
盛岡市本宮2-46-15

TEL:019-635-9450

盛岡店

三沢市中央町2-8-34

スカイプラザ２F

TEL:01７６-5８-6５９２

三沢店

八戸城下店

七重浜店

浜館店 青森東店

弘前城東店 大清水店

弘前市大清水1-9-20

TEL:0172-28-9045
北斗市七重浜7-13-3

TEL:0138-48-2611

青森市矢田前弥生田16-1

TEL:017-726-1830

青森市浜舘6-4-23

TEL:017-744-8828

弘前市大字和泉1-2-1

TEL:0172-55-6840

八戸市城下4-25-15

TEL:0178-22-8702







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 虹光の宣告者 ¥2,000 プリシク 灰燼竜バスタード ¥1,200 シークレット セラの蟲惑魔 ¥3,500

スーパー アーティファクト－デスサイズ ¥1,500 ウルトラ ＣＸ 冀望皇バリアン ¥1,200 プリシク セリオンズ“キング”レギュラス ¥7,000

20thシク Ｉ：Ｐマスカレーナ ¥90,000 20thシク カオス・ソルジャー －開闢の使者－ ¥22,000 シークレット 閃刀姫－カイナ ¥3,000

プリシク Ｉ：Ｐマスカレーナ（バイク乗り） ¥45,000 シークレット ＣＮｏ.１０７ 超銀河眼の時空龍 ¥6,000 20thシク 閃刀姫－カイナ ¥25,000

ウルトラ アクセスコード・トーカー ¥1,500 スーパー 化石調査 ¥1,800 ウルトラ 閃刀姫トークン ¥14,000

20thシク アクセスコード・トーカー ¥25,000 シークレット 神の通告 ¥1,800 20thシク 閃刀術式－ベクタードブラスト ¥3,000

20thシク 夢幻転星イドリース ¥2,500 20thシク 機巧蛇－叢雲遠呂智 ¥5,000 20thシク 増殖するＧ ¥40,000

20thシク アストログラフ・マジシャン ¥2,500 スーパー 禁じられた一滴 ¥800 20thシク 蒼翠の風霊使いウィン ¥150,000

プリシク 妖眼の相剣師 ¥5,500 プリシク 禁じられた一滴 ¥6,000 シークレット 蒼翠の風霊使いウィン ¥3,000

20thシク アロマセラフィ－スイート・マジョラム ¥8,000 スーパー 金満で謙虚な壺 ¥1,500 プリシク 月天気アルシエル ¥8,000

プリシク 暗影の闇霊使いダルク ¥7,000 シークレット 金満で謙虚な壺 ¥2,100 20thシク 深淵の青眼龍 ¥5,500

プリシク Ｅｖｉｌ★Ｔｗｉｎ’ｓ トラブル・サニー ¥5,000 ウルトラ 原始生命態トークン ¥4,000 プリシク デスピアの導化アルベル ¥4,000

プリシク イリュージョン・オブ・カオス ¥2,000 スーパー ゴーストリックの駄天使 ¥1,500 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 虚無空間 ¥4,000 20thシク 崔嵬の地霊使いアウス ¥23,000 20thシク トラップトリック ¥12,000

20thシク ヴァレルソード・ドラゴン ¥16,000 20thシク 転生炎獣アルミラージ ¥15,000 ウルトラ 天霆號アーゼウス ¥1,000

ホログラフィック ヴァレルロード・Ｓ・ドラゴン ¥1,200 20thシク 師弟の絆 ¥6,000 レリーフ 天霆號アーゼウス ¥1,200

シークレット ヴァレルロード・Ｓ・ドラゴン ¥1,200 20thシク ジャック・ア・ボーラン ¥2,500 シークレット 天霆號アーゼウス ¥1,500

20thシク ウィッチクラフトゴーレム・アルル ¥18,000 20thシク 双穹の騎士アストラム ¥15,000 ウルトラ ＦＮｏ.０ 未来龍皇ホープ ¥3,500

シークレット ウィッチクラフト・サボタージュ ¥7,000 20thシク シューティング・クェーサー・ドラゴン ¥8,000 ホログラフィック 青眼の亜白龍 ¥6,000

シークレット ウィッチクラフトマスター・ヴェール ¥1,500 プリシク 照耀の光霊使いライナ ¥22,000 ウルトラ マジシャンズ・サルベーション ¥600

シークレット エフェクト・ヴェーラー ¥1,500 シークレット 白の聖女エクレシア ¥2,000 シークレット マジシャンズ・サルベーション ¥4,000

プリシク 円盤闘技場セリオンズ・リング ¥3,000 プリシク 白の聖女エクレシア ¥18,000 スーパー 骸の魔妖－餓者髑髏 ¥800

シークレット 炎舞－「天璣」 ¥2,500 プリシク 深淵竜アルバ・レナトゥス ¥2,500 シークレット 無限泡影 ¥650

ウルトラ 黄金卿エルドリッチ ¥1,000 シークレット 星鍵士リイヴ ¥1,500 プリシク Ｌｉｖｅ☆Ｔｗｉｎ トラブルサン ¥1,500

プリズマティック ガーディアン・キマイラ ¥1,800 シークレット 清冽の水霊使いエリア ¥1,500 プリシク 烙印竜アルビオン ¥1,800

ウルトラ ガーデン・ローズ・メイデン ¥800 20thシク 清冽の水霊使いエリア ¥80,000 シークレット リセの蟲惑魔 ¥850

ＮＯ カード名 買取 ＮＯ カード名 買取 ＮＯ カード名 買取

15B/20 「絶対の楯騎士」 ¥500 S7秘/S10 勝利龍装 クラッシュ“覇道” ¥600 S1/S12 白皇世の意志 御嶺 ¥500

P39/Y17 異端流し オニカマス ¥8,000 V1b秘/V1 真・天命王 ネバーエンド ¥1,500 S6/S11 バラギアラ ＜ヴェロキボアロ. S t a r＞ ¥600

3S/20 Volzeos-Balamord/新世界王の権威 ¥10,000 9B/20 S・S・S ¥1,500 Viva!/Anime30! 勝利宣言 鬼丸「覇」 ¥250,000

4S/20 Volzeos-Balamord/新世界王の権威 ¥10,000 4B/20 「正義星帝」＜鬼羅.Star＞ ¥1,500 Coro35th3a/Y11 ブーストグレンオー ¥8,000

5S/20 Volzeos-Balamord/新世界王の権威 ¥10,000 14B/20 全能ゼンノー ¥1,500 P31/Y11 フェアリー・ギフト ¥1,500

18B/20 ウマキン☆プロジェクト ¥4,000 P18/Y18 超戦龍覇 モルト NEXT ¥60,000 13B/20 フェアリー・ミラクル ¥1,000

P19/Y17 S級不死 デッドゾーン ¥25,000 7B/20 地龍神の魔陣 ¥4,500 P16/Y16 フェアリー・ライフ ¥4,000

KM2秘1/KM2鬼ヶ大王 ジャオウガ ¥800 13B/20 天災 デドダム ¥4,500 7B/20 フェアリー・Re：ライフ ¥3,500

3/95 「大蛇」の鬼 ジャドク丸 ¥600 8B/20 Disアイ・チョイス ¥1,000 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 ¥3,000 4B/20 Disノメノン ¥1,000 P78/Y20 とこしえの超人 ¥25,000

18B/20 奇天烈 シャッフ ¥2,500 9B/20 電磁 アクアン-2 ¥600 S5/S11 ブラキオ龍樹 ¥3,000

7B/20 キャンベロ ＜レッゾ.Star＞ ¥2,500 304a/??? 伝説の救世主 ワタル ¥2,500 P73/Y9 ヘブンズ・ゲート ¥5,000

6/94 凶鬼卍号 メラヴォルガル ¥1,200 11B/20 天命龍装 ホーリーエンド ¥3,500 V2秘2/V2 暴龍事変 ガイグレン ¥2,000

1B/20 禁断英雄 モモキングダムX ¥2,500 V1b/V4 天命王 エバーラスト ¥1,500 1B/20 ボルシャック・モモキングNEX ¥2,500

19/110 クール・ビューティー ¥1,500 15B/20 闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー ¥3,000 1B/20 未来王龍 モモキングJO ¥4,500

19/110 樹食の超人 ¥500 S20/S20 轟く革命 レッドギラゾーン ¥2,000 秘5/秘12 ∞龍 ゲンムエンペラー ¥3,000

S2/S5 「黒幕」 ¥1,200 P89/Y16 轟く侵略 レッドゾーン ¥3,000 12B/20 メヂカラ・コバルト・カイザー ¥2,000

S1/S3 甲型龍帝式 キリコ3 ¥800 S4/S4 ドマンモ龍樹 ¥1,200 秘1/秘1 滅将連結 パギャラダイダ ¥40,000

20B/20 虹速 ザ・ヴェルデ ¥700 S9/S10 龍罠 エスカルデン ¥1,800 17B/20 メンデルスゾーン ¥2,500

S55/??? 偽りの王 ヴィルヘルム ¥3,000 16B/20 SSS級天災 デッドダムド ¥1,500 秘1/秘1 モモキング -始丸- ¥55,000

M1秘3/M1 “轟轟轟”ブランド ¥600 P17/Y20 怒流牙 サイゾウミスト ¥1,200 秘2/秘15 雷龍 ヴァリヴァリウス ¥1,200

8/94 こたつむり ¥600 P10/Y15 ドンドン吸い込むナウ ¥15,000 P17/Y17 終末の時計 ザ・クロック ¥50,000

5B/20 T・T・T ¥1,500 S3/S10 ナゾの光・リリアング ¥1,200 P20/Y17 終末の時計 ザ・クロック ¥3,000

P70/Y19 珊瑚妖精キユリ ¥8,000 S8秘/S12 絶望と反魂と滅殺の決断 ¥3,500 6B/20 Re：奪取 トップギア ¥500

2B/20 終末縫合王 ミカドレオ ¥3,000 S12秘/S12 生命と大地と轟破の決断 ¥3,000 P67/Y17 龍世界 ドラゴ大王 ¥35,000

10B/20 勝災電融王 ギュカウツ・マグル ¥600 12B/20 バーンメア・ザ・シルバー ¥500 P48/Y20 霊宝 ヒャクメ-4 ¥2,500

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 ¥2,500 BM7-050 孫悟空 ¥2,000 BM11-SEC ゴジータ：ゼノ ¥2,000

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

BM4-SEC3 孫悟飯：未来 ¥2,500 BM8-065 セル ¥2,500 BM12-051 ゴジータ：ゼノ ¥4,000

BM5-027 孫悟空 ¥2,500 BM9-067 黒衣の戦士 ¥2,500 BM12-SEC 孫悟空 ¥5,000

BM6-SEC3 孫悟空 ¥2,000 BM10-056 ベジータ ¥2,000 BM12-SEC3 孫悟飯：少年期 ¥3,500

BM6-ASEC2 孫悟空(未開封) ¥3,000 BM10-SEC ゴジータ：ＢＭ ¥2,000 BM12-LSEC ゴジータ：ＢＭ(未開封) ¥5,000

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 ¥5,000 073/060 ザシアンV ¥6,000 001/015 ピカチュウV ¥4,000

089/067 嵐の山脈 ¥2,000 065/060 ザシアンV ¥1,500 223/184 ピカチュウVMAX ¥3,500

075/070 いちげきウーラオスV ¥1,500 073/060 ザマゼンタV ¥1,800 079/067 ヒガナの決意 ¥2,500

091/070 いちげきエネルギー ¥2,500 079/069 サンダースV ¥3,000 243/S-P ビクティニV ¥12,000

226/190 インテレオン ¥400 082/070 シャクヤ ¥1,800 073/069 ブースターV ¥3,000

073/070 インテレオンV ¥600 075/069 シャワーズV ¥3,000 074/060 ふつうのつりざお ¥2,000

094/070 うねりの扇 ¥1,800 083/067 ジュラルドンVMAX ¥6,000 245/184 ブラッキーVMAX ¥2,500

081/069 エーフィV ¥3,000 076/067 ジュラルドンV ¥3,500 085/069 ブラッキーV ¥5,000

254/S-P おいわいファンファーレ ¥8,000 068/067 スイクンV ¥1,800 089/070 ヘルガー ¥2,000

085/070 大きなおまもり ¥3,000 082/070 ソニア ¥3,000 069/S-P ポケモンセンターのお姉さん ¥4,500

114/096 回収ネット ¥2,500 094/076 タフネスマント ¥3,000 112/096 ボスの指令(サカキ) ¥2,500

095/070 活力の壺 ¥1,500 086/070 ツインエネルギー ¥2,000 086/076 マホイップVMAX ¥1,200

093/070 カビゴン ¥3,500 115/096 ツールスクラッパー ¥1,800 072/060 マリィ ¥6,000

113/100 カミツレのきらめき ¥2,500 029/S-P ニャースVMAX ¥5,000 234/184 ミミッキュVMAX ¥2,500

076/070 ガラルサンダーV ¥3,000 232/184 ニンフィアVMAX ¥2,500 030/028 ミュウ ¥4,000

077/070 ガラルファイヤーV ¥2,500 093/069 ニンフィアVMAX ¥18,000 118/100 ミュウVMAX ¥3,500

074/070 ガラルフリーザーV ¥2,000 083/069 ニンフィアV ¥4,000 075/060 メタルソーサー ¥1,500

082/070 クララ ¥3,500 126/100 ハイパーボール ¥6,000 081/070 モミ ¥3,000

077/069 グレイシアV ¥3,000 266/184 博士の研究(アララギ博士) ¥1,200 002/015 モンスターボール ¥2,500

091/069 グレイシアVMAX ¥10,000 071/060 博士の研究(マグノリア博士) ¥1,200 071/069 リーフィアV ¥3,000

105/100 クロバットV ¥1,200 067/060 博士の研究(マグノリア博士) ¥2,500 089/069 リーフィアVMAX ¥10,000

085/070 こくばバドレックスVMAX ¥1,800 072/070 はくばバドレックスV ¥1,000 001/025 リザードン ¥5,000

076/070 こくばバドレックスV ¥2,500 073/070 はくばバドレックスV ¥3,000 307/190 リザードンV ¥3,500

084/070 ゴリランダー ¥1,800 086/070 バシャーモVMAX ¥7,500 308/190 リザードンVMAX ¥5,000

079/070 コルニの気合い ¥2,500 077/070 バンギラスV ¥3,000 082/067 レックウザVMAX ¥2,500

109/100 サイトウ ¥4,000 104/100 ピカチュウV ¥3,000 076/067 レックウザV ¥8,000
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品名 シリーズ 最大買取金額
15/16 コルトスナイパー 　　 各モデル ¥12,000
18 セフィア BB 各モデル ¥6,500
18 ディアルーナ　　  　　 各モデル ¥12,000
18/19 エクスセンス ジェノス 各モデル ¥24,000
19 ソルティーアドバンス 各モデル ¥5,000
20 ソアレ TT 　　　     各モデル ¥7,000
15 炎月 SS 各モデル ¥7,500
16 炎月 BB 各モデル ¥6,000
20 炎月 SS 各モデル ¥10,000
21 炎月 BB 各モデル ¥7,500
20 ルアーマチック 　　 各モデル ¥3,000
19 トラウトライズ 各モデル ¥4,000
21 カーディフ AX 各モデル ¥10,000
トラウトワン AS　　　　 各モデル ¥6,000
カーディフ エリアリミテッド 各モデル ¥30,000
18 ポイズンアドレナ　 各モデル ¥14,000
18 ワールドシャウラ 各モデル ¥30,000
20 ゾディアス 　　　 各モデル ¥7,000
HRF AGS 各モデル ¥18,000
モアザン ブランジーノ AGS 各モデル ¥30,000
ラブラックス AGS 各モデル ¥15,000
19 ラテオ 各モデル ¥10,000
21 月下美人 MX 各モデル ¥10,000
メバリング X 各モデル ¥4,000
21 ジグキャスター 各モデル ¥7,500
21オーバーゼアー AGS 各モデル ¥28,000
オーバーゼアー 各モデル ¥10,000
エメラルダス X 各モデル ¥6,000
ルアーニスト 各モデル ¥3,000
シルバークリーク AGS 各モデル ¥14,000
18 プレッソ AGS 各モデル ¥19,000
ピュアリスト 各モデル ¥6,000
トラウト X AT 各モデル ¥3,500
21ブレイゾン 各モデル ¥9,000
ハートランドHL 各モデル ¥24,000
タトゥーラ 各モデル ¥7,000

品名 シリーズ 最大買取金額

オーシャンフィールド 各モデル ¥5,000

ソルティーステージ KR-X 各モデル ¥7,500

クロスフィールド 各モデル ¥5,000

トラウティンマーキス ナノ 各モデル ¥8,000

スタッカート 91MSS-HX ¥36,000

モンストロ 610  ¥18,000

ピメンタ 55 ¥21,000

B.C.4 5.10H ¥25,000

ブリストコモド 6.10XH ¥30,000

ビームス ローワー 6.2L ¥25,000

ビームス ブランシエラ 5.2UL ¥22,000

BRS 各モデル ¥9,000

Tコネクション コンフィー 各モデル ¥6,000

BPM BC 各モデル ¥5,000

21 BPM 各モデル ¥7,000

ラグゼ 宵姫 爽 各モデル ¥11,000

ラグゼ 桜幻 鯛ラバーS 各モデル ¥11,000

がま渓流 本流スペシャル2 各モデル ¥48,000

がま渓流 幻我2 各モデル ¥28,000

ガイドポスト LHR 各モデル ¥9,000

¥15,000

¥27,000

ブルーカレント Ⅲ 各モデル ¥12,000

¥27,000

グランデージ ライト 各モデル ¥12,000

グランデージ STD 各モデル ¥12,000

¥36,000

¥9,000

トラウトスピン GTR-60UL 各モデル ¥6,000

エゲリア ETNS 各モデル ¥9,000

エゲリア ETGS 各モデル ¥7,000

シルファー SYSSi-83MH ¥16,500
トゥイッチン スペチアレボロン 各モデル ¥36,000
ストリーム スぺチアーレボロン 各モデル ¥28,000

オーシャンゲート 各モデル ¥6,000
トラウトアンリミテッド 各モデル ¥11,000

ソルパラ 各モデル ¥3,500
三代目 クロステージ 各モデル ¥5,000
ファインテール 各モデル ¥7,000
トラパラ 各モデル ¥3,500

アドバンスメント HSR-63 ver.Ⅱ

アドバンスメント HSR-63 ver.Ⅲ

バリスティック 102MH TZ/NANO

21 フージン Z　Natural SEVEN 77MH

オフショア スティック SLJ S62M

メーカー

メーカー


