
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
水晶機巧（クリストロン）-ハリファイバー シークレットレア 2400 光の創造神 ホルアクティ（未開封品・当選通知付き） ウルトラレア 28000
水晶機巧（クリストロン）-ハリファイバー ウルトラレア 2000 青眼の白龍（ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン） アルティメット 20000

鎖龍蛇（さりゅうじゃ）-スカルデット シークレットレア 2000 光の創造神 ホルアクティ（開封済み） ウルトラレア 15000

サモン・ソーサレス ウルトラレア 1200 増殖するG シークレットレア 14500

ヴァレルロード・ドラゴン シークレットレア 1000 トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール ウルトラレア 9000
副話術士クララ＆ルーシカ シークレットレア 800 真紅眼の黒竜(レッドアイズ・ブラックドラゴン） アルティメット 7000
鎖龍蛇（さりゅうじゃ）-スカルデット アルテイメットレア 700 ブラック・マジシャン アルティメット 5000
閃刀姫-カガリ シークレットレア 700 暗黒騎士ガイア アルティメットレア 4500

鎖龍蛇（さりゅうじゃ）-スカルデット ウルトラレア 650 カオス・ソルジャー　-開闢の使者- アルティメット 3500
アカシック・マジシャン シークレットレア 600 青眼の亜白龍（ブルーアイズ・オルタナティブ・ホワイト・ドラゴン）KCウルトラレア 3500
トロイメア・ゴブリン シークレットレア 600 青眼の白龍（ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン） ホログラフィックレア 3200
ファイアウォール・ドラゴン シークレットレア 600 インフェルノイド・ネヘモス シークレットレア 3000

X・HERO（エクストラヒーロー） ワンダー・ドライバー シークレットレア 500 増殖するG コレクターズレア 3000
聖騎士の追憶　イゾルデ シークレットレア 500 青眼の亜白龍（ブルーアイズ・オルタナティブ・ホワイト・ドラゴン）ホログラフィックレア 2800
トポロジック・トゥリスバエナ シークレットレア 500 混沌の黒魔術師 アルティメット 2500
トリックスター・ブラッディマリー ウルトラレア 500 幽鬼うさぎ シークレットレア 2300

トロイメア・グリフォン シークレットレア 500 灰流（はる）うらら スーパーレア 2200
ヴァレルロード・ドラゴン ホログラフィックレア 450 ブラック・マジシャン・ガール KC+レア 2200

閃刀姫-カガリ ウルトラレア 450 青眼の亜白龍（ブルーアイズ・オルタナティブ・ホワイト・ドラゴン）KC+レア 2200
閃刀姫-シズク スーパーレア 450 ワタポン　未開封(透明な袋に入ったままの状態) ウルトラレア 2200
オルターガイスト・ヘクスティア シークレットレア 400 守護神官マハード KCウルトラレア 2000

トロイメア・ユニコーン シークレットレア 400 ハーピィ・レディ三姉妹 シークレットレア 2000
サブテラーマリスの妖魔 シークレットレア 350 灰流（はる）うらら シークレットレア 2000
トポロジック・ボマー・ドラゴン シークレットレア 350 灰流（はる）うらら コレクターズレア 2000

灰流（はる）うらら アルティメットレア 2000

伝説の白き龍（レジェンダリー・ドラゴン・オブ・ホワイト）EXシークレット 3000 真紅眼の黒竜(レッドアイズ・ブラックドラゴン） ホログラフィックレア 2000
伝説の闇の魔導師（レジェンダリー・マジシャン・オブ・ダーク）EXシークレット 2500 ダーク・ネクロフィア アルティメットレア 1900
No.81 超弩級砲塔列車スペリオル・ドーラ シークレットレア 2000 デーモンの召喚 アルティメット 1800
深淵に潜む者 シークレットレア 600 青眼の白龍（ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン） ホログラフィックパラレル1800

No.81 超弩級砲塔列車スペリオル・ドーラ スーパー 600 屋敷わらし シークレットレア 1700

SNO.（シャイニングナンバーズ）39 希望皇ホープONEウルトラレア 550 オシリスの天空竜 Gシークレット 1500

ギャラクシーアイズ FA・フォトン・ドラゴン ウルトラレア 500 不死王（ノスフェラトゥ）リッチー アルティメットレア 1500
サイバー・ドラゴン・インフィニティ シークレットレア 500 青眼の白龍（ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン） シークレットレア 1500
セイクリッド・プレアデス シークレットレア 500 幽鬼うさぎ コレクターズレア 1400
ライトロード・セイント ミネルバ シークレットレア 500 妖精伝姫（フェアリーテイル）-シラユキ シークレットレア 1300

No.107　銀河眼の時空竜（ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン）ホログラフィック 450 オベリスクの巨神兵 Gシークレット 1200
神騎セイントレア シークレットレア 400 オベリスクの巨神兵 KC+レア 1200
ダイガスタ・フェニクス シークレットレア 400 サイバー・ドラゴン アルティメット 1200
真紅眼の鋼炎竜（レッドアイズ・メタルフレアドラゴン） シークレットレア 400 堕天使ナース-レフィキュル ウルトラレア 1200

No.62 超銀河眼の光子竜皇（ギャラクシーアイズ・プライム・フォトン・ドラゴン）ホログラフィック 350 バスター・ブレイダー アルティメット 1200
銀河眼の光波竜（ギャラクシーアイズ・サイファー・ドラゴン）コレクターズレア 300 幽鬼うさぎ アルティメットレア 1200
虚空海竜 リヴァイエール シークレットレア 300
星輝士（ステラナイト）セイクリッド・ダイヤ シークレットレア 300 ツインツイスター シークレットレア 3000

ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン ホログラフィック 300 闇の誘惑 シークレットレア 3000

No.39 希望皇ビヨンド・ザ・ホープ ウルトラレア 300 ドラゴン・目覚めの旋律 Gシークレット 2500

彼岸の旅人 ダンテ シークレットレア 300 簡易融合（インスタントフュージョン） シークレットレア 1600
銀河眼の光波竜（ギャラクシーアイズ・サイファー・ドラゴン）ウルトラレア 250 おろかな埋葬 シークレットレア 1600
No.107　銀河眼の時空竜（ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン）アルティメット 250 閃刀起動-エンゲージ スーパーレア 1500
No.107　銀河眼の時空竜（ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン）ウルトラレア 250 成金ゴブリン シークレットレア 1400

RR（レイド・ラプターズ）-レヴォリューション・ファルコン-エアレイドウルトラレア 250 ブラック・ホール ウルトラレア 1100
SNO.（シャイニングナンバーズ）39 希望皇ホープ・ザ・ライトニングウルトラレア 200 ナナナ ノーマル 1000
深淵に潜む者 ウルトラレア 200 パワー・ボンド アルティメット 900
神竜騎士　フェルグラント シークレットレア 200 炎舞－「天璣」 シークレットレア 800

No.61 ヴォルカザウルス Gシークレット 200 月の書 シークレットレア 800
チキンレース シークレットレア 700

氷結界の龍　ブリューナク シークレットレア 3000 おろかな副葬 シークレットレア 600

氷結界の龍　トリシューラ シークレットレア 2000 黒の魔導陣 シークレットレア 600
フォーミュラ・シンクロン シークレットレア 900 スケープ・ゴート シークレットレア 600

ドラグニティナイト-ヴァジュランダ シークレットレア 700 召喚師のスキル シークレットレア 550
氷結界の龍　グングニール シークレットレア 700 万華鏡－華麗なる分身－ ウルトラレア 550
TG ワンダー・マジシャン シークレットレア 500 儀式の下準備 スーパーレア 500
ナチュル・ビースト シークレットレア 500 サンダー・ボルト ウルトラレア 500

覇王白竜オッドアイズ・ウィング・ドラゴン ウルトラレア 500 貪欲な壺 アルティメット 500
ＴＧ ハイパー・ライブラリアン シークレットレア 450 ワン・フォー・ワン スーパー 500
ドラグニティナイト－バルーチャ スーパーレア 450 闇の誘惑 コレクターズレア 450
虹光の宣告者（アーク・デクレアラー） スーパーレア 400 ライトニング・ボルテックス アルティメット 450

氷結界の虎　ドゥローレン シークレットレア 400 暗黒界の取引 アルティメット 400
氷結界の龍　トリシューラ シークレットレア 400 古代の機械融合（アンティーク・ギアフュージョン） スーパーレア 400
ブラック・ローズ・ドラゴン ホログラフィック 400 命削りの宝札 シークレットレア 400
メタファイズ・ホルス・ドラゴン シークレットレア 400 エクシーズ・チェンジ・タクティクス ウルトラレア 400
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シューティング・クエーサー・ドラゴン ウルトラレア 350 エクスチェンジ アルティメット 400
魔王龍 ベエルゼ シークレットレア 350
ミスト・ウォーム シークレットレア 350 無限泡影 シークレットレア 2,000

レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト シークレットレア 350 魔封じの芳香 シークレットレア 1,800
白闘気双頭神龍（ホワイト・オーラ・バイファムート） ウルトラレア 300 拮抗勝負 シークレットレア 1,500
クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン ホログラフィック 250 無限泡影 スーパーレア 1,200
スターダスト・ドラゴン ホログラフィック 250 スキルドレイン シークレットレア 1,000

魔轟神レイジオン シークレットレア 250 虚無空間（ヴァニティー・スペース） シークレットレア 900
レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト ホログラフィック 250 神の宣告 ウルトラレア 800
クリアウイング・シンクロ・ドラゴン シークレットレア 200 スターライト・ロード シークレットレア 800
クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン シークレットレア 200 八汰烏の骸 シークレットレア 800

シューティング・ライザー・ドラゴン ウルトラレア 200 拮抗勝負 スーパーレア 700
スターダスト・ドラゴン EXシークレット 200 強制脱出装置 シークレットレア 700

ドラグニティナイト-ガジャルグ スーパーレア 200 聖なるバリア-ミラーフォース- シークレットレア 600
リビングデッドの呼び声 ウルトラレア 500

カオス・ソルジャー アルティメット 3000 神の警告 Gシークレット 450
キメラテック・メガフリート・ドラゴン EXシークレットレア 2000 神の通告 シークレットレア 450

青眼の究極竜（ブルーアイズ・アルティメットドラゴン） ホログラフィックレア 1800 デモンズ・チェーン シークレットレア 400
竜騎士ブラック・マジシャン EXシークレットレア 1800 ブレイクスルー・スキル シークレットレア 400
超魔導剣士－ブラック・パラディン アルティメットレア 1500 永遠の魂 シークレットレア 350
仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー アルティメットレア 1200 マクロコスモス シークレットレア 300

サクリファイス ホログラフィックレア 800 醒めない悪夢 シークレットレア 250
破滅の女神ルイン アルティメットレア 800 次元障壁 シークレットレア 250
青眼の究極竜（ブルーアイズ・アルティメットドラゴン） アルティメット 700 王宮の鉄壁 Gシークレット 200
グングニールの影霊衣（ネクロス） シークレットレア 600 便乗 レア 200

サウザンド・アイズ・サクリファイス アルティメットレア 600 魔封じの芳香 コレクターズレア 200

エルシャドール・ウェンディゴ シークレットレア 500 魔封じの芳香 ウルトラレア 200

エルシャドール・ネフィリム アルティメット 450 虚無空間（ヴァニティー・スペース） Gシークレット 150
サイバー・エンド・ドラゴン アルティメット 400 虚無空間（ヴァニティー・スペース） コレクターズレア 150
竜騎士ブラック・マジシャン・ガール コレクターズレア 400 魔神火炎砲（エグゾード・フレイム） ミレニアムゴールドレア 150
鎧黒竜-サイバー・ダーク・ドラゴン アルティメットレア 350 神の通告 コレクターズレア 150
クインテット・マジシャン ウルトラレア 350 グリード アルティメット 150
終焉の王デミス アルティメットレア 350 激流葬 ウルトラレア 150

2018/5/19　更新
※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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