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エクシーズ PP18-JP011 ｼｰｸﾚｯﾄ Ｎｏ.７７ ザ・セブン・シンズ 300 効果 AT11-JP002 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ センジュ・ゴッド 200 魔法 SPDS-JP034 ｽｰﾊﾟｰ 堕天使の追放 450
エクシーズ SECE-JP086 ｽｰﾊﾟｰ Ｎｏ.８１ 超弩級砲塔列車スペリオル・ドーラ 500 効果 SPDS-JP030 ｽｰﾊﾟｰ 堕天使イシュタム 1,100 魔法 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 地盤沈下 400
エクシーズ SECE-JP086 ｼｰｸﾚｯﾄ Ｎｏ.８１ 超弩級砲塔列車スペリオル・ドーラ 1,800 効果 SR01-JP003 ｽｰﾊﾟｰ 天帝従騎イデア 50 魔法 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 帝王の烈旋 150
エクシーズ SPWR-JP006 ｼｰｸﾚｯﾄ 幻影騎士団ブレイクソード 1,300 効果 型番問わず ﾚｱ 氷結界に住む魔酔虫 250 魔法 型番問わず ﾉｰﾏﾙ テラフォーミング 50
エクシーズ CORE-JP083 ｽｰﾊﾟｰ ライトロード・セイント ミネルバ 300 効果 SPWR-JP002 ｽｰﾊﾟｰ 幻影騎士団サイレントブーツ 300 魔法 RATE-JP066 ｽｰﾊﾟｰ 隣の芝刈り 100
エクシーズ CORE-JP083 ｼｰｸﾚｯﾄ ライトロード・セイント ミネルバ 1,300 効果 PP17-JP006 ﾉｰﾏﾙ ＢＦ－残夜のクリス 350 魔法 型番問わず ﾉｰﾏﾙ トレード・イン 50
儀式 SPTR-JP017 ｽｰﾊﾟｰ ヴァルキュルスの影霊衣 400 効果 PP17-JP006 ｼｰｸﾚｯﾄ ＢＦ－残夜のクリス 500 魔法 SPTR-JP021 ｽｰﾊﾟｰ 影霊衣の万華鏡 1,200
儀式 SPTR-JP019 ｽｰﾊﾟｰ ディサイシブの影霊衣 100 効果 PP17-JP007 ﾉｰﾏﾙ ＢＦ－上弦のピナーカ 100 魔法 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 光の援軍 50
儀式 SPTR-JP015 ｼｰｸﾚｯﾄ トリシューラの影霊衣 400 効果 PP17-JP007 ｼｰｸﾚｯﾄ ＢＦ－上弦のピナーカ 250 魔法 EXP2-JP020 ﾚｱ 光の援軍 50
儀式 SPTR-JP014 ｽｰﾊﾟｰ ブリューナクの影霊衣 300 効果 SHVI-JP022 ﾚｱ 太古の白石 100 魔法 DS14-JPL23 ｳﾙﾄﾗ 光の援軍 300
儀式 MVP1-JP004 KCｳﾙﾄﾗ ブルーアイズ・カオス・ＭＡＸ・ドラゴン 10 効果 型番問わず ﾉｰﾏﾙ マンジュ・ゴッド 100 魔法 SR02-JP024 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 復活の福音 500
効果 SHVI-JP020 ｽｰﾊﾟｰ 青き眼の賢士 400 効果 SPTR-JP045 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ マンジュ・ゴッド 100 魔法 CDIP-JP048 ﾉｰﾏﾙ ポジションチェンジ 200
効果 DE01-JP048 ﾉｰﾏﾙ 虚無魔人 600 効果  SR01-JP002 ｽｰﾊﾟｰ 冥帝従騎エイドス 100 罠 型番問わず ﾉｰﾏﾙ おジャマトリオ 200
効果 CDIP-JP017 ﾚｱ 虚無魔人 600 効果 DP16-JP001 ｳﾙﾄﾗ ラーの翼神竜−球体形 2,100 罠 DUEA-JP071 ﾉｰﾏﾙ 真源の帝王 50
効果 SECE-JP035 ｽｰﾊﾟｰ 怨邪帝ガイウス 600 効果 EP16-JP027 ｽｰﾊﾟｰ 雷撃壊獣サンダー・ザ・キング 300 罠 MACR-JP069 ﾚｱ 真竜皇の復活 30
効果 SECE-JP035 ｼｰｸﾚｯﾄ 怨邪帝ガイウス 1,100 効果 TRC1-JP022 ｽｰﾊﾟｰ ライトロード・アーチャー フェリス 50 罠 DE01-JP067 ﾉｰﾏﾙ 爆導索 100
効果 306-025 ﾊﾟﾗﾚﾙ カオス・ソルジャー －開闢の使者－ 1,000 効果 VJMP-JP085 ｳﾙﾄﾗ ライトロード・アーチャー フェリス 100 罠  CDIP-JP049 ﾚｱ 爆導索 100
効果 306-025 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ カオス・ソルジャー －開闢の使者－ 3,000 効果 TRC1-JP022 ｼｰｸﾚｯﾄ ライトロード・アーチャー フェリス 1,000 罠 SR02-JP039 ﾉｰﾏﾙ ブレイクスルー・スキル 100
効果 PP14-JP001 ｼｰｸﾚｯﾄ 影無茶ナイト 150 効果 TRC1-JP022 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ ライトロード・アーチャー フェリス 150 罠 SPDS-JP037 ｽｰﾊﾟｰ 魅惑の堕天使 100
効果 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 儀式魔人リリーサー 100 効果 SR02-JP022 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ ライトロード・アサシン ライデン 200 在庫状況等により価格は変動します。
効果 型番問わず ﾉｰﾏﾙ ゲール・ドグラ 1,500 効果 DS14-JPLS3 ｳﾙﾄﾗ ライトロード・アサシン ライデン 500
効果 NECH-JP037 ｽｰﾊﾟｰ 轟雷帝ザボルグ 1,200 効果 LODT-JP021 ﾉｰﾏﾙ ライトロード・サモナー ルミナス 50
効果 EP16-JP003 ｽｰﾊﾟｰ Ｋｏｚｍｏ－スリップライダー 200 効果 DE02-JP122 ﾚｱ ライトロード・サモナー ルミナス 50
効果 EP16-JP012 ｼｰｸﾚｯﾄ Ｋｏｚｍｏ－ダークエクリプサー 10 効果 DS14-JPL09 ｳﾙﾄﾗ ライトロード・サモナー ルミナス 50
効果 EP16-JP008 ｽｰﾊﾟｰ Ｋｏｚｍｏ－ダークシミター 300 効果 型番問わず ﾉｰﾏﾙ ライトロード・ビースト ウォルフ 50
効果 EP16-JP001 ｳﾙﾄﾗ Ｋｏｚｍｏ－ドロッセル 10 効果 DS14-JPL07 ｳﾙﾄﾗ ライトロード・ビースト ウォルフ 150
効果 EP16-JP001 ｼｰｸﾚｯﾄ Ｋｏｚｍｏ－ドロッセル 10 効果 DS14-JPLS2 ｳﾙﾄﾗ ライトロード・メイデン ミネルバ 400
効果 EP16-JP009 ｽｰﾊﾟｰ Ｋｏｚｍｏ－フェルブラン 400 シンクロ DS14-JPLS1 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ ライトロード・アーク ミカエル 800
効果 LODT-JP026 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 裁きの龍 300 魔法 MP01-JP017 ﾐﾚﾆｱﾑｳﾙﾄﾗ 命削りの宝札 1,100
効果 SHVI-JP018 ｳﾙﾄﾗ 白き霊龍 200 魔法 MVP1-JP008 KCｳﾙﾄﾗ カオス・フォーム 100
効果 SHVI-JP018 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 白き霊龍 200 魔法 EP16-JP030 ﾚｱ 妨げられた壊獣の眠り 100
効果 MACR-JP024 ｼｰｸﾚｯﾄ 真竜剣皇マスターＰ 1,000 魔法 LODT-JP052 ﾉｰﾏﾙ ソーラー・エクスチェンジ 10
効果 型番問わず ﾉｰﾏﾙ センジュ・ゴッド 200 魔法 DE02-JP143 ｽｰﾊﾟｰ ソーラー・エクスチェンジ 350
効果 PS-29 ｽｰﾊﾟｰ センジュ・ゴッド 200 魔法 DS14-JPL22 ｳﾙﾄﾗ ソーラー・エクスチェンジ 300 2月19日 更新


