 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 400 虚無空間 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 100
スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン ｼｰｸﾚｯﾄ 300 虚無空間 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100
青眼の究極竜 ｽｰﾊﾟｰﾊﾟﾗﾚﾙ 300 魔神火炎砲 ﾐﾚﾆｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞ 100
青眼の究極竜 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 神の通告 ノーマル 100

※状態・在庫枚数・相場の状況により、買取価格は予告なく変動いたします。
あくまで参考価格としてお考え下さい。
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