


レア度 ＮＯ カード名 買取 レア度 ＮＯ カード名 買取 レア度 ＮＯ カード名 買取 レア度 ＮＯ カード名 買取
プリズマティックシークレット PHRA-JP041 アーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン ¥3,000 20thシークレット CYHO-JP035 サイバース・ウィッチ ¥2,500 20thシークレット 20CP-JPT05 超融合 ¥2,500 20thシークレット 20TH-JPBS1 ブラック・マジシャン ¥1,200
スーパー CHIM-JP049 I：Pマスカレーナ ¥2,000 20thシークレット SAST-JP038 サイバース・クアンタム・ドラゴン ¥1,500 20thシークレット SOFU-JP036 超雷龍-サンダー・ドラゴン ¥5,000 20thシークレット 20CP-JPS01 ブラック・マジシャン ¥8,000
シークレット CHIM-JP049 I：Pマスカレーナ ¥4,000 20thシークレット SOFU-JP034 サイバース・クロック・ドラゴン ¥2,000 シークレット RC02-JP011 沈黙の魔術師-サイレント・マジシャン ¥1,500 プレミアムゴールドレア LGB1-JPS01 ブラック・マジシャン ¥1,000
20thシークレット CHIM-JP049 I：Pマスカレーナ ¥45,000 レリーフ CRV-JP015 サイバー・ドラゴン ¥1,500 シークレット RC02-JP044 ツインツイスター ¥1,500 パラレル SD16-JPSE3 ブラック・マジシャン・ガール ¥3,500
シークレット ETCO-JP046 アクセスコード・トーカー ¥1,500 20thシークレット 20CP-JPT04 サイバー・ドラゴン ¥12,000 シークレット TRC1-JP043 月の書 ¥1,500 シークレット 15AX-JPM01 ブラック・マジシャン・ガール ¥2,000
20thシークレット ETCO-JP046 アクセスコード・トーカー ¥8,000 20thシークレット 20CP-JPF04 サイバー・ドラゴン・インフィニティ ¥8,000 20thシークレット LGB1-JP005 深淵の青眼龍 ¥5,000 シークレット 20TH-JPC55 ブラック・マジシャン・ガール ¥3,500
20thシークレット CHIM-JP034 アロマセラフィ-スイート・マジョラム ¥4,000 20thシークレット CYHO-JP046 サイバー・ドラゴン・ズィーガー ¥10,000 レリーフ SC-51 デーモンの召喚 ¥3,000 ホロ 2017-JPP01 ブラック・マジシャン・ガール ¥80,000
20thシークレット ETCO-JP045 アロメルスの蟲惑魔 ¥15,000 20thシークレット 20CP-JPT08 サイバー・ドラゴン・ノヴァ ¥8,000 20thシークレット RIRA-JP044 天威の龍仙女 ¥8,000 ホロ DP23-JP000 ブラック・マジシャン・ガール ¥15,000

レリーフ PH-52 暗黒騎士ガイア ¥12,000 20thシークレット CYHO-JP015 サイバー・ドラゴン・ヘルツ ¥12,000 ウルトラ LVP1-JP031 天球の聖刻印 ¥600 20thシークレット 20TH-JPC55 ブラック・マジシャン・ガール ¥100,000

スーパー 19SP-JP508 E-エマージェンシーコール ¥1,000 シークレット DANE-JP051 サイバネット・マイニング ¥2,000 シークレット LVP1-JP031 天球の聖刻印 ¥1,200 20thシークレット DMMD-JP001 ブラック・マジシャン・ガール ¥40,000

シークレット EXFO-JP035 インスペクト・ボーダー ¥1,000 20thシークレット DANE-JP051 サイバネット・マイニング ¥3,500 10000シク IGAS-JP000 万物創世龍 ¥120,000 ホロ CSOC-JP039 ブラック・ローズ・ドラゴン ¥3,000
シークレット TRC1-JP017 インフェルニティ・デーモン ¥2,500 ホロ DP19-JP000 サクリファイス ¥1,200 プリズマティックシークレット PHRA-JP010 電脳堺媛-瑞々 ¥2,500 20thシークレット 20CP-JPS05 ブラック・ローズ・ドラゴン ¥12,000

ウルトラ VJMP-JP101 インフェルニティ・ビショップ ¥1,500 20thシークレット ETCO-JP036 朔夜しぐれ ¥10,000 ウルトラ G6-02 トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール ¥15,000 パラレル G4-17 ブラッド・ヴォルス ¥7,000
シークレット SECE-JP019 インフェルノイド・ネヘモス ¥2,000 20thシークレット 19PP-JP006 転生炎獣アルミラージ ¥6,000 プリズマティックシークレット PHRA-JP048 鉄獣戦線 凶鳥のシュライグ ¥1,500 ホロ 15AX-JP000 青眼の究極竜 ¥12,000

シークレット TRC1-JP047 虚無空間 ¥1,500 20thシークレット SAST-JP048 転生炎獣サンライトウルフ ¥1,500 プリズマティックシークレット PHRA-JP046 鉄獣戦線 徒花のフェリジット ¥10,000 KCウルトラ MVPC-JPS00 青眼の亜白龍 ¥2,000
20thシークレット LGB1-JP045 ヴァレルエンド・ドラゴン ¥1,500 シークレット EXFO-JP048 鎖龍蛇-スカルデット ¥2,000 20thシークレット CYHO-JP033 ドラグニティナイト-アスカロン ¥2,000 ホロ RC02-JP000 青眼の亜白龍 ¥10,000

スーパー LVDS-JPB04 ヴァレルソード・ドラゴン ¥1,200 プリズマティックシークレット ROTD-JP062 三戦の才 ¥2,000 プリズマティックシークレット ROTD-JP008 教導の騎士フルルドリス ¥3,000 シークレット 2017-JPP02 青眼の亜白龍 ¥45,000

ウルトラ CYHO-JP034 ヴァレルソード・ドラゴン ¥1,200 ホロ DP22-JP000 サンダー・ボルト ¥1,000 シークレット ROTD-JP005 教導の聖女エクレシア ¥2,000 シークレット 20TH-JPC54 青眼の亜白龍 ¥1,500
レリーフ CYHO-JP034 ヴァレルソード・ドラゴン ¥1,500 20thシークレット DANE-JP038 宵星の機神ディンギルス ¥4,000 プリズマティックシークレット ROTD-JP005 教導の聖女エクレシア ¥15,000 シークレット 20CP-JPF01 青眼の亜白龍 ¥1,000
シークレット CYHO-JP034 ヴァレルソード・ドラゴン ¥2,000 プリズマティックシークレット PHRA-JP023 獣王アルファ ¥2,000 20thシークレット ETCO-JP041 ドラゴンメイド・シュトラール ¥3,000 20thシークレット 20CP-JPF01 青眼の亜白龍 ¥45,000
20thシークレット CYHO-JP034 ヴァレルソード・ドラゴン ¥20,000 ミレニアムシークレット 2019-JPP02 死者蘇生 ¥2,500 20thシークレット ETCO-JP026 ドラゴンメイド・チェイム ¥12,000 ウルトラパラレル 20TH-JPC54 青眼の亜白龍 ¥1,000
ホロ SAST-JP037 ヴァレルロード・Ｓ・ドラゴン ¥800 ウルトラ 2017-JPP03 死者蘇生 ¥8,000 ゴールドシークレット GS06-JP013 ドラゴン・目覚めの旋律 ¥1,000 20thシークレット 20TH-JPC00 青眼の究極亜竜 ¥20,000

20thシークレット SAST-JP037 ヴァレルロード・Ｓ・ドラゴン ¥8,000 20thシークレット SOFU-JP028 失楽の魔女 ¥2,000 20thシークレット SOFU-JP078 トラップトリック ¥5,000 ホロ DP20-JP000 ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン ¥7,000
20thシークレット RIRA-JP039 ヴァレルロード・X・ドラゴン ¥2,500 20thシークレット 20TH-JPC12 師弟の絆 ¥4,000 スーパー 18SP-JP209 トレード・イン ¥2,000 20thシークレット 20TH-JPC23 ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン ¥25,000

シークレット CIBR-JP042 ヴァレルロード・ドラゴン ¥800 20thシークレット SAST-JP056 灼熱の火霊使いヒータ ¥30,000 スーパー 19SP-JP608 トロイメア・フェニックス ¥1,000 ホロ 20AP-JP000 青眼の白龍 ¥4,000
ホロ CIBR-JP042 ヴァレルロード・ドラゴン ¥800 20thシークレット DANE-JP047 双穹の騎士アストラム ¥6,500 スーパー FLOD-JP047 トロイメア・ユニコーン ¥1,500 ホロ TRC1-JP000 青眼の白龍 ¥20,000

コレクターズ CP19-JP010 V・HERO ファリス ¥1,000 20thシークレット 20CP-JPF06 シューティング・クェーサー・ドラゴン ¥6,000 シークレット FLOD-JP047 トロイメア・ユニコーン ¥2,500 シークレット 15AX-JPY07 青眼の白龍 ¥3,000
20thシークレット RIRA-JP028 ウィッチクラフトゴーレム・アルル ¥8,000 ホロ STBL-JP040 シューティング・スター・ドラゴン ¥1,500 シークレット DTC3-JP055 ナチュル・エクストリオ ¥6,000 レリーフ SM-51 青眼の白龍 ¥50,000

シークレット 19YJ-JPO01 ウィッチクラフト・サボタージュ ¥8,000 20thシークレット LGB1-JP017 シューティング・スター・ドラゴン・TG-EX ¥1,200 シークレット DTC2-JP058 ナチュル・パルキオン ¥1,200 ウルトラ SCB1-JPP01 青眼の白龍 ¥1,800
シークレット DTC3-JP116 ヴェルズ・ウロボロス ¥6,000 シークレット RATE-JP017 十二獣サラブレード ¥1,200 シークレット DTC1-JP082 ナチュル・ビースト ¥2,000 20thシークレット 2018-JPP01 青眼の白龍 ¥120,000

20thシークレット SAST-JP054 麗神－不知火 ¥3,000 20thシークレット 20TH-JPC02 守護神エクゾディア ¥2,500 シークレット DTC3-JP030 ナチュル・ランドオルス ¥1,000 20thシークレット 20CP-JPS02 青眼の白龍 ¥18,000

レリーフ DL2-136 エクスチェンジ ¥1,200 20thシークレット 20TH-JPC03 守護神官マナ ¥10,000 シークレット RC02-JP043 成金ゴブリン ¥1,200 プレミアムゴールドレア LGB1-JPS02 青眼の白龍 ¥2,500
レリーフ 302-052 XYZ-ドラゴン・キャノン ¥1,200 シークレット SBPR-JP004 守護神官マハード ¥120,000 ウルトラ MG04-JP001 No.39 希望皇ビヨンド・ザ・ホープ ¥2,000 シークレット LVP3-JP071 捕食植物ヴェルテ・アナコンダ ¥5,000
シークレット 20TH-JPC81 エフェクト・ヴェーラー ¥700 20thシークレット 20TH-JPS01 守護神官マハード ¥1,500 プリズマティックシークレット CP20-JP000 No.39 希望皇ホープ ¥3,500 ウルトラ LVP3-JP071 捕食植物ヴェルテ・アナコンダ ¥2,000
スーパー CP18-JP016 エマージェンシー・サイバー ¥800 20thシークレット 20CP-JPC01 召喚師アレイスター ¥7,000 ホロ PRIO-JP040 No.62 銀河眼の光子竜皇 ¥2,500 スーパー 18SP-JP204 太古の白石 ¥1,000
シークレット SECE-JP047 エルシャドール・ウェンディゴ ¥1,200 20thシークレット RIRA-JP048 召命の神弓－アポロウーサ ¥12,000 20thシークレット 20CP-JPF08 No.62 銀河眼の光子竜皇 ¥6,000 シークレット DTC2-JP088 魔轟神レイジオン ¥1,500
ウルトラ VJMP-JP174 焔聖騎士-リナルド ¥800 レリーフ DL2-000 処刑人-マキュラ ¥1,500 スーパー SHSP-JP051 No.64 古狸三太夫 ¥1,500 ウルトラ VB20-JP002 円融魔術 ¥1,500
シークレット TRC1-JP044 炎舞-「天キ」 ¥3,000 20thシークレット YMAB-JP001 真エクゾディア ¥10,000 シークレット SECE-JP086 No.81 超弩級砲塔列車スペリオル・ドーラ ¥3,500 レリーフ 306-057 マジシャン・オブ・ブラックカオス ¥4,000
シークレット DBSS-JP027 黄金卿エルドリッチ ¥700 レリーフ SOI-JP001 神炎皇ウリア ¥3,000 ホロ LTGY-JP044 No.107 銀河眼の時空竜 ¥2,000 20thシークレット 20TH-JPC01 マジシャン・オブ・ブラックカオス・MAX ¥7,000
スーパー DE01-JP031 オーバーロード・フュージョン ¥800 シークレット LVP3-JP036 神聖魔皇后セレーネ ¥7,000 20thシークレット 20CP-JPS06 No.107 銀河眼の時空竜 ¥10,000 シークレット 20YJ-JPN02 マジシャンズ・コンビネーション ¥1,500
ゴールドシークレット GS06-JP003 オシリスの天空竜 ¥3,500 ウルトラ LVP3-JP036 神聖魔皇后セレーネ ¥2,500 コレクターズ CP20-JP026 ヌメロン・ネットワーク ¥800 スーパー DP23-JP002 マジシャンズ・ソウルズ ¥1,000
20thシークレット 20DS-JP002 オシリスの天空竜 ¥30,000 レリーフ 308-057 人造人間－サイコ・ショッカー ¥3,000 20thシークレット SAST-JP060 ネオス・フュージョン ¥2,000 20thシークレット DANE-JP064 魔鍾洞 ¥2,000
ホロ LODT-JP001 オネスト ¥1,500 20thシークレット LGB1-JP021 スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン ¥2,000 シークレット PHRA-JP045 天霆號アーゼウス ¥1,200 ウルトラ GB7-003 究極竜騎士 ¥50,000

ゴールドシークレット GS06-JP001 オベリスクの巨神兵 ¥2,500 ホロ INOV-JP038 スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン ¥1,200 プリズマティックシークレット PHRA-JP045 天霆號アーゼウス ¥6,000 ウルトラ GB7-004 魔法効果の矢 ¥4,000
20thシークレット 20DS-JP001 オベリスクの巨神兵 ¥8,000 ホロ TDGS-JP040 スターダスト・ドラゴン ¥6,000 レリーフ FET-JP005 ネフティスの鳳凰神 ¥1,500 20thシークレット ETCO-JP054 海晶乙女グレート・バブル・リーフ ¥1,500
シークレット RC02-JP040 おろかな埋葬 ¥1,200 レリーフ TDGS-JP040 スターダスト・ドラゴン ¥2,000 ホロ DP21-JP000 ハーピィの羽根帚 ¥1,200 20thシークレット 20TH-JPC99 無限泡影 ¥10,000
プリズマティックシークレット ROTD-JP038 灰燼竜バスタード ¥1,200 20thシークレット 20CP-JPT06 スターダスト・ドラゴン ¥15,000 レリーフ 301-052 バイサー・ショック ¥1,200 20thシークレット 20CP-JPS09 屋敷わらし ¥12,000

レリーフ 304-054 カオス・ソルジャー ¥8,000 ウルトラ VJMP-JP165 ストライカー・ドラゴン ¥1,200 20thシークレット 20CP-JPT09 覇王龍ズァーク ¥3,500 20thシークレット ETCO-JP071 融合派兵 ¥2,000
レリーフ 306-025 カオス・ソルジャー -開闢の使者- ¥8,000 ウルトラ VJMP-JP178 SRカールターボ ¥1,500 20thシークレット 20CP-JPS10 墓穴の指名者 ¥2,000 20thシークレット 20CP-JPS08 幽鬼うさぎ ¥12,000
20thシークレット 20CP-JPT03 カオス・ソルジャー -開闢の使者- ¥20,000 レリーフ 309-007 スピリッツ・オブ・ファラオ ¥1,500 20thシークレット CHIM-JP045 破械雙王神ライゴウ ¥2,000 シークレット LVP3-JP011 ユニオン・キャリアー ¥1,000
20thシークレット 20CP-JPF07 CNo.101 S・H・Dark Knight ¥1,800 ウルトラ LVP1-JP051 聖騎士の追想 イゾルデ ¥900 レリーフ 303-054 バスター・ブレイダー ¥1,200 20thシークレット 20CP-JPF03 ユベル ¥3,500
20thシークレット RIRA-JP029 機巧蛇－叢雲遠呂智 ¥2,500 シークレット LVP1-JP051 聖騎士の追想 イゾルデ ¥1,200 20thシークレット DANE-JP025 儚無みずき ¥13,000 レリーフ 301-051 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム ¥4,000
20thシークレット CHIM-JP014 輝光竜セイファート ¥2,500 シークレット DTC3-JP113 セイクリッド・トレミスM7 ¥2,000 20thシークレット CYHO-JP029 破滅の美神ルイン ¥8,000 シークレット 15AX-JPY59 ラーの翼神竜 ¥1,000
スーパー 18SP-JP110 儀式の下準備 ¥600 シークレット DTC2-JP112 セイクリッド・プレアデス ¥6,000 スーパー MACR-JP036 灰流うらら ¥1,000 ゴールドシークレット GS06-JP002 ラーの翼神竜 ¥7,000
20thシークレット LGB1-JP029 銀河眼の残光竜 ¥4,000 シークレット LVP3-JP081 星鍵士リイヴ ¥1,500 レリーフ RC02-JP009 灰流うらら ¥2,000 20thシークレット WP01-JP001 ラーの翼神竜 ¥1,800
20thシークレット 20CP-JPT07 銀河眼の光子竜 ¥7,000 スーパー JF19-JP003 星導竜アーミライル ¥1,200 シークレット 20TH-JPC85 灰流うらら ¥1,500 ホロ DP24-JP000 ラーの翼神竜 ¥7,000
ホロ PHSW-JP011 銀河眼の光子竜 ¥2,500 シークレット 19YJ-JPO02 星導竜アーミライル ¥1,500 コレクターズ RC02-JP009 灰流うらら ¥1,500 ミレニアムシークレット MP01-JP001 ラーの翼神竜-不死鳥 ¥800

ウルトラ VB17-JP002 ギャラクシーアイズ FA・フォトン・ドラゴン ¥1,200 20thシークレット 20CP-JPT01 聖なるバリア-ミラーフォース- ¥2,500 20thシークレット 20TH-JPC85 灰流うらら ¥60,000 ウルトラ DP16-JP001 ラーの翼神竜-球体形 ¥800
20thシークレット SOFU-JP042 銀河眼の煌星竜 ¥3,000 20thシークレット DANE-JP035 星杯の神子イヴ ¥13,000 プレミアムゴールドレア RC03-JP010 灰流うらら(新イラスト) ¥3,000 レリーフ RC02-JP006 ラーの翼神竜-球体形 ¥800
レリーフ DL5-136 究極完全態・グレート・モス ¥1,500 20thシークレット ETCO-JP055 清冽の水霊使いエリア ¥35,000 レリーフ CRV-JP037 パワー・ボンド ¥1,200 シークレット RC02-JP006 ラーの翼神竜-球体形 ¥1,800
20thシークレット LGB1-JP013 究極宝玉獣 レインボー・ドラゴン ¥3,500 シークレット LVP2-JP061 セラの蟲惑魔 ¥2,500 レリーフ DL1-136 ビッグ・シールド・ガードナー ¥1,200 コレクターズ RC02-JP006 ラーの翼神竜-球体形 ¥1,200
ホロ TAEV-JP006 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン ¥2,500 20thシークレット SAST-JP055 閃刀姫-カイナ ¥12,000 スーパー JF19-JP004 憑依覚醒 ¥3,500 20thシークレット SOFU-JP037 雷神龍-サンダー・ドラゴン ¥5,000

スーパー 18SP-JP307 緊急テレポート ¥600 プレミアムゴールドレア RC03-JP028 閃刀姫-カガリ(新イラスト) ¥1,000 シークレット 19YJ-JPT02 憑依覚醒 ¥5,000 20thシークレット IGAS-JP067 ライトニング・ストーム ¥3,000
シークレット ROTD-JP065 禁じられた一滴 ¥2,000 シークレット LVP3-JP086 閃刀姫-ジーク ¥3,000 シークレット SD39-JPP01 憑依装着-アウス(新規イラスト) ¥800 シークレット DTC2-JP109 ラヴァルバル・チェイン ¥3,000
プリズマティックシークレット ROTD-JP065 禁じられた一滴 ¥4,000 スーパー DBDS-JP028 閃刀姫-シズク ¥2,000 シークレット SD39-JPP04 憑依装着-ウィン(新規イラスト) ¥1,800 プリズマティックシークレット ROTD-JP046 六花聖ストレナエ ¥1,500
20thシークレット SOFU-JP047 空牙団の大義 フォルゴ ¥1,500 シークレット 20CP-JPT10 閃刀姫-シズク ¥2,500 シークレット SD39-JPP02 憑依装着-エリア(新規イラスト) ¥1,500 レリーフ 302-055 リボルバー・ドラゴン ¥1,200
エクシク 20PP-JP002 クリスタル・ガール ¥1,500 20thシークレット 20CP-JPT10 閃刀姫-シズク ¥13,000 シークレット SD39-JPP03 憑依装着-ヒータ(新規イラスト) ¥1,300 レリーフ 309-057 竜騎士ガイア ¥4,000
シークレット SECE-JP044 グングニールの影霊衣 ¥1,000 ウルトラ TK01-JP030 閃刀姫トークン ¥20,000 シークレット DTC1-JP083 氷結界の虎王ドゥローレン ¥6,000 プリズマティックシークレット ROTD-JPS01 竜騎士ガイア ¥50,000

ウルトラ 113-001 ゲート・ガーディアン ¥3,000 シークレット SEDS-JP001 閃刀姫-ハヤテ ¥25,000 シークレット DTC2-JP060 氷結界の龍 グングニール ¥7,000 コレクターズ CPL1-JP004 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール ¥800
スーパー 17SP-JP001 ゲール・ドグラ ¥1,500 20thシークレット 20CP-JPC02 閃刀姫-レイ ¥25,000 シークレット DTC3-JP060 氷結界の龍 トリシューラ ¥50,000 プレミアムゴールドレア RC03-JP020 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール(新イラスト) ¥4,000
20thシークレット 19PP-JP003 決闘竜 デュエル・リンク・ドラゴン ¥1,000 20thシークレット IGAS-JP020 閃刀姫-ロゼ ¥25,000 20thシークレット 20CP-JPF05 氷結界の龍 トリシューラ ¥20,000 ウルトラ VJMP-JP186 輪廻竜サンサーラ ¥3,000
スーパー 眩月龍セレグレア 眩月龍セレグレア ¥1,000 シークレット 20YJ-JPN01 閃刀術式-シザーズクロス ¥3,500 シークレット DTC1-JP022 氷結界の龍 ブリューナク ¥15,000 ウルトラ VB19-JP002 RRーレヴォリューション・ファルコンーエアレイド ¥1,500
シークレット EP19-JP067 原始生命態ニビル ¥1,800 20thシークレット SOFU-JP061 閃刀術式-ベクタードブラスト ¥2,000 20thシークレット CHIM-JP037 ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード ¥2,500 シークレット LVP2-JP071 RR-ワイズ・ストリクス ¥1,800
ウルトラ EP19-JP067 原始生命態ニビル ¥1,500 20thシークレット 20CP-JPT02 増援 ¥2,500 シークレット 19YJ-JPT01 ファイアフェニックス@イグニスター ¥2,000 エクシク EP13-JP051 伝説の白き龍 ¥25,000
20thシークレット 20CP-JPF02 幻想の見習い魔導師 ¥12,000 シークレット TRC1-JP026 増殖するG ¥1,200 20thシークレット CP19-JP000 F・G・D ¥1,800 エクシク EP13-JP052 伝説の闇の魔導師 ¥13,000
20thシークレット SAST-JP020 幻創龍ファンタズメイ ¥2,000 20thシークレット 20TH-JPC82 増殖するG ¥15,000 シークレット LVP2-JP076 幻影騎士団ラスティ・バルディッシュ ¥2,000 シークレット TRC1-JP020 レスキューラビット ¥800
レリーフ SOI-JP003 幻魔皇ラビエル ¥2,000 20thシークレット RIRA-JP046 蒼翠の風霊使いウィン ¥50,000 レリーフ 307-057 封印されしエクゾディア ¥1,200 20thシークレット 20TH-JPC04 真紅眼の亜黒竜 ¥13,000
20thシークレット SAST-JP067 強欲で金満な壺 ¥5,000 シークレット RIRA-JP046 蒼翠の風霊使いウィン ¥1,200 20thシークレット RIRA-JP038 フォーチュンレディ・エヴァリー ¥3,000 レリーフ W6S-JP001 真紅眼の闇竜 ¥6,000
レリーフ SOI-JP002 降雷皇ハモン ¥3,000 シークレット DTC3-JP107 創星神 sophia ¥3,000 20thシークレット LGB1-JP025 FNo.0 未来龍皇ホープ ¥2,500 シークレット TRC1-JP010 レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン ¥1,500
レリーフ DL1-000 黒衣の大賢者 ¥1,500 スーパー DP22-JP004 ダーク・オカルティズム ¥900 ウルトラ LGB1-JP025 FNo.0 未来龍皇ホープ ¥1,500 ホロ DP18-JP000 真紅眼の黒竜 ¥18,000
20thシークレット SOFU-JP025 混源龍レヴィオニア ¥7,000 レリーフ LN-14 ダーク・ネクロフィア ¥4,000 20thシークレット 20CP-JPF10 浮幽さくら ¥6,500 シークレット 15AX-JPM07 真紅眼の黒竜 ¥1,500
レリーフ 307-010 混沌の黒魔術師 ¥4,000 ホロ NECH-JP053 ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン ¥1,000 20thシークレット 20TH-JPC09 黒・魔・導・連・弾 ¥2,500 レリーフ 301-056 真紅眼の黒竜 ¥15,000

シークレット LVP2-JP001 混沌の戦士 カオス・ソルジャー ¥2,500 20thシークレット 20CP-JPF09 ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン ¥4,000 レリーフ MA-52 ブラック・デーモンズ・ドラゴン ¥1,500 20thシークレット 20CP-JPS03 真紅眼の黒竜 ¥60,000
プリズマティックシークレット ROTD-JP043 混沌魔龍 カオス・ルーラー ¥1,200 プリズマティックシークレット PHRA-JPS01 ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン ¥40,000 エクシク TRC1-JP001 ブラック・マジシャン ¥1,500 ミレニアムシークレット 2019-JPP01 真紅眼の黒竜 ¥40,000
20thシークレット IGAS-JP048 崔嵬の地霊使いアウス ¥8,000 ウルトラ GX05-JP001 堕天使ナース-レフィキュル ¥1,200 レリーフ LN-53 ブラック・マジシャン ¥5,000 プレミアムゴールドレア LGB1-JPS03 真紅眼の黒竜 ¥1,500
レリーフ CRV-JP036 サイバー・エンド・ドラゴン ¥1,500 ウルトラ DP21-JP034 超弩級砲塔列車ジャガーノート・リーベ ¥2,500 ホロ 20AP-JP101 ブラック・マジシャン ¥1,500 ホロ DOCS-JP046 レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト ¥800
20thシークレット 20CP-JPS04 サイバー・エンド・ドラゴン ¥4,000 レリーフ 303-051 超魔導剣士-ブラック・パラディン ¥3,000 20thシークレット 2018-JPP02 ブラック・マジシャン ¥40,000 ホロ CRMS-JP004 レッド・デーモンズ・ドラゴン/バスター ¥800


