
型番 カード名 レアリティ 買取価格 型番 カード名 レアリティ 買取価格 型番 カード名 レアリティ 買取価格

                リンク DBSS-JP002 魔救の探索者 スーパー ¥500 CP17-JP032 究極進化薬 レア ¥300

PAC1-JP034 Ｉ：Ｐマスカレーナ（通常絵） ウルトラ ¥300 なんでも 荒魂 なんでも ¥700 PHHY-JP069 三戦の号 レア ¥250

CHIM-JP049 Ｉ：Ｐマスカレーナ（通常絵） スーパー ¥250 CP19-JP007 Ｖ・ＨＥＲＯ インクリース スーパー ¥1,100 WPP2-JP004 ジョーカーズ・ストレート スーパー ¥350

ETCO-JP048 スプラッシュ・メイジ レア ¥250 DBAD-JP026 鏡の御巫ニニ スーパー ¥350 DBSS-JP028 呪われしエルドランド スーパー ¥250

LVP2-JP001 混沌の戦士 カオス・ソルジャー ウルトラ ¥1,100 VJMP-JP220 若い忍者 ウルトラ ¥500 DBLE-JP022 魔玩具補綴 ウルトラパラレル ¥600

PHRA-JP048 鉄獣戦線 凶鳥のシュライグ アルティメット ¥600 DP27-JP024 古衛兵アギド スーパー ¥400 なんでも 魔玩具補綴 ノーマル、ノーマルパラ ¥500

PHRA-JP048 鉄獣戦線 凶鳥のシュライグ ウルトラ ¥500 DBMF-JP001 斬機シグマ スーパー ¥700 なんでも 盗人の煙玉 ノーマル ¥400

　　　　　エクシーズ DP27-JP021 宿神像ケルドウ スーパー ¥600 AC01-JP023 ピリ・レイスの地図 スーパー ¥300

VJMP-JP170 塊斬機ダランベルシアン ウルトラ ¥1,800 DBTM-JP014 白銀の城のラビュリンス ウルトラ ¥200 DBTM-JP021 白銀の迷宮城 スーパー ¥200

なんでも キキナガシ風鳥 ノーマルパラ・ノーマル ¥400 VX02-JP002 スターダスト・ヴルム ウルトラ ¥1,100 　　　　　　　罠
VJMP-JP227 神羊樹バロメット ウルトラ ¥300 DAMA-JP002 スターダスト・シンクロン スーパー ¥500 DBSS-JP031 紅き血染めのエルドリクシル スーパー ¥300

PHRA-JP045 天霆號アーゼウス アルティメット ¥1,500 SD43-JP002 スプリガンズ・キット ノーマルパラ ¥250 DBTM-JP023 ウェルカム・ラビュリンス スーパー ¥1,000

PHRA-JP045 天霆號アーゼウス ウルトラ ¥1,300 DIFO-JP007 セリオンズ“キング”レギュラス ウルトラ ¥600 DBSS-JP034 黄金郷のコンキスタドール スーパー ¥250

　　　　　　シンクロ DBLE-JP016 超重武者ダイ－８ ウルトラパラレル ¥400 　　　　　▼DUNE▼
VJMP-JP107 琰魔竜王 レッド・デーモン・カラミティ ウルトラ ¥800 DBAD-JP025 剣の御巫ハレ スーパー ¥500 DUNE-JP026 火霊媒師ヒータ アルティメット ¥250

DBLE-JP039 琰魔竜王 レッド・デーモン・カラミティ ノーマルパラ ¥500 VJMP-JP135 ＤＤＤ超視王ゼロ・マクスウェル ウルトラ ¥2,000 DUNE-JP026 火霊媒師ヒータ ウルトラ ¥200

ROTD-JP043 混沌魔龍 カオス・ルーラー アルティメット ¥250 YO01-JP001 宣告者の神巫 ウルトラ ¥700 DUNE-JP033 幻獣王キマイラ シークレット ¥200

DP27-JP005 パワー・ツール・ブレイバー・ドラゴン ウルトラ ¥600 SD35-JP012 怒炎壊獣ドゴラン ノーマル ¥350 DUNE-JP033 幻獣王キマイラ アルティメット ¥200

　　　　　　　融合 なんでも 灰流うらら ノーマル ¥500 DUNE-JP033 幻獣王キマイラ ウルトラ ¥200

SD37-JPP01 エルシャドール・アプカローネ ウルトラ ¥300 EP19-JP023 未界域のチュパカブラ スーパー ¥250 DUNE-JP037 コズミック・クェーサー・ドラゴン ホログラフィック ¥1,100

SD37-JPP03 エルシャドール・ミドラーシュ スーパー ¥200 EP19-JP028 未界域のツチノコ スーパー ¥300 DUNE-JP037 コズミック・クェーサー・ドラゴン シークレット ¥600

LVP1-JP060 エルシャドール・ミドラーシュ レア ¥200 EP19-JP022 未界域のネッシー スーパー ¥500 DUNE-JP037 コズミック・クェーサー・ドラゴン アルティメット ¥200

BACH-JP040 ガーディアン・キマイラ ウルトラ ¥350 VJMP-JP215 真紅眼の黒星竜 ウルトラ ¥200 DUNE-JP037 コズミック・クェーサー・ドラゴン ウルトラ ¥80

SD43-JP041 氷剣竜ミラジェイド ウルトラ ¥250 DABL-JP030 迷宮城の白銀姫 プリズマティックシークレット ¥20,000 DUNE-JP038 赤き竜 シークレット ¥500

LIOV-JP033 烙印竜アルビオン アルティメット ¥350 DABL-JP030 迷宮城の白銀姫 シークレット ¥1,600 DUNE-JP038 赤き竜 アルティメット ¥250

　　　　　儀式モンスター DABL-JP030 迷宮城の白銀姫 アルティメット ¥1,300 DUNE-JP038 赤き竜 ウルトラ ¥100

DBAD-JP027 オオヒメの御巫 シークレット ¥1,100 DABL-JP030 迷宮城の白銀姫 ウルトラ ¥700 　　　　　▼DBWS▼
DBAD-JP027 オオヒメの御巫 ウルトラ ¥900 DBTM-JP016 白銀の城の召使い アリアーヌ スーパー ¥250 DBWS-JP001 ゼノ・メテオロス スーパー ¥200

　　　　　効果モンスター CYAC-JP031 ワナビー！ ノーマルレア ¥400 DBWS-JP006 グラウンド・ゼノ スーパー ¥500

SHVI-JP020 青き眼の賢士 スーパー ¥300 　　　　　　　魔法 ご注意

LGB1-JP007 青き眼の賢士 ノーマルパラ ¥250 CP18-JP020 一撃必殺！居合いドロー スーパー ¥500 キズがありますと表記の金額より大幅な減額となる可能性があります。

表記金額は「１枚だけお持ちいただいた場合の金額」となります。

（複数枚の場合は買取価格を下げさせていただく事があります）

告知なしに終了させていただく事があります。
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受付の際はリスト表記のカードは分けて、「これがリストにあった！」と申告をお願いします（気づかないので本当にお願いします）

リストに無いカードももちろん買取します！！

更新版

ご注意

　買取の際には必ず「PickUp買取」であることを申告してください。

申告がない場合には通常査定となります。

PickUp買取価格表

リストの買取価格は日付時点のものになります。

買取価格は状態や在庫、市場により変動します。



色 型番 カード名 レアリティ 買取価格 色 型番 カード名 レアリティ 買取価格 色 型番 カード名 レアリティ 買取価格

ｾﾞﾛ DMRP-10-S1 ゴッド・ガヨンダム スーパーレア ¥200 自然 なんでも 闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー/お清めシャラップ - ¥200 混色 DMRP-21-TR7 一王二命三眼槍 スーパーレア ¥600

ｾﾞﾛ DMSP-04-4 ゴッド・ガヨンダム スーパーレア ¥200 自然 DMEX-16-76 超神羅ギュンター・ペガサス - ¥100 混色 DMRP-16-S10 一王二命三眼槍 スーパーレア ¥600

ｾﾞﾛ DMEX-02-9 ポクチンちん スーパーレア ¥250 自然 DMRP-14-S5 ブラキオ龍樹 スーパーレア ¥500 混色 DMEX-15-7 ボルシャック・NEX/スーパー・スパーク スーパーレア ¥300

ｾﾞﾛ なんでも キング・ザ・スロットン7/7777777 スーパーレア ¥300 自然 DMRP-22-TR6 ブラキオ龍樹 スーパーレア ¥500 混色 なんでも 革命の絆 スーパーレア ¥700

ｾﾞﾛ DMEX-19-3 勝熱と弾丸と自由の決断 ベリーレア ¥300 自然 DMR-19-S9 S級原始 サンマッド スーパーレア ¥500 混色 DM22-EX2-S13 「鎮魂」の頂 ベートーベン・ソレムニス スーパーレア ¥150

ｾﾞﾛ なんでも DG-パルテノン ～龍の創り出される地～ レア ¥250 自然 DM22-RP1-S7 十番龍 オービーメイカー Par100 スーパーレア ¥800 混色 DMRP-19-S11 勝災電融王 ギュカウツ・マグル スーパーレア ¥150

光 DMR-13-V1b 天命王 エバーラスト ビクトリーレア ¥1,000 自然 DMRP-07-S9 龍罠 エスカルデン/マクスカルゴ・トラップ スーパーレア ¥350 混色 DM22-EX2-S14 偽りの王 ヴィルヘルム スーパーレア ¥100

光 DMEX-16-22 闘門の精霊ウェルキウス スーパーレア ¥800 自然 DM22-RP2-S8 環嵐！ホールインワン・ヘラクレス スーパーレア ¥350 混色 DMEX-14-69 有象夢造 アンコモン ¥200

光 DMRP-09-S3 闘門の精霊ウェルキウス スーパーレア ¥800 自然 なんでも ナ・チュラルゴ・デンジャー/ナチュラル・トラップ スーパーレア ¥250 混色 DMEX-19-52 有象夢造 アンコモン ¥200

光 DMRP-21-S1 「正義星帝」＜ライオネル.Star＞ スーパーレア ¥1,100 自然 DMR-14-55 豊潤フォージュン コモン ¥350 混色 なんでも 天災 デドダム なんでも ¥300

光 DMBD-04-3 絶対の畏れ 防鎧 スーパーレア ¥400 自然 なんでも 闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー/お清めシャラップ レア ¥200 　　 ▼DM23ーRP1▼
光 DM22-RP1-S2 シェケダン・ドメチアーレ スーパーレア ¥200 自然 DMR-14-55 豊潤フォージュン コモン ¥350 DM23-RP1-OR1 覇炎竜ボルシャック・ライダー OR ¥50

水 DMRP-21-S3 ギュウジン丸の海幻 スーパーレア ¥250 混色 DMEX-08-304a 伝説の救世主 ワタル - ¥1,400 DM23-RP1-S3 der’Zen Mondo/♪必殺で つわものどもが 夢の跡 スーパーレア ¥200

水 DMEX-15-14 神の試練 ベリーレア ¥300 混色 なんでも メンデルスゾーン - ¥150 DM23-RP1-S4 SC龍飛→SC風流 スーパーレア ¥150

闇 DMBD-22-15 龍頭星雲人/零誕祭 - ¥350 混色 なんでも ∞龍 ゲンムエンペラー KGM ¥1,200 DM23-RP1-S5 深淵の螺穿 ラゼル＝ズバイラル スーパーレア ¥150

闇 DMEX-07-M6 卍夜の降凰祭 マスターカード ¥200 混色 DMEX-13-KM2 鬼ヶ大王 ジャオウガ KGM ¥1,700 DM23-RP1-S6 ノラディ：ド：スルーザ スーパーレア ¥250

闇 DMEX-02-30 奈落の葬儀人デス・シュテロン スーパーレア ¥200 混色 DMEX-13-KM2秘1 鬼ヶ大王 ジャオウガ KGM ¥1,700 DM23-RP1-S7 ボルシャック・アークゼオス スーパーレア ¥600

闇 DMR-10-S4 奈落の葬儀人デス・シュテロン スーパーレア ¥200 混色 DMEX-13-KM2秘2 鬼ヶ大王 ジャオウガ KGM ¥1,700 DM23-RP1-S8 チアスカーレット アカネ スーパーレア ¥1,000

闇 なんでも 悪魔龍 ダークマスターズ ベリーレア ¥250 混色 DMEX-19-M秘5 鬼ヶ大王 ジャオウガ KGM ¥1,700 DM23-RP1-6 輝跡！シャイニングロード・マンティス/輝跡の大地 ベリーレア ¥200

闇 DMRP-12-23 九番目の旧王 レア ¥500 混色 DMRP-17-KM2 聖魔連結王 ドルファディロム KGM ¥250 DM23-RP1-13 ボン・キゴマイム/♪やせ蛙 ラッキーナンバー ここにあり レア ¥300

火 DM22-BD1-11 炎龍覇 グレンアイラ/「助けて！モルト！！」 - ¥250 混色 DMRP-13-KM3 大樹王 ギガンディダノス KGM ¥100 DM23-RP1-21 クック・轟・ブルッチ レア ¥100

火 DM22-BD1-10 爆炎龍覇 モルトSAGA - ¥100 混色 DMEX-19-M9 大樹王 ギガンディダノス KGM ¥100 DM23-RP1-23 氷打の妖精/巨打設計図 レア ¥80

火 なんでも 轟く侵略 レッドゾーン LEGEND ¥300 混色 PR-Y19-P6 大樹王 ギガンディダノス KGM ¥150 DM23-RP1-TF6 天災 デドダム レア ¥300

火 DMRP-02-M2 “罰怒”ブランド マスターカード ¥1,500 混色 DMEX-15-3 切札勝舞＆ボルメテウス -決闘の物語- DSR ¥250 DM23-RP1-T6 天災 デドダム レア ¥300

火 DMEX-19-M秘7 “罰怒”ブランド マスターカード ¥1,500 混色 DM22-EX2-S7 禁断の轟速 ブラックゾーン スーパーレア ¥1,800 ご注意

火 DMEX-19-M秘10 “魔神轟怒”万軍投 マスターカード ¥800 混色 DMEX-17-20 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 ¥1,800 キズがありますと表記の金額より大幅な減額となる可能性があります。

火 DMEX-17-13 超神羅星アポロヌス・ドラゲリオン スーパーレア ¥800 混色 DMEX-14-S7 ソーシャル・マニフェストⅡ世 スーパーレア ¥900 表記金額は「１枚だけお持ちいただいた場合の金額」となります。

火 DMRP-12-S9 アカカゲ・レッドシャドウ スーパーレア ¥600 混色 なんでも 天命龍装 ホーリーエンド/ナウ・オア・ネバー スーパーレア ¥1,800 （複数枚の場合は買取価格を下げさせていただく事があります）

火 DM22-RP1-S6 ボルシャック・フォース・ドラゴン スーパーレア ¥500 混色 なんでも 龍風混成 ザーディクリカ スーパーレア ¥1,100 告知なしに終了させていただく事があります。

火 DMEX-17-38 “逆悪襲”ブランド ベリーレア ¥150 混色 DMRP-18-S9 砕慄接続 グレイトフル・ベン スーパーレア ¥800

火 DM22-RP1-TR9 “逆悪襲”ブランド ベリーレア ¥150 混色 DMEX-19-S20 砕慄接続 グレイトフル・ベン スーパーレア ¥800

火 DMR-22-19 スクランブル・チェンジ レア ¥300 混色 DM22-EX2-S11 電磁魔天イエス・ザナドゥ スーパーレア ¥600

自然 DMX-18-16c 我臥牙 ヴェロキボアロス - ¥3,000 混色 DMEX-17-超37 一王二命三眼槍 スーパーレア ¥700

PickUp買取価格表 買取価格は状態や在庫、市場により変動します。 リストに無いカードももちろん買取します！！

受付の際はリスト表記のカードは分けて、「これがリストにあった！」と申告をお願いします（気づかないので本当にお願いします）

5/17 更新版 　買取の際には必ず「PickUp買取」であることを申告してください。

申告がない場合には通常査定となります。ご注意 リストの買取価格は日付時点のものになります。



色 型番 カード名 レアリティ 買取価格 色 型番 カード名 レアリティ 買取価格 色 型番 カード名 レアリティ 買取価格

黄色 BSC35-XXA01 マスカレード XXレア ¥300 青 CB17-X05 仮面ライダーオーズ スーパータトバ コンボ ［2］ Xレア ¥350 複数 BS63-090 オラクルXX オーバージャッジメント レア ¥500

黄色 BS63-XX02 六絶神 希望のセレスティア XXレア ¥350 青 PC03-X02 ウルトラマン［シン・ウルトラマン］ Xレア ¥500 複数 CB26-076 ハイパーグッドラックモード レア ¥400

黄色 BSC31-X01 ［夏休み］レイ・オーバ（水色のテキスト） Xレア ¥27,000 青 CB17-CP03 変身!! 仮面ライダーオーズ キャンペーン ¥2,400 複数 CB19-045 50th 仮面ライダーディケイド レア ¥700

黄色 BSC31-X03 ［学園制服］ディアナ・フルール（水色のテキスト） Xレア ¥18,000 青 BS36-056 癸の爆獣グリズクラッシュ マスターレア ¥1,100 複数 CB19-070 50th 仮面ライダービルド ラビットタンクフォーム レア ¥700

黄色 BSC33-X01 ［冬の装い］レイ・オーバ（オレンジ色のテキスト） Xレア ¥7,000 青 CB17-068B 仮面ライダーオーズ タジャドル コンボ 転醒レア ¥250 複数 CB19-074 50th 仮面ライダージオウ レア ¥300

黄色 BSC35-X01 ［スターフェス］レイ・オーバ（ピンク色のテキスト） Xレア ¥10,000 青 CB16-065B ミスター・ブシドー 転醒レア ¥200 複数 LM18-10 大牙 和巳 プロモ ¥800

黄色 BSC28-X01 ［学園制服］ノア・フルール（ピンク色のテキスト） Xレア ¥4,800 青 BS63-CP09 神海大帝ケーニッヒ・シャック キャンペーン ¥2,200 　　　　▼BSC40▼
黄色 PB05-D03 ［チョコレート大作戦］リアス・ウロヴォルン Xレア ¥3,500 青 PB18-U02 ウルトラマンブル アクア プロモ ¥1,000 BSC40-XX01 ［白黒幻奏］トリックスター XXレア ¥250

黄色 BSC35-XA01 ［パステルパープルラインコーデ］姫石らき Xレア ¥600 青 LM19-U06 タイガの父 ウルトラマンタロウ - ¥250 BSC40-X01 ［白黒幻奏］ノア・フルール Xレア ¥200

黄色 BSC21-X03 剣聖姫ツル Xレア ¥500 青 LM19-U08 スペシウム光線 - ¥250 BSC40-X02 ［白黒幻奏のアイドル三巨頭］クインステル・メドゥーク Xレア ¥50

黄色 BSC23-X05 ［戦国艶姫］ブラックスター Xレア ¥300 赤 CB25-XX01 νガンダム［ロングレンジ・フィン・ファンネル］ XXレア ¥600 BSC40-X03 ［白黒幻奏］ローズ・ベリィ Xレア ¥150

黄色 BSC35-XA02 ［メロディダイヤモンドコーデ］友希あいね Xレア ¥250 赤 CB21-X04 式波・アスカ・ラングレー -テストスーツ- Xレア ¥400 BSC40-X04 ［白黒幻奏の四魔女］イルマ・イマージュ Xレア ¥150

黄色 BSC16-X03 歌姫トリックスター Xレア ¥200 赤 BS63-CP04 灼熱神龍ゴッド・グロウ キャンペーン ¥1,000 BSC40-X05 ［白黒幻奏］リオル・ティーダ Xレア ¥80

黄色 BSC35-XA03 ［マテリアルサファイアコーデ］湊 みお Xレア ¥200 赤 CB12-CP01 変身!! 仮面ライダークウガ キャンペーン ¥350 BSC40-CX01 ［ずっと一緒に］フォンニーナ 契約Xレア ¥300

黄色 CB25-CX03 ガンダム・エアリアル 契約Xレア ¥2,200 赤 CB16-051 オードリー・バーン マスターレア ¥250 BSC40-CX02 ［ずっと一緒に］リアス・ウロヴォルン 契約Xレア ¥400

黄色 BS63-CP08 フェニックスゴッデス・フェニル キャンペーン ¥1,200 白 SD52-X02 フリーダムガンダム Xレア ¥350 BSC40-015 ［白黒幻奏］フォンニーナ マスターレア ¥50

黄色 BSC33-CP01 プロデューサーアレックス キャンペーン ¥1,400 白 BS63-CP07 超極機神グレート・スターク キャンペーン ¥1,000 BSC40-059 モノクロームフォー レア ¥50

黄色 BSC33-CP02 プロデューサーリリ キャンペーン ¥1,400 白 BS62-CP02 月光神龍ルナテック・ストライクヴルム キャンペーン ¥500 ご注意

黄色 SD45-CP05 ホーリードラモン キャンペーン ¥250 白 BS59-CP04 黒天狐ネガ・ナインテイル キャンペーン ¥500 キズがありますと表記の金額より大幅な減額となる場合があります。

黄色 BSC28-CP01 ［謎の転校生］サワエル キャンペーン ¥300 白 PX22-04 白鳥 ユウ プロモ ¥2,400 表記金額は「１枚だけお持ちいただいた場合の金額」となります。

紫 CB17-X03 ナスカ・ドーパント ［2］ Xレア ¥1,000 緑 CB25-X05 ペーネロペー Xレア ¥300 （複数枚の場合は買取価格を下げさせていただく事があります）

紫 BS44-X02 冥界蛇神アウザール Xレア ¥1,000 緑 BS63-CP06 激嵐牙皇シュトゥルム・ランポ キャンペーン ¥1,000 告知なしに終了させていただく事があります。

紫 CB16-X03 ガンダム・グシオンリベイク Xレア ¥600 緑 CB19-014 50th 仮面ライダーBLACK RX レア ¥800

紫 BS57-X02 黄泉ノ神子ヒルコ Xレア ¥250 複数 BS51-10thX04 超龍騎神グラン・サジット・ノヴァ 10thXレア ¥2,200

紫 BS63-CP05 聖魔神皇パラディ・バット キャンペーン ¥2,200 複数 BS46-XX02 創界神アンターク XXレア ¥1,400

紫 BS51-CP02 紫電の霊剣ライトニング・シオン キャンペーン ¥200 複数 CB24-XX01 仮面ライダーオーズ タジャドルコンボエタニティ XXレア ¥200

紫 BS37-017 戊の四騎龍ブラックライダー マスターレア ¥350 複数 CB24-X06 仮面ライダークローズエボル Xレア ¥5,200

青 CB16-XX01 トランザムライザー XXレア ¥2,000 複数 CB26-X05 DRAGON KID＆MAGICAL CAT Xレア ¥1,200

青 BS61-X07 天蠍皇帝スコル・エンペラー Xレア ¥1,000 複数 BS63-X09 オラクル二十一柱 XX ザ・ジャッジメント Xレア ¥800

青 CB27-X05 ガンダムエクシアリペア Xレア ¥300 複数 CB06-CP01 仮面ライダージオウ ビルドアーマー キャンペーン ¥500

受付の際はリスト表記のカードは分けて、「これがリストにあった！」と申告をお願いします（気づかないので本当にお願いします）

PickUp買取価格表 買取価格は状態や在庫、市場により変動します。

5/17 更新版

リストの買取価格は日付時点のものになります。ご注意

リストに無いカードももちろん買取します！！

　買取の際には必ず「PickUp買取」であることを申告してください。

申告がない場合には通常査定となります。



型番 カード名 レアリティ 買取価格 型番 カード名 レアリティ 買取価格 型番 カード名 レアリティ 買取価格

D-BT09-015 龍樹の落胤 ビスト・アルヴァス RRR ¥500 D-SS05-014 天満月の輪舞曲 フェルティローザ RRR ¥400

D-BT01-013 再起の竜神王 ドラグヴェーダ ORR ¥400 D-BT09-016 蝕滅の龍樹 グリフォギィラ RRR ¥400 D-SS05-015 月に寄り添う幻想曲 アーデルハイト RRR ¥400

D-BT01-019 無窮の星竜帝 エルドブレアス ORR ¥300 D-BT09-Re07 ステムディヴィエイト・ドラゴン Re ¥400 D-SS05-016 籠めた願いは何色に ヴァルシュブラン RRR ¥1,500

D-BT01-022 栄典の光竜神 アマルティノア ORR ¥500 D-BT09-Re12 喚起の操獣師 ライリー Re ¥300 D-SS05-022 触れ合う手と手の夢想曲 ロスヴィータ RR ¥150

D-BT04-001 ヴェルリーナ・エスペラルイデア RRR ¥600 D-BT09-Re13 アメリオレート・コネクター Re ¥400 D-SS05-027 夜空を焦がす嬉遊曲 オルトゥード RR ¥350

D-BT04-003 トリクムーン RRR ¥350 D-BT10-001 緋炎帥竜 ガーンデーヴァ RRR ¥400 D-SS05-032 交わり照らせ緋蒼の閃光 RR ¥800

D-BT04-007 極光烈姫 セラス・ピュアライト RRR ¥600 D-BT10-002 壮鱗の大炎斧 カルガフラン RRR ¥400 D-SS05-Re06 フレアヴェイル・ドラゴン Re ¥400

D-BT04-010 頂を超える剣 バスティオン・プライム RRR ¥700 D-BT10-006 黒天の雷震妃 レィミーナ RRR ¥250 D-SS05-Re12 ステムディヴィエイト・ドラゴン Re ¥500

D-BT04-015 彷徨の獄竜 RRR ¥1,000 D-BT10-008 討究の鎌刃 ハビタブルゾォン RRR ¥900 D-SS05-Re13 喚起の操獣師 ライリー Re ¥400

D-BT05-018 悪逆非道？のモスガール メープル RRR ¥600 D-BT10-012 スパイラルキューティ・エンジェル RRR ¥800 D-SS05-Re19 アメリオレート・コネクター Re ¥600

D-BT06-001 天輪鳳竜 ニルヴァーナ・ジーヴァ RRR ¥500 D-BT10-015 恋縛の乙女 マーガレット RRR ¥300 D-SS05-Re24 天音の楽士 アルパック Re ¥250

D-BT06-008 コンバイン・ラッシャー RRR ¥600 D-BT10-032 龍樹の落胤 デプス・エイリィ RR ¥300 D-SS05-Re25 ブレードフェザー・ドラゴン Re ¥400

D-BT06-012 破断の騎士 シュナイゼル RRR ¥400 D-BT10-036 マスク・オブ・ヒュドラグルム RR ¥1,700 D-SS05-Re26 加護の魔法 プロロビ Re ¥400

D-BT06-035 仄暗き夜に、怨嗟は凍えて RR ¥600 　　　　タイトルブースター D-SS05-Re35 光華瞬く夜想曲 ユーディット Re ¥200

D-BT07-004 炎尾の曲芸師 ミロスラヴァ RRR ¥250 D-TB01-001 三日月宗近 RRR ¥300 D-SS05-Re37 スノウスキップ パルヴィ Re ¥250

D-BT07-011 ユースベルク“反抗黎騎・翠嵐” RRR ¥1,000 D-TB05-002 神々への謀反 ブリュンヒルデ RRR ¥300 D-SS05-Re38 珠玉の一曲 エドウィージュ Re ¥250

D-BT07-026 ウェイワードセラピー・エンジェル RR ¥600       　エクストラブースター D-SS05-Re39 澄み渡る雪夜 ベレトア Re ¥600

D-BT08-004 銀の茨 ライジング・ドラゴン RRR ¥300 D-LBT03-002 幻耀の魔導姫 ルーテシア RRR ¥350 D-SS05-Re40 ドラグリッター ハルブ Re+ ¥800

D-BT08-006 電波怪獣 ウェイビロス RRR ¥400 D-LBT03-010 両手じゃ足りない幸福 ノートリア RRR ¥300 D-SS05-Re47 Hoppin’Stellar メルティ Re+ ¥150

D-BT08-023 アーベント・ローバスト RR ¥400 D-LBT03-014 クーリング・ハート ユイカ RRR ¥3,400 D-SS05-Re48 クーリング・ハート ユイカ Re+ ¥3,400

D-BT08-033 恩寵湛えし聖なる杯 RR ¥1,700       　▼D-SS05▼ ご注意

D-BT09-001 封焔竜 カーンクシャティ RRR ¥250 D-SS05-001 焼尽の精霊王 ヴァルナート ORRR ¥1,100 キズがありますと表記の金額より大幅な減額となる場合があります。

D-BT09-002 装撃竜 ストレガリオ RRR ¥400 D-SS05-004 艱難遮る碧の結界 ORRR ¥200 表記金額は「１枚だけお持ちいただいた場合の金額」となります。

D-BT09-005 ディアブロス ”爆轟”ブルース RRR ¥350 D-SS05-008 深謀の聖騎士 サージェス RRR ¥600 （複数枚の場合は買取価格を下げさせていただく事があります）

D-BT09-006 龍樹の落胤 デモン・シェリダー RRR ¥400 D-SS05-010 聖卵祭実行委員長 クラリッサ RRR ¥200 告知なしに終了させていただく事があります。

D-BT09-010 勇往の天刈 ロンダリア RRR ¥250 D-SS05-011 祝福の聖天使 アレスティエル RRR ¥250

D-BT09-012 龍樹の落胤 ソルダ・ザーカブ RRR ¥500 D-SS05-013 輝き満ちる光彩 ウィリスタ RRR ¥600

PickUp買取価格表 買取価格は状態や在庫、市場により変動します。 リストに無いカードももちろん買取します！！

受付の際はリスト表記のカードは分けて、「これがリストにあった！」と申告をお願いします（気づかないので本当にお願いします）

通常ブースター

5/17 更新版 　買取の際には必ず「PickUp買取」であることを申告してください。

申告がない場合には通常査定となります。ご注意 リストの買取価格は日付時点のものになります。



型番 カード名 レアリティ 買取価格 型番 カード名 レアリティ 買取価格 型番 カード名 レアリティ 買取価格 型番 カード名 レアリティ 買取価格

S11-113 アクロマの実験 SR ¥1,200 S9-122 シロナの覇気 HR ¥1,300 なんでも かがやくゲッコウガ K ¥400 SV1V-094 ミライドンex SR ¥1,100

S11-121 アクロマの実験 HR ¥800 S7D-078 スクールガール SR ¥3,800 S10a-046 かがやくヒスイオオニューラ K ¥100 SV1V-037 ミライドンex RR ¥250

なんでも あなぬけのヒモ U ¥100 S5a-068 セイボリー U ¥350 S11a-031 かがやくフーディン K ¥450 S8b-226 ［4枚セットのみ］モルペコV-UNION CSR ¥2,000

なんでも あなぬけのヒモ（ノーマル仕様） - ¥100 S10D-077 セキ SR ¥900 S5a-073 ガラルフリーザーV SR ¥600 SVAM-009 ルカリオex - ¥350

S2a-085 妖しいカンヅメ UR ¥700 S1a-082 ソニア HR ¥7,000 S11-110 ギラティナV SR ¥1,600 S12-080 ルギアVSTAR RRR ¥300

S7R-089 嵐の山脈 UR ¥2,000 S3a-094 タフネスマント UR ¥700 S11-120 ギラティナVSTAR HR ¥1,400 S7R-033 レジエレキ R ¥300

S6a-096 アロマなおねえさん HR ¥1,200 S8-114 ダンサー SR ¥500 S6a-090 グレイシアVMAX HR ¥1,300 S12-033 レジエレキV RR ¥300

なんでも エネルギーリサイクル U ¥400 S4-117 ダンデ HR ¥900 SV1S-080 グレンアルマ AR ¥100 S12-034 レジエレキVMAX RRR ¥300

なんでも エネルギーリサイクル - ¥400 S9a-089 ツツジ HR ¥1,300 SGG-002 ゲンガーVMAX - ¥250

S11-122 おじょうさま HR ¥1,200 S10D-084 ナタネの活気 HR ¥1,500 SV1S-050 コライドンex RR ¥80 SV2D-094 ディンルーex SAR ¥2,000

S3a-083 おとなのおねえさん SR ¥1,600 S1W-071 博士の研究(マグノリア博士) HR ¥1,000 SVC-005 コリンク - ¥80 SV2D-095 サワロ SAR ¥1,200

S3a-089 おとなのおねえさん HR ¥1,000 SV1a-094 ハヤト SR ¥500 SV1S-092 サーナイトex SR ¥1,100 SV2P-098 すごいつりざお UR ¥2,200

S3a-084 オニオン SR ¥1,800 S1W-068 ビート SR ¥2,500 SV1S-028 サーナイトex RR ¥200 SV2P-099 基本水エネルギー UR ¥2,100

S2-111 オリーヴ HR ¥1,200 S2a-086 ビッグパラソル UR ¥1,200 S1H-073 ザマゼンタV UR ¥2,000 SV2P-094 イキリンコex SAR ¥2,300

S10P-083 カイ HR ¥3,000 S5I-080 フヨウ SR ¥3,800 S8b-195 ゼクロム CHR ¥300 SV2P-089 イキリンコex SR ¥500

S5I-090 学習装置 UR ¥1,600 S5I-087 フヨウ HR ¥1,300 S8a-024 そらをとぶピカチュウVMAX RRR ¥450 SV2P-091 ピーニャ SR ¥500

S5a-095 活力の壺 UR ¥1,400 S7D-088 フルフェイスガード UR ¥1,000 S11a-074 チルタリス CHR ¥1,800 SV2P-073 マリル AR ¥80

S2a-077 カブ SR ¥1,200 S8b-267 冒険家の発見 SR ¥1,700 S11a-069 テールナー CHR ¥1,200 SV2P-028 パオジアンex RR ¥250

S5a-081 カリンの信念 SR ¥8,000 S2a-078 ポケモンブリーダーの育成 SR ¥400 S12a-223 デオキシスVSTAR SAR ¥500 SV2P-065 イキリンコex RR ¥250

S5a-089 カリンの信念 HR ¥1,500 S2a-083 ポケモンブリーダーの育成 HR ¥400 S6a-083 ニンフィアV SR ¥16,000 SV2P-027 セグレイブ R ¥80

S8b-259 キバナ SR ¥800 S1H-072 マリィ HR ¥12,000 S6a-082 ニンフィアV SR ¥1,400 SV2P-066 すごいつりざお U ¥80

S3-119 キャプチャーエネルギー UR ¥1,700 S8b-274 メロン SR ¥1,200 S6a-092 ニンフィアVMAX HR ¥2,100 ご注意

S5a-090 クララ HR ¥6,200 S6H-091 メロン HR ¥1,400 S8b-232 ニンフィアVMAX CSR ¥2,800 キズがありますと表記の金額より大幅な減額となる場合があります。

S5R-086 コルニの気合い HR ¥2,000 S4-111 ルリナ SR ¥14,000 S5I-076 バンギラスV SR ¥1,300 表記金額は「１枚だけお持ちいただいた場合の金額」となります。

S4-116 サイトウ HR ¥1,600 S9-111 アルセウスV SR ¥1,100 S8b-222 ピカチュウV CSR ¥2,100 （複数枚の場合は買取価格を下げさせていただく事があります）

SV1S-104 ジニア SAR ¥1,100 S9-125 アルセウスVSTAR UR ¥2,000 S6a-085 ブラッキーV SR ¥18,000 告知なしに終了させていただく事があります。

S6K-090 シャクヤ HR ¥1,500 S9-120 アルセウスVSTAR HR ¥1,200 SVAW-006 ミミッキュex - ¥300

　買取の際には必ず「PickUp買取」であることを申告してください。

リストに無いカードももちろん買取します！！

更新版5/17
申告がない場合には通常査定となります。

▼SV2D、SV2P▼

PickUp買取価格表

リストの買取価格は日付時点のものになります。

買取価格は状態や在庫、市場により変動します。

ご注意

受付の際はリスト表記のカードは分けて、「これがリストにあった！」と申告をお願いします（気づかないので本当にお願いします）



型番 カード名 レアリティ 買取価格 型番 カード名 レアリティ 買取価格 型番 カード名 レアリティ 買取価格

UGM1-066 孫悟空：ＳＨ(メテオインパクト) アルティメットレア ¥600 BM3-073 ベジータ：ＧＴ(ファイナルシャインアタック) アルティメットレア ¥400 BM11-SEC2 孫悟空(瞬間移動昇龍撃) アルティメットレア ¥4,600

UGM1-068 ピッコロ：ＳＨ(魔貫光殺砲) アルティメットレア ¥400 BM3-077 バーダック(リベリオンハンマー) アルティメットレア ¥400 BM11-SEC3 孫悟空(超絶かめはめ波) アルティメットレア ¥12,000

UGM1-SEC3 孫悟飯：少年期(親子かめはめ波・フルパワー) アルティメットレア ¥2,000 BM3-SEC2 孫悟空(フルパワーかめはめ波) アルティメットレア ¥3,200 BM12-018 孫悟飯：幼年期(未知なる咆哮) アルティメットレア ¥600

UGM2-066 ガンマ１号：ＳＨ(ガンマ・インパクト) アルティメットレア ¥3,500 BM4-041 孫悟空(暴走爆裂龍撃拳) アルティメットレア ¥700 BM12-049 孫悟空：ゼノ(瞬間移動１０倍かめはめ波) アルティメットレア ¥1,300

UGM3-030 孫悟空：ＧＴ(突戟棒拳) アルティメットレア ¥1,800 BM4-043 ベジータ(ファイナルアサルトブロー) アルティメットレア ¥700 BM12-056 黒衣の戦士(フルチャージリベリオンエッジ) アルティメットレア ¥400

UGM3-045 ベジータ(フルチャージファイナルフラッシュ) アルティメットレア ¥2,200 BM4-044 ベジータ(ランページインパクト) アルティメットレア ¥500 BM12-067 フュー：少年期(起爆式・本気玉) アルティメットレア ¥800

UGM3-CP1 ウーロン(-) キャンペーン ¥200 BM4-045 孫悟飯：青年期(爆裂連撃乱舞) アルティメットレア ¥1,100 UM7-SEC 孫悟空(乱舞撃滅) アルティメットレア ¥2,000

UGM4-064 孫悟飯：ＳＨ(魔貫光殺砲) アルティメットレア ¥3,600 BM4-060 ミラ(スパーキングキック) アルティメットレア ¥400 UM8-SEC2 ゴジータ：ゼノ(アトミックかめはめ波) アルティメットレア ¥2,100

UGM4-067 孫悟空(フルパワーかめはめ波) アルティメットレア ¥3,200 BM4-SEC3 孫悟飯：未来(爆裂連撃かめはめ波) アルティメットレア ¥2,000 　　　　▼UGM8▼
UGM4-GCP1 ブルマ(シューティングスター) キャンペーン ¥800 BM5-047 ジレン(バーストインパクト) アルティメットレア ¥1,000 UGM8-SEC ベジット(スピリッツブラスター) アルティメットレア ¥13,000

UGM4-SEC ベジット(ファイナルかめはめ波) アルティメットレア ¥23,000 BM5-062 魔神ドミグラ(ライトニングディストーション) アルティメットレア ¥400 UGM8-SEC2 クウラ(スーパーノヴァ) アルティメットレア ¥3,200

UGM4-SEC2 ゴテンクス(ブレーン・クラッシュ・ハンマー) アルティメットレア ¥3,800 BM5-SEC3 孫悟空(爆砕龍撃砲) アルティメットレア ¥2,000 UGM8-SEC5 モナカ(破壊神の戯れ) アルティメットレア ¥7,700

UGM5-023 トランクス：青年期(バーニングスラッシュ) アルティメットレア ¥1,500 BM6-054 孫悟空：ゼノ(瞬間移動１０倍かめはめ波) アルティメットレア ¥500 UGM8-031 チルド(デススフィア) アルティメットレア ¥2,800

UGM5-RCP4 セル(パーフェクトかめはめ波) キャンペーン ¥350 BM6-069 暗黒王フュー(ピーラーストーム) アルティメットレア ¥400 UGM8-055 暗黒王ドミグラ(ケイオティックフィスト) アルティメットレア ¥1,500

UGM5-RCP5 孫悟空(超龍撃拳) キャンペーン ¥900 BM7-059 ハーツ(グラビティ・バースト) アルティメットレア ¥500 UGM8-059 黒衣の女戦士(グラスフォール) アルティメットレア ¥600

UGM7-018 ベジータ(ファイナルスピアブラスト) アルティメットレア ¥1,700 BM9-040 フリーザ(サイキックエクスプロージョン) アルティメットレア ¥500 UGM8-035 DA ベジット(ファイナルかめはめ波) アルティメットレア ¥2,600

BM1-019 孫悟空(メテオインパクト) アルティメットレア ¥600 BM9-042 セル(パーフェクトレイドショット) アルティメットレア ¥1,000 UGM8-FCP1 DA フリーザ(デスボール) キャンペーン ¥600

BM1-062 ベジータ：ゼノ(ゼロ距離ギャリック砲) アルティメットレア ¥400 BM9-045 魔人ブウ：純粋(超バニシングボール) アルティメットレア ¥600 UGM8-016 DA 孫悟天(かめはめ波) コモン ¥600

BM1-066 時の界王神(時の裁き) アルティメットレア ¥1,300 BM9-063 超ハーツ(グラビティ・フィスト) アルティメットレア ¥700

BM2-044 ベジータ：ゼノ(ビッグバンアタック) アルティメットレア ¥700 BM9-067 黒衣の戦士(フィニッシュインパクト) アルティメットレア ¥900
☆☆
☆☆

BM2-048 ボージャック(グランドスマッシャー) アルティメットレア ¥700 BM10-063 超ハーツ(グラビティ・ショット) アルティメットレア ¥500 アルティメット

BM2-059 超１７号(超電撃地獄玉) アルティメットレア ¥600 BM10-064 ゴジータ：ＢＭ(ゴッドビッグバンかめはめ波) アルティメットレア ¥1,100
☆
☆☆

BM2-072 トランクス：青年期(バーニングアタック) アルティメットレア ¥400 BM10-065 ウィロー(サテライトレーザー) アルティメットレア ¥400 スーパー

BM2-075 ゴジータ(ソウルパニッシャー) アルティメットレア ¥700 BM10-070 破壊王超一星龍(マイナスエネルギーパワーボール) アルティメットレア ¥1,200 CP
BM2-076 ブロリー(ギガンティック・オメガ) アルティメットレア ¥700 BM10-071 バーダック(ファイナルスピリッツキャノン) アルティメットレア ¥3,000 キャンペーン

BM2-SEC 孫悟空：ゼノ(フルパワー１０倍かめはめ波) アルティメットレア ¥1,300 BM10-SEC2 紅き仮面のサイヤ人(神滅光破) アルティメットレア ¥3,400

BM3-059 ベジータ(ギャリック砲) アルティメットレア ¥1,300 BM10-SEC3 ゴジータ：ＧＴ(１００倍ビッグバンかめはめ波) アルティメットレア ¥3,400 ご注意

BM3-069 サルサ(トリックオブサイクロン) アルティメットレア ¥600 BM11-ASEC2 孫悟空(元気玉) アルティメットレア ¥2,000 キズがありますと表記の金額より大幅な減額となる場合があります。

BM3-071 ジャネンバ(羅刹光流弾) アルティメットレア ¥400 BM11-BCP6 ベジット：ゼノ(ギャラクシーエターナルソード) キャンペーン ¥200 表記金額は「１枚だけお持ちいただいた場合の金額」となります。

（複数枚の場合は買取価格を下げさせていただく事があります）

告知なしに終了させていただく事があります。

5/17 更新版 　買取の際には必ず「PickUp買取」であることを申告してください。

申告がない場合には通常査定となります。ご注意 リストの買取価格は日付時点のものになります。

只今の　☆最低買取保障☆

PickUp買取価格表 買取価格は状態や在庫、市場により変動します。 リストに無いカードももちろん買取します！！

受付の際はリスト表記のカードは分けて、「これがリストにあった！」と申告をお願いします（気づかないので本当にお願いします）

最低　２００円　買取
※一部対象外　※キズありだと　減額

在庫が減ってきたので金額が上がりました（1/11）

※キズありだと　１円買取

最低　２０円　買取
※キズありだと　１円買取

最低　２０円　買取


