
※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

シークレットレア スーパーレアコレクターズレア シークレットレア
買取 3,200円

8,000円買取

プリズマティックシークレット プリズマティックシークレット ２０ｔｈシークレットレア

買取

伝説の剣闘士  カオス・ソルジャー Ｎｏ－Ｐ．Ｕ．Ｎ．Ｋ．ディア・ノート 覇王龍ズァーク

買取 8,000円

閃刀姫－ロゼ 超融合

買取 4,000円

月天気アルシエル 天獄の王
シークレットレア ２０ｔｈシークレットレア プリズマティックシークレット プリズマティックシークレット

8,000円 買取 4,000円

青眼の白龍 円融魔術 Ｌｉｖｅ☆Ｔｗｉｎ  リィラ・トリート風霊媒師ウィン フュージョン・デステニー ＦＮｏ．０  未来龍皇ホープ 鎌腰）浮幽さくら
ウルトラレア ウルトラレアプリズマティックシークレット

6,000円3,000円 買取買取

プリズマティックシークレット

買取 4,500円 買取 4,000円 買取

シークレットレア ２０ｔｈシークレットレア プリズマティックシークレット

買取

NCF1/JP090 ウルトラレア

4,000円

商品番号 レアリティ タイトル 買取価格

8,000円 買取

レアリティ商品番号

買取

Ｎｏ．９０  銀河眼の光子卿 400円 ETCO/JP078R

4,000円 買取 8,000円

魔轟神獣ガナシア 200円DBGI/JP002SR 優良ノーマル

300円PAC1/JP019SPSE スーパーレア

8,000円

絶火の大賢者ゾロア

タイトル 買取価格
プリズマティックシークレット 旗持ち）魔界発現世行きデスガイド 1,800円

=Sheet1!L85 優良ノーマル 沼地のドロゴン 300円

魔轟神獣ユニコール 800円

ヌメロン・ネットワーク 600円
魔轟神獣ノズチ 200円ネオス・フュージョン 1,500円 18282103 優良ノーマル

=Sheet1!$A134 スーパーレア

=Sheet1!$A137 シークレットレア

=Sheet1!$A136 ホログラフィックレア

=Sheet1!$A135 シークレットレア

天霆號アーゼウス 2,000円
55277252 スーパーレア

DT07/JP039SR スーパーレア

天霆號アーゼウス 1,800円

=Sheet1!$A138 優良ノーマル ハーピィの羽根吹雪 400円
マジシャンズ・サルベーション 3,000円=Sheet1!$A139 スーパーレア ハーピィの羽根吹雪 700円

魔轟神獣ユニコール 1,000円
円融魔術 4,000円DTC3/JP027SR ウルトラレア

=Sheet1!$A140 パラレルレア ハーピィの羽根吹雪 700円 WPP2/JP062SE ウルトラレア

VB20/JP002 シークレットレア

覇王白竜オッドアイズ・ウィング・ドラゴン 800円
魔導獣  マスターケルベロス 500円
魔導獣  マスターケルベロス 500円

=Sheet1!$A141 ウルトラレア EXFO/JP027 アルティメットレア覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン 1,000円

魔獣の懐柔 500円=Sheet1!$A143 ２０ｔｈシークレットレア 覇王龍ズァーク 8,000円 EXFO/JP027SE 優良ノーマル

=Sheet1!$A142 ウルトラレア

無限泡影 600円CROS/JP051SE 優良ノーマル

魔導獣  マスターケルベロス 700円EXFO/JP027AR シークレットレア

抹殺の指名者 300円72537897 シークレットレア=Sheet1!$A144 ウルトラレア 覇王龍ズァーク 300円

墓穴の指名者 800円
=Sheet1!$A145 優良ノーマル 墓穴の指名者 360円
=Sheet1!$A146 シークレットレア

マドルチェ・プディンセス・ショコ・ア・ラ・モ 2,000円RC03/JP044SE シークレットレア

10045474 シークレットレア 無限泡影 1,000円=Sheet1!$A147 優良ノーマル 破壊剣士の揺籃 200円
=Sheet1!$A148 優良ノーマル バスター・ビースト 200円 20TH/JPC99SE シークレットレア

灰流うらら 1,700円
無限泡影 1,000円
無限泡影 1,000円

=Sheet1!$A149 アルティメットレア FLOD/JP077SE ゴールドレア灰流うらら 2,000円

モンスターゲート 200円=Sheet1!$A151 コレクターズレア 両手閉じてる）灰流うらら 1,700円 DBGI/JP032SR 優良ノーマル

=Sheet1!$A150 コレクターズレア

ライトニング・ストーム 360円CORE/JP054SE 優良ノーマル

流星輝巧群 360円RC03/JP049PGR スーパーレア

ユニオン・キャリアー 480円43040603 ウルトラレア=Sheet1!$A152 ゴールドレア 両手閉じてる）灰流うらら 2,500円
=Sheet1!$A153 シークレットレア ラーの翼神竜－球体形 700円LVP3/JP011 ミレニアムウルトラレア風霊媒師ウィン 4,500円
=Sheet1!$A154 ウルトラレア

=Sheet1!$A155 プリズマティックシークレット フュージョン・デステニー 4,000円
風霊媒師ウィン 1,000円

CORE/JP054SE プリズマティックシークレット Ｌｉｖｅ☆Ｔｗｉｎ  リィラ・トリート 8,000円
白銀の城の召使い  アリアーヌ 1,600円CORE/JP054SE

プリズマティックシークレット

ＦＮｏ．０  未来龍皇ホープ 600円

六花聖ストレナエプリズマティックシークレット

CORE/JP054SE

CORE/JP054SE3,000円
白銀の迷宮城

ＬＬ－バード・コール

=Sheet1!$A156 アルティメットレア

ＦＮｏ．０  未来龍皇ホープ
プリズマティックシークレット 浮幽さくら=Sheet1!$A158

400円=Sheet1!$A157 ２０ｔｈシークレットレア

3,000円

スーパーレア

400円

CORE/JP054SE シークレットレア

CORE/JP054SE アルティメットレア リンクリボー
800円

真紅眼の黒星竜 400円
真紅眼の黒刃竜=Sheet1!$A162 ウルトラレア CORE/JP054SE ウルトラレア

=Sheet1!$A163 アルティメットレア ブレイブアイズ・ペンデュラム・ドラゴン

スーパーレア

鎌腰）浮幽さくら 4,000円

=Sheet1!$A161 シークレットレア

=Sheet1!$A160 ウルトラレア 青眼の白龍 8,000円
=Sheet1!$A159

400円
400円

フルール・ド・バロネス 2,500円
ブレイブアイズ・ペンデュラム・ドラゴン 400円

ウルトラレア

神碑の穂先 700円CORE/JP054SE

600円=Sheet1!$A166 レア 墓穴ホール 200円 73356503 優良ノーマル 烈風の結界像

シークレットレア 真紅眼の鋼炎竜 1,300円
=Sheet1!$A164 700円
=Sheet1!$A165 優良ノーマル ヘル・テンペスト 600円 CORE/JP054SE

真紅眼の鋼炎竜

シークレットレア
買取 1,440円

閃刀起動－リンケージ

シークレットレア ブレイブアイズ・ペンデュラム・ドラゴン 600円

900円買取 720円

CORE/JP054SE

買取 1,200円 買取

アルティメットレア

CORE/JP054SE

8,000円

スーパーレア

シークレットレア
調弦の魔術師Ｖ・ＨＥＲＯ  ファリス 閃刀姫－ハヤテ 閃刀姫－レイ 増殖するＧ

1,800円 買取 2,800円

テラ・フォーミング
プリズマティックシークレット

買取


