
※買取価格は最新相場状況や在庫、カードの状態により変動する場合がございます。
また、買取出来ない場合もございます。

2022.03.26.更新コチラはほんの一例です！裏面にも高価買取カード多数掲載！裏面へGO!

HPでも確認できます

レア マスターレアスーパーレア マスターレア
買取 960円

800円買取

ＤＳＲ スーパーレア プロモカード
買取

切札勝太＆カツキング　－熱血の物語－ 卍  ギ・ルーギリン  卍/卍獄ブレイン 禁断のモモキングダム

買取 360円

海龍神クリスド 我我我ガイアール・ブランド

買取 200円

“逆悪襲”ブランド キャンベロ　＜レッゾ．Ｓｔａｒ＞

スーパーレア マスターレア ベリーレア スーパーレア
360円 買取 960円

流星のガイアッシュ・カイザー 龍風混成サーディクリカ 霊宝ヒャクメ-4生命と大地と轟破の決断 ”罰怒”ブランド 「雷光の聖騎士」 メガ・マナロック・ドラゴン

スーパーレア スーパーレアマスターレア

720円700円 買取買取

プロモカード
買取 2,700円 買取 1,500円 買取

スーパーレア スーパーレア スーパーレア
買取

DMEX061A/98 ビクトリーレア

4,000円

商品番号 レアリティ タイトル 買取価格

1,320円 買取

レアリティ商品番号

買取

爆銀王剣  バトガイ刃斗/爆熱王ＤＸ  バトガイ銀 300円 DMP86/Y20

1,300円 買取 2,640円

百族の長  プチョヘンザ 150円DMR21L1H1/L2 レジェンド
150円DMR21L1/L2 レジェンド

2,000円

百族の長  プチョヘンザ

タイトル 買取価格
プロモカード 百族の長  プチョヘンザ 800円

DMBD141A/25 ビクトリーレア 爆熱剣  バトライ刃 500円

百万超邪  クロスファイア 100円

爆流忍法  不死鳥の術 150円
未来王龍  モモキングＪＯ 3,000円八頭竜  ＡＣＥ－Ｙａｍａｔａ/神秘の宝剣 300円 DMRP201B/20 マスターレア

DMR2317/74 レア

DMRP02M2/M2 マスターレア

DMRP0953/102 アンコモン
DMBD183/14 ノーマル

“罰怒”ブランド 1,300円
DMRP11G5/G7 スーパーレア

DMRP15KM1/KM3 マスターレア

バッドドッグ・マニアクス 240円

DMRP02M2H1/M2 マスターレア “罰怒”ブランド 1,300円
「貪」の鬼  バクロ法師 100円DMRP1717B/20 マスターレア “罰怒”ブランド 1,500円

∞龍  ゲンムエンペラー 1,560円
∞龍  ゲンムエンペラー 1,440円DMRP2016A/20 マスターレア

DMBD146A/25 ビクトリーレア 覇闘将龍剣  ガイオウバーン/勝利の覇闘  ガイラオウ 300円 DMP42/Y19 プロモカード

DMRP139/95 ベリーレア

卍月  ガ・リュザーク  卍/卍・獄・殺 400円
無量大龍  ドゥエ・ミリオーニ 200円

ムシ無視のんのん/灰になるほどヒート 250円
DMN/539 優良ノーマル DMRP15S8/S11 スーパーレア覇闘将龍剣  ガイオウバーン/勝利の覇闘  ガイラオウ 300円

メガ・マナロック・ドラゴン 1,300円DMRP119/102 ベリーレア 葉鳴妖精ハキリ 100円 DMR17S8/S10 スーパーレア

DMRP06MD1H1/MD1 マスターレア

メンデルスゾーン 900円DMEX01G2/G10 コモン

「光魔の鎧」 100円DMP13/Y19 プロモカード

メルゲ否男/「今も我らの願いはただひとつ」 150円DMEX0636/98 ノーマルDMRP06S7/S10 スーパーレア ビックリーノ 300円

氷牙レオポル・ディーネ公/エマージェンシー・タイフーン 100円

DMRP13S3/S11 スーパーレア 「非道」の鬼  ゴウケン齋 150円
DMEX17111/138 コモン

Ｂ箔押し）メンデルスゾーン 1,800円DMRP2017B/20 ノーマル

DMEX0653/98 ノーマル メンデルスゾーン 300円DMR23L2/L2 レジェンド 龍の極限ドギラゴールデン 150円
DMBD147/25 ノーマル 最終龍覇  グレンモルト 360円 DMEX1612/100 ノーマル

フェアリー・シャワー 200円
モモダチ  モンキッド 100円
モモキング  －旅丸－ 250円

DMBD1414/25 ノーマル DMP14/Y19 プロモカード最終龍覇  ボロフ 100円

雷龍  ヴァリヴァリウス 500円DMRP1685/95 コモン フェアリー・ソング 100円 DMRP14H2/H15 スーパーレア

DMP35/Y16 プロモカード

Ｒｅ：奪取  トップギア 400円DMRP196B/20 コモン

「雷光の聖騎士」 1,320円DMRP13S6/S11 スーパーレア

終末の時計  ザ・クロック 100円DMBD1512/18 レアDMRP13H14/H15 アンコモン 不死妖精ベラドアネ 100円
DMRP08S3/S10 スーパーレア 完璧問題  オーパーツ 400円DMR23S8/S9 スーパーレア不夜城艦  クランヴィア 300円
DMRP08S3H/S10 スーパーレア

DMRP14S5/S11 スーパーレア ブラキオ龍樹 1,700円
不夜城艦  クランヴィア 350円

DMRP08S7/S10 スーパーレア 龍星装者  “Ｂ－我”ライザ 350円
流星のガイアッシュ・カイザー 2,640円DMEX1721/138

プロモカード

ブラッディ・クロス 150円

龍装艦  チェンジザ/六奇怪の四  ～土を割る逆瀧スーパーレア

DMEX12S8/S20

DMRP06S5/S10100円

龍装艦  チェンジザ/六奇怪の四  ～土を割る逆瀧

龍装鬼  オブザ０８号/終焉の開闢

DMEX0367/69 コモン
ブルース・ガー

優良ノーマル プロジェクト・ゴッドDMN/969
100円DMN/926 優良ノーマル

100円

スーパーレア

100円

DMEX12S11/S20 スーパーレア

DMBD1517/18 アンコモン 龍装者  バルチュリス
100円

龍風混成  ザーディクリカ 4,000円
龍素記号  Ｓｒ  スペルサイクリカDMEX01G6/G10 アンコモン DMBD1310/26 スーパーレア

DMEX1711/138 スーパーレア ボルメテウス・モモキング

ベリーレア

暴走  ザバイク/ブンブン・バースト 100円

DMR21S5/S10 スーパーレア

DMRP10S10/S12 スーパーレア 暴走獣斗  ブランキー 500円
DMP6/Y18

180円
150円

暴力類  アバレマックス 150円
ホーガン・ブラスター 300円

スーパーレア

龍装０５号  イヴィルヴィ/イーヴィル・フォース 200円DMRP095/102

500円DMEX1697/100 ノーマル 【マニフェスト】チームウェイブを救いたい【聞け】 200円 DMRP2010A/20 レア ロスト・Ｒｅ：ソウル
レア ロイヤル・ドリアン 900円

DMRP11M3/M3 2,000円
DMEX157/100 スーパーレア 革命の絆 150円 DMX1161/84

霊宝  ヒャクメ－４

レジェンド
買取 300円

蒼き守護神　ドギラゴン閃

マスターレア “魔神轟怒”ブランド 720円

270円買取 240円

DMP48/Y20

買取 200円 買取

プロモカード

DMRP1710B/20

400円

スーパーレア

マスターレア
王来英雄　モモキングＲＸ「絶対の楯騎士」 アルカディアス・モモキング １３番目の計画/サファイア・ミスティ 3枚ｾｯﾄ）Ｖｏｌｚｅｏｓ－Ｂａｌａｍｏｒｄ

270円 買取 960円

音卿の精霊龍ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」

スーパーレア
買取


