


ＮＯ カード名 買取 ＮＯ カード名 買取 ＮＯ カード名 買取

BM3-059 ベジータ ¥2,000 BM6-ASEC2 孫悟空(未開封) ¥3,500 BM11-SEC ゴジータ：ゼノ ¥2,000

BM4-SEC ベジット ¥2,500 BM7-SEC3 孫悟空 ¥3,000 BM11-ASEC 孫悟空 ¥3,500

BM4-SEC3 孫悟飯：未来 ¥2,500 BM8-065 セル ¥2,000 BM12-051 ゴジータ：ゼノ ¥1,800

BM5-027 孫悟空 ¥2,500 BM9-067 黒衣の戦士 ¥1,500 BM12-LSEC ゴジータ：ＢＭ(未開封) ¥2,000

BM5-SEC3 孫悟空 ¥2,500 BM10-056 ベジータ ¥2,000 UGM1-SEC2 孫悟空 ¥2,500

BM6-SEC3 孫悟空 ¥2,500 BM10-SEC ゴジータ：ＢＭ ¥2,000 UGM2-065 ピッコロ：ＳＨ(魔空包囲弾) ¥3,500

レアリティ カード名 買取 レアリティ カード名 買取 レアリティ カード名 買取

スーパー アーティファクト－デスサイズ ¥1,800 シークレット 古衛兵アギド ¥800 コレクターズ ディメンション・アトラクター ¥1,500

ウルトラ アストラル・クリボー ¥500 ウルトラ コード・トーカー・インヴァート ¥1,500 ウルトラ 宣告者の神巫 ¥600

スーパー Ｅｖｉｌ★Ｔｗｉｎ キスキル ¥800 シークレット 混沌の戦士 カオス・ソルジャー ¥3,000 ウルトラ デコード・トーカー・ヒートソウル ¥1,200

スーパー Ｅｖｉｌ★Ｔｗｉｎ リィラ ¥600 シークレット 鎖龍蛇－スカルデット ¥1,500 ウルトラ 澱神アポピス ¥800

シークレット インスペクト・ボーダー ¥1,500 シークレット 閉ザサレシ世界ノ冥神 ¥1,800 シークレット ドール・モンスター ガールちゃん ¥3,000

シークレット ウィッチクラフト・サボタージュ ¥18,000 スーパー シークレット・パスフレーズ ¥500 シークレット ドラゴンメイド・シュトラール ¥1,800

シークレット ウィッチクラフトマスター・ヴェール ¥2,000 シークレット 宵星の機神ディンギルス ¥1,800 シークレット Ｎｏ.６０ 刻不知のデュガレス ¥1,500

スーパー ウェルカム・ラビュリンス ¥800 シークレット 次元障壁 ¥3,500 コレクターズ Ｎｏ.８９ 電脳獣ディアブロシス ¥1,200

スーパー エクソシスター・ステラ ¥700 シークレット 灼熱の火霊使いヒータ ¥3,000 コレクターズ Ｎｏ.９７ 龍影神ドラッグラビオン ¥1,800

スーパー エクソシスター・パークス ¥800 シークレット 双穹の騎士アストラム ¥2,500 ウルトラ 天霆號アーゼウス ¥1,500

シークレット エフェクト・ヴェーラー ¥4,000 ウルトラ ジャンク・スピーダー ¥1,500 コレクターズレア 墓穴の指名者 ¥1,200

シークレット 炎舞－「天璣」 ¥3,000 スーパー 召喚獣カリギュラ ¥1,200 シークレット 灰流うらら（口元隠し） ¥1,500

シークレット 黄金卿エルドリッチ ¥800 シークレット 白銀の城のラビュリンス ¥1,500 スーパー ＢＦ－毒風のシムーン ¥1,000

スーパー 応戦するＧ ¥1,500 シークレット 白の聖女エクレシア ¥2,500 ホログラフィック 青眼の亜白龍 ¥8,000

スーパー オルフェゴール・ガラテア ¥2,000 シークレット 真の光 ¥1,800 ウルトラ 捕食植物ドラゴスタペリア ¥1,500

ウルトラ ガーデン・ローズ・メイデン ¥800 レリーフ スターダスト・ドラゴン ¥3,000 シークレット マジシャンズ・サルベーション ¥3,000

シークレット 塊斬機ダランベルシアン ¥2,500 シークレット ストライカー・ドラゴン ¥4,000 シークレット マドルチェ・プディンセス・ショコ・ア・ラ・モード ¥1,800

シークレット 混沌領域 ¥2,000 ウルトラ スモーク・モスキート ¥2,000 シークレット 海晶乙女スプリンガール ¥1,000

スーパー 化石調査 ¥1,800 シークレット 星鍵士リイヴ ¥1,800 シークレット 海晶乙女の潜逅 ¥1,000

ウルトラ 銀河眼の残光竜 ¥1,800 シークレット 清冽の水霊使いエリア ¥3,500 スーパー 未界域のツチノコ ¥800

ウルトラ ギャラクシーアイズ ＦＡ・フォトン・ドラゴン ¥2,000 シークレット セラの蟲惑魔 ¥6,500 シークレット ユニオン・キャリアー ¥2,500

シークレット 金満で謙虚な壺 ¥3,500 シークレット 閃刀姫－カイナ ¥4,500 シークレット ラーの翼神竜－球体形 ¥3,000

シークレット 俱利伽羅天童 ¥1,000 シークレット 閃刀起動－リンケージ ¥1,000 スーパー 白銀の城の召使い アリアンナ ¥1,200

シークレット 警衛バリケイドベルグ ¥800 ウルトラ 閃刀姫トークン ¥50,000 ウルトラ ＲＲ－レヴォリューション・ファルコン－エアレイド ¥1,500

ウルトラ 原始生命態トークン ¥6,000 シークレット 増援 ¥3,500 シークレット 零氷の魔妖－雪女 ¥3,500

シークレット 原始生命態ニビル ¥2,500 シークレット 蒼翠の風霊使いウィン ¥6,000 シークレット レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン ¥4,000

ＮＯ カード名 買取 ＮＯ カード名 買取 ＮＯ カード名 買取

S9/S12 アカカゲ・レッドシャドウ ¥800 10B/10 自然の四君子 ガイアハザード ¥1,500 14B/20 絶望と反魂と滅殺の決断 ¥3,000

15B/20 「絶対の楯騎士」 ¥1,200 2B/20 終末縫合王 ミカドレオ ¥1,800 S12秘/S12 生命と大地と轟破の決断（黒） ¥3,000

P39/Y17 異端流し オニカマス ¥8,000 10B/20 勝災電融王 ギュカウツ・マグル ¥500 12B/20 バーンメア・ザ・シルバー ¥600

3S/20 Volzeos-Balamord/新世界王の権威 ¥12,000 S7秘/S10 勝利龍装 クラッシュ“覇道” ¥300 M2秘3/M2 “罰怒”ブランド ¥1,800

4S/20 Volzeos-Balamord/新世界王の権威 ¥12,000 V1b秘/V1 真・天命王 ネバーエンド ¥1,500 Viva!/Anime30! 勝利宣言 鬼丸「覇」 ¥250,000

5S/20 Volzeos-Balamord/新世界王の権威 ¥12,000 9B/20 S・S・S ¥1,000 P31/Y11 フェアリー・ギフト ¥1,800

18B/20 ウマキン☆プロジェクト ¥2,000 4B/20 「正義星帝」＜鬼羅.Star＞ ¥1,200 13B/20 フェアリー・ミラクル ¥1,200

P19/Y17 S級不死 デッドゾーン ¥25,000 2B/20 聖魔連結王 ドルファディロム ¥3,000 P16/Y16 フェアリー・ライフ ¥2,500

11B/20 オールデリート ¥1,000 14B/20 全能ゼンノー ¥1,200 7B/20 フェアリー・Re：ライフ ¥2,500

KM2秘2/KM2 鬼ヶ大王 ジャオウガ ¥1,000 BE7/BE10 その子供、可憐につき ¥800 P9/Y15 不敗のダイハード・リュウセイ ¥100,000

P96/Y13 音感の精霊龍 エメラルーダ ¥3,500 P18/Y18 超戦龍覇 モルト NEXT ¥50,000 P78/Y20 とこしえの超人 ¥15,000

20/138 音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ ¥1,500 13B/20 天災 デドダム ¥3,500 P73/Y9 ヘブンズ・ゲート ¥5,500

SP1/SP6 カンゴク入道 ¥4,500 8B/20 Disアイ・チョイス ¥1,000 V2秘2/V2 暴龍事変 ガイグレン ¥1,800

P19/Y18 奇石 ミクセル ¥2,500 9B/20 電磁 アクアン-2 ¥500 1B/20 ボルシャック・モモキングNEX ¥1,800

18B/20 奇天烈 シャッフ ¥3,000 304a/??? 伝説の救世主 ワタル ¥1,800 M9/M12 “魔神轟怒”万軍投 ¥600

2/100 切札勝太＆カツキング -熱血の物語- ¥2,500 25/84 天幕船 ドンデンブタイ ¥1,000 1B/20 未来王龍 モモキングJO ¥3,000

7B/20 キャンベロ ＜レッゾ.Star＞ ¥1,500 11B/20 天命龍装 ホーリーエンド ¥3,000 秘5/秘12 ∞龍 ゲンムエンペラー ¥2,500

19/110 樹食の超人 ¥700 G1/G8 時の法皇 ミラダンテXII ¥1,300 S6/S8 冥界を統べる新月のハーデス ¥1,200

7B/10 グーゴル ＜XENOM.Star＞ ¥600 S8秘/S12 ドドド・ドーピードープ（黒） ¥1,800 12B/20 メヂカラ・コバルト・カイザー ¥1,500

S1/S3 甲型龍帝式 キリコ3 ¥2,500 S3a/S15 轟く覚醒レッドゾーン・バスター ¥1,200 秘1/秘1 滅将連結 パギャラダイダ ¥35,000

20B/20 虹速 ザ・ヴェルデ ¥1,000 S20/S20 轟く革命 レッドギラゾーン ¥1,500 17B/20 メンデルスゾーン ¥1,800

S55/??? 偽りの王 ヴィルヘルム ¥3,500 P89/Y16 轟く侵略 レッドゾーン ¥2,500 S6/S11 「雷光の聖騎士」 ¥700

M1秘3/M1 “轟轟轟”ブランド ¥400 S4/S4 ドマンモ龍樹 ¥1,000 P20/Y17 終末の時計 ザ・クロック ¥3,000

5B/20 T・T・T ¥1,200 16B/20 SSS級天災 デッドダムド ¥1,800 400 龍世界 ドラゴ大王 ¥30,000

P70/Y19 珊瑚妖精キユリ ¥9,000 P17/Y20 怒流牙 サイゾウミスト ¥800 3B/20 零獄接続王 ロマノグリラ0世 ¥2,500

S3/S10 次元の嵐 スコーラー ¥1,200 P10/Y15 ドンドン吸い込むナウ ¥9,000 P48/Y20 霊宝 ヒャクメ-4 ¥1,800

ＮＯ カード名 買取 ＮＯ カード名 買取 ＮＯ カード名 買取

255/184 アセロラの予感 ¥5,000 079/070 コルニの気合い ¥4,000 126/100 パワータブレット ¥2,200

089/067 嵐の山脈 ¥2,000 092/067 こだわりベルト ¥3,500 077/070 バンギラスV ¥5,000

112/100 アルセウスV ¥5,000 109/100 サイトウ ¥5,000 104/100 ピカチュウV ¥2,500

088/067 頂への雪道 ¥4,500 073/060 ザシアンV ¥6,000 079/067 ヒガナの決意 ¥3,500

091/070 いちげきエネルギー ¥2,500 065/060 ザシアンV ¥1,500 097/071 ヒスイゾロアークVSTAR ¥3,500

098/069 インテレオン ¥2,500 073/060 ザマゼンタV ¥1,800 086/071 ヒナツ ¥3,500

094/070 うねりの扇 ¥2,000 079/069 サンダースV ¥7,500 073/069 ブースターV ¥7,500

081/069 エーフィV ¥7,500 003/004 サンダースVMAX ¥1,800 195/190 フウロ ¥5,000

074/070 エンペルトV ¥3,500 225/190 ジメレオン ¥1,200 074/060 ふつうのつりざお ¥3,000

085/070 大きなおまもり ¥5,500 082/070 シャクヤ ¥2,500 085/069 ブラッキーV ¥10,000

075/067 オリジンディアルガV ¥5,000 075/069 シャワーズV ¥7,500 089/070 ヘルガー ¥2,500

071/067 オリジンパルキアV ¥3,500 076/067 ジュラルドンV ¥4,500 112/096 ボスの指令(サカキ) ¥3,500

114/096 回収ネット ¥5,000 074/070 ゼラオラV ¥9,000 072/060 マリィ ¥10,000

074/067 カイリューV ¥7,000 082/070 ソニア ¥3,500 118/100 ミュウVMAX ¥3,500

095/070 活力の壺 ¥1,800 098/071 ダークパッチ ¥3,000 106/100 ミュウV ¥7,000

093/070 カビゴン ¥4,500 001/004 ダダリンVMAX ¥3,500 091/071 ミュウツーVSTAR ¥6,000

084/067 ガブリアスV ¥3,000 094/076 タフネスマント ¥3,000 074/071 ミュウツーV ¥8,000

076/070 ガラルサンダーV ¥3,500 088/067 ダブルターボエネルギー ¥3,500 075/060 メタルソーサー ¥3,000

258/184 ガラルの仲間たち ¥6,000 086/070 ツインエネルギー ¥3,000 081/070 モミ ¥6,000

077/070 ガラルファイヤーV ¥3,000 115/096 ツールスクラッパー ¥1,800 094/070 やまびこホーン ¥3,000

074/070 ガラルフリーザーV ¥3,000 087/067 トレッキングシューズ ¥4,000 071/069 リーフィアV ¥7,500

119/100 キャプチャーエネルギー ¥4,000 078/067 ナタネの活気 ¥4,500 001/025 リザードン ¥15,000

077/069 グレイシアV ¥7,500 083/069 ニンフィアV ¥9,000 103/100 リザードンV ¥8,500

073/070 クワガノンV ¥2,500 126/100 ハイパーボール ¥7,000 307/190 リザードンV ¥6,000

025/070 クワガノンV ¥1,800 067/060 博士の研究(マグノリア博士) ¥1,800 076/067 レックウザV ¥15,000

084/070 ゴリランダー ¥2,500 086/070 バシャーモVMAX ¥18,000 091/070 れんげきエネルギー ¥3,000


