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魔王　アスモダイ（BT01/0006）（超ガチレア） 50 伝説の勇者 タスク（PP01/0053）（バディレア） 400 五角超竜王 カイザー・ドラム（H-BT04/0108）（バディレア） 600
ジャックナイフ・ドラゴン（BT01-0105 ）（バディレア） 200 風の精 シルフ（PP01/0054）（バディレア） 50 超光星護 ジャックナイフ “アステール”（H-BT04/0109）（シークレット） 1200
ジャックナイフ・ドラゴン（BT01-0105 ）（バディレア） 200 不滅剣 デュランダル（PP01/0055）（バディレア） 50 超光星護 ジャックナイフ “アステール”（H-BT04/0110）（シークレット） 2500
ドラムバンカー・ドラゴン“バリアブレイカー”（BT01-S002）（究極レア） 50 終焉魔竜 アジ・ダハーカ（PP01/0056）（バディレア） 1200 五角超竜王 カイザー・ドラム（H-BT04/S001）（究極レア） 300
魔王アスモダイ （BT01-S004）（究極レア） 500 デスルーラー ガロウズ（PP01/0057）（バディレア） 50 八角神王 グランガデス（H-BT04/S002）（究極レア） 300
鉄拳 ドラゴナックル（BT01-S006）（究極レア） 200 キャプテン・アンサー（PP01/0058）（バディレア） 600 黙示録の第一騎士 グラトス（H-BT04/S003）（究極レア） 200
ガルガンチュア・パニッシャー（BT01-S007）（究極レア） 200 五角竜王　天武（H-BT01/0002）（超ガチレア） 300 闇荒御魂 オオヤミゲドウ（H-BT04/S004）（究極レア） 300
ドラムバンカー・ドラゴン（BT01-S010）（究極レア） 200 紅蓮闘士　ドラムバンカー・ドラゴン（H-BT01/0100）（バディレア） 500 裏・二角魔王 デスアスモダイ（H-PP01/0002）（超ガチレア） 200
ジャックナイフ “アグレッサー”（CP01/0003）（超ガチレア） 50 終焉魔竜　アジ・ダハーカ（H-BT01/0101）（シークレット） 800 裏・三角水王 ダークミセリア（H-PP01/0003）（超ガチレア） 200 終末の大魔竜 アジ・ダハーカ（D-BT03/0112）（バディレア） 300
迅雷騎士団 ハルバード・ドラゴン（CP01/0004）（超ガチレア） 50 双竜魔神　ザッハーク（H-BT01/0102）（シークレット） 400 裏・五角竜王 荒天武（H-PP01/0005）（超ガチレア） 300 未来を見据えし者 ジャックナイフ（D-BT03/0113）（バディレア） 300
ジャックナイフ“ディアスパシィ”（CP01/0045）（バディレア） 300 ドラゴンスローン　竜の玉座（H-BT01/0103）（シークレット） 250 裏・六角嵐王 カタストロフ・コード（H-PP01/0006）（超ガチレア） 150 星神竜 ゾディアック（D-BT03/0114）（バディレア） 400
煉獄騎士団 デスシックル･ドラゴン（CP01/S001）（究極レア） 200 終焉魔剣 アクワルタ・グワルナフ（H-BT01/0104）（シークレット） 200 裏・七角地王 トワイライト・カウント（H-PP01/0007）（超ガチレア） 200 終末の大魔竜 アジ・ダハーカ（D-BT03/0115）（シークレット） 300
ジャックナイフ“アグレッサー”（CP01/S003）（究極レア） 500 ドラゴン・アイン（H-BT01/0105）（シークレット） 150 裏・八角神王 デビルガデス（H-PP01/0008）（超ガチレア） 200 魔竜の眷属 デストラクタ（D-BT03/0118）（シークレット） 600
迅雷騎士団 ハルバード・ドラゴン（CP01/S004）（究極レア） 200 五角竜王　天武（H-BT01/S001）（究極レア） 1000 九角勇王 ムクロ（H-PP01/0009）（超ガチレア） 300 ドラゴンフォース（D-BT03/S001）（究極レア） 1200
竜騎士 エル・キホーテ（CP01/S005）（究極レア） 50 紅蓮闘士 ドラムバンカー・ドラゴン（H-BT01/S002）（究極レア） 200 無角邪王 ネグロバルス（H-PP01/0015）（ガチレア） 200 バルドラゴン “バルソーサー・オーバーラッシュ！”（D-BT03/S002）（究極レア） 400
ナノマシン忍者 月影（BT02/0006）（超ガチレア） 50 BP デッカー・ドラム（H-BT01/S003）（究極レア） 200 裏・一角獣王 カゲジウン（H-PP01/0069）（バディレア） 200 ドラゴンフォース（D-BT03/S003）（究極レア） 1200
包蔵禍心　闇狐（BT02/0007）（超ガチレア） 50 爆逮 ランペイジソニック（H-BT01/S004）（究極レア） 200 裏・二角魔王 デスアスモダイ（H-PP01/0070）（バディレア） 300 ジャックナイフ “ギャラクティカル・パニッシャー！”（D-BT03/S004）（究極レア） 400
武神竜王　デュエルズィーガー（BT02/0105）（バディレア） 250 伝説の救世主　タスク（H-EB01/0003）（超ガチレア） 200 裏・三角水王 ダークミセリア（H-PP01/0071）（バディレア） 500 ドラゴンフォース（D-BT03/0001）（超ガチレア） 600
超武装騎竜 ガルバニックフェザー・ドラゴン（BT02/S01）（究極レア） 200 緊急出動！　デッカー・ドラム（H-EB01/0004）（超ガチレア） 100 裏・四角炎王 ヴェノムノヴァ（H-PP01/0072）（バディレア） 50 バルドラゴン “バルソーサー・オーバーラッシュ！”（D-BT03/0002）（超ガチレア） 200
世界の中心 メアリー・スー（BT02/S02）（究極レア） 50 緊急出動！　デッカー・ドラム（H-EB01/0061）（バディレア） 500 裏・五角竜王 荒天武（H-PP01/0073）（バディレア） 300 タイラント・ケルベロス（D-BT03/0003）（超ガチレア） 50
ナノマシン忍者 月影（BT02/S05）（究極レア） 300 アーマナイト・イブリース（H-EB01/S001）（究極レア） 200 裏・六角嵐王 カタストロフ・コード（H-PP01/0074）（バディレア） 400 ドラゴンフォース（D-BT03/0005）（超ガチレア） 400
包蔵禍心 闇狐（BT02/S06）（究極レア） 400 伝説の救世主 タスク（H-EB01/S002）（究極レア） 1200 裏・七角地王 トワイライト・カウント（H-PP01/0075）（バディレア） 300 ジャックナイフ “ギャラクティカル・パニッシャー！”（D-BT03/0006）（超ガチレア） 50
電子忍者 紫電（BT02/S11）（究極レア） 250 フェニックス・ラジエーション！（H-EB01/S003）（究極レア） 300 裏・八角神王 デビルガデス（H-PP01/0076）（バディレア） 300 星神竜 ゾディアック（D-BT03/0007）（超ガチレア） 200
秘剣 絶命陣（BT02/S12 ）（究極レア） 200 ドラゴンワールド（H-EB01/★☆☆☆☆）（シークレット） 2500 九角勇王 ムクロ（H-PP01/0077）（バディレア） 400 太陽の剣客 バルドラゴン（D-BT03/0010）（ガチレア） 50
太陽拳 サンシャイン・インパクト（EB01/0001 ）（超ガチレア） 150 デンジャーワールド（H-EB01/☆★☆☆☆）（シークレット） 2500 太陽の竜バルドラゴン（D-BT01/0126）（バディレア） 300 未来を見据えし者 ジャックナイフ（D-BT03/0017）（ガチレア） 150
迅雷騎士団　ドラムバンカー・ドラゴン（EB01/0048）（バディレア） 50 マジックワールド（H-EB01/☆☆★☆☆）（シークレット） 1500 黒き死竜アビゲール（D-BT01/0128）（バディレア） 300 超越竜王 エーヴィヒカイト（D-BT03/0019）（ガチレア） 400
太陽拳 サンシャイン・インパクト（EB01/S001）（究極レア） 600 カタナワールド（H-EB01/☆☆☆★☆）（シークレット） 2000 超星竜 ジャックナイフ（D-BT01/0129）（バディレア） 300 大いなる太陽竜 バルドラゴン（D-SS03/0001）（バディレア） 200
デュエルズィーガー “テンペスト・エンフォーサー”（EB01/S002）（究極レア） 600 ダンジョンワールド（H-EB01/☆☆☆☆★）（シークレット） 5000 災禍の大邪神ヒャクガンヤミゲトウ“天の半身”（D-BT01/0130）（シークレット） 50 ドラゴンシールド 太陽の盾（D-SS03/0012）（超ガチレア） 200
破邪顕正 剛竜火弾！（EB01/S005）（究極レア） 50 七角地王　ドーン伯爵（H-BT02/0005）（超ガチレア） 50 災禍の大邪神ヒャクガンヤミゲトウ“地の半身”（D-BT01/0131）（シークレット） 50 ドラゴンフォース “正拳の型”（D-SS03/0015）（超ガチレア） 300
太陽拳 サンシャイン・インパクト（EB01/0001）（超ガチレア） 150 六角嵐王 ヴァリアブルコード（H-BT02/0007）（超ガチレア） 50 バルドラゴン “バルバースト・スマッシャー!!”（D-BT01/0002）（超ガチレア） 500 バルドラゴン “バルウェポン・コンビネーション！”（D-SS03/0018）（超ガチレア） 200
アーマナイト・ケルベロス　　Ａ　（BT03/0105）（バディレア） 600 超星護　ジャックナイフ（H-BT02/0008）（超ガチレア） 300 アビゲール “バニシング・デスホール！”（D-BT01/0006）（超ガチレア） 500 革命者 ゼータ（D-SS03/0020）（バディレア） 200
迅雷騎士団団長　コマンデュール・ファーネ（BT03/S001）（究極レア） 200 超星護　ジャックナイフ（H-BT02/0108）（バディレア） 400 フレアファング・ドラゴン（D-BT01/0010）（ガチレア） 200 複製模倣兵器 ジェムクローン（D-SS03/0028）（超ガチレア） 50
迅雷騎士団　ドラムバンカー・ドラゴン（BT03/S002）（究極レア） 50 大魍魎　ヤミゲドウ（H-BT02/0109）（シークレット） 400 黒き王冠 ザクラウン（D-BT01/0015）（ガチレア） 50 人造符：FIND JOKER（D-SS03/0030）（超ガチレア） 50
ドラゴウィザードマジシャン・ドラム（BT03/S05）（究極レア） 50 大魍魎　ヤミゲドウ（H-BT02/0110）（シークレット） 500 超星竜 ルミナスブルー（D-BT01/0018）（ガチレア） 150 人造符：TWO DRAW（D-SS03/0034）（超ガチレア） 300
ドラゴウィザード キヌース・アクシア（BT03/S06）（究極レア） 50 天翔ける炎　リンドブルム（H-BT02/0111）（シークレット） 50 神速のバルドラゴン（D-EB01/0061）（バディレア） 100 旧世界の破壊神 アジ・ダハーカ（D-SS03/0039）（バディレア） 200
魔王 ガーグナー（BT03/S08）（究極レア） 50 一角獣王　ジウン（H-BT02/S001）（究極レア） 300 ドラゴンワールド（D-EB01/★☆  《ドラゴンワールド》  ドラゴンW  フラッグ  シークレット  新規  ）（シークレット） 800 終焉地獄の主 ラスト・エンペラー（D-SS03/0040）（超ガチレア） 50
勇者 ドラム（BT03/S09）（究極レア） 150 七角地王 ドーン伯爵（H-BT02/S002）（究極レア） 200 ダークネスドラゴンワールド（D-EB01/☆★  《ダークネスドラゴンワールド》  ダークネスドラゴンW  フラッグ  シークレット  新規  ）（シークレット） 1000 魔竜の眷属 アハト・ナハト（D-SS03/0044）（超ガチレア） 50
ブレイドウイング・フェニックス（BT03/S10）（究極レア） 200 六角嵐王　ヴァリアブルコード（H-BT02/S003）（究極レア） 600 シルエット・ジョー “イリュージョン・シャドウドラゴンズ（D-EB01/0002）（超ガチレア） 50 魔竜の眷属 フォールンウイング・ドラゴン（D-SS03/0047）（超ガチレア） 50
伝説の勇者タスク（BT03/S11）（究極レア） 200 大剣神 カイゼリオン（H-EB02/0001）（超ガチレア） 50 絆の星竜 ジャックナイフ（D-EB01/0004）（超ガチレア） 50 超太陽竜 バルソレイユ（D-BT04/????）（????） 4500
勇者の装備 グローリーシーカー（BT03/S12）（究極レア） 50 影雄　シュヴァルツ（H-EB02/0003）（超ガチレア） 50 ジャックナイフ “ネオ・ゴルドリッター”（D-SS01/0001）（バディレア） 50 覚醒の黒死竜 アビゲール（D-BT04/0111）（バディレア） 300
死竜　デスゲイズ・ドラゴン（EB02/0048）（バディレア） 250 RD ジャスティス・ドラム （H-EB02/0064）（バディレア） 50 ジャックナイフ・ドラゴン・ストラグライトX世（D-SS01/0002）（超ガチレア） 200 複製模倣兵器 ジェムクローン（D-BT04/0112）（バディレア） 50
蒼穹騎士団団長　クリムゾンアロー・ドラゴン（EB02/S001）（究極レア） 150 ＲＤリーダー　イモータルスピリット（H-EB02/S001）（究極レア） 200 ジャックナイフ・ドラゴン・ストラグライトX世（D-SS01/0002）（） 50 審判の冷王 ミセリア（D-BT04/0113）（バディレア） 200
ジャックナイフ “セイヴァー”（EB02/S002）（究極レア） 200 影雄　シュヴァルツ（H-EB02/S002）（究極レア） 600 ジャックナイフ “ゴルドリッター”（タスク）（D-SS01/0020）（） 150 超太陽竜 バルソレイユ（D-BT04/0114）（バディレア） 600
蒼穹騎士団 ドラムバンカー・ドラゴン（EB02/S003）（究極レア） 200 ＲＤ　ジャスティス・ドラム（H-EB02/S003）（究極レア） 200 ジャックナイフ “ゴルドリッター”（D-SS01/0020）（） 50 ジェムクローン “オリジン・ブレイカー！”（D-BT04/0115）（シークレット） 400
闘神竜 デモンゴドル・アーク（EB02/S004）（究極レア） 200 激炎特捜　プロミネンスバースト（H-EB02/S004）（究極レア） 200 滅亡を望む者 アジ・ダハーカ（D-SS01/0024）（バディレア） 150 機甲戦鬼 ゼータ（D-BT04/0116）（シークレット） 400
アーマナイト・アスモダイ（EB02/S005）（究極レア） 50 マジックワールド（H-EB02/★☆☆☆☆）（シークレット） 1800 カースドラゴン トラゴス（D-SS01/0027）（超ガチレア） 50 風鱗槍 エスカーマ（D-BT04/S001）（究極レア） 800
最終闘技　ＭＥＧＡ斬魔（EB02/S006）（究極レア） 150 エンシェントワールド（H-EB02/☆★☆☆☆）（シークレット） 2000 終焉魔竜 アジ・ダハーカ（D-SS01/0033）（） 300 雷獣槍 ベスティア（D-BT04/S002）（究極レア） 800
ジャックナイフ　ゴルドリッター　（BT04/0002）（超ガチレア） 600 ヒーローワールド（H-EB02/☆☆★☆☆）（シークレット） 3000 双竜魔神 ザッハーク（D-SS01/0034）（） 50 アビゲール “ラスト・デスバイオレンス！”（D-BT04/S003）（究極レア） 800
ジャックナイフ “バーンエナジー”（BT04/0011）（ガチレア  ） 50 ヒーローワールド（H-EB02/☆☆☆★☆）（シークレット） 3000 ドラゴンスローン 竜の玉座（D-SS01/0043）（） 100 ドラゴンフォース（D-BT04/S004）（究極レア） 1000
煉獄騎士団団長　ディミオスソード・ドラゴン（BT04/0105）（バディレア） 1500 スタードラゴンワールド（H-EB02/☆☆☆☆★）（シークレット） 4000 邪王竜剣 アクワルタ・グワルナフ（D-SS01/0044）（超ガチレア） 200 ドラゴンフォース（D-BT04/0003）（超ガチレア） 500
超武装騎竜　ガルガンチュアブレイド・ドラゴン（BT04/S01）（究極レア） 150 復活の邪神　ヤミゲドウ（H-EB03/0004）（超ガチレア） 50 邪王竜剣 アクワルタ・グワルナフ（D-SS01/0044）（） 50 アビゲール “ラスト・デスバイオレンス！”（D-BT04/0004）（超ガチレア） 300
ジャックナイフ　　ゴルドリッター　（BT04/S02）（究極レア） 1800 復活の邪神 ヤミゲドウ（H-EB03/0061）（バディレア） 500 終焉魔剣 アクワルタ・グワルナフ（D-SS01/0045）（） 150 祝宴制圧型制服 ブレザーフリル（D-BT04/0005）（超ガチレア） 50
轟斬!! ガルガンチュア・パニッシャー!!（BT04/S03）（究極レア） 600 百鬼将 イヨノラセツリュウ（H-EB03/S001）（究極レア） 400 ドラゴン・アイン（D-SS01/0046）（） 50 漆黒の死神 ガイト（D-BT04/0007）（超ガチレア） 500
円卓の騎士 アーサー王（BT04/S04）（究極レア） 50 百鬼将　ギシンギュウキ（H-EB03/S002）（究極レア） 200 アルティメット・カードバーン “DW”（D-EB02/0064）（バディレア） 200 超太陽竜 バルソレイユ（D-BT04/0008）（超ガチレア） 750
アイスブレイド・ジョーカー（BT04/S05）（究極レア） 150 百鬼将　ブライデン（H-EB03/S003）（究極レア） 200 ウイニング・マキシマム “ソルジャーフォーム（D-EB02/0065）（バディレア） 200 機甲符：VOID HOLE（D-BT04/0018）（ガチレア） 400
大魔法 ラグナロク（BT04/S06）（究極レア） 150 カタナワールド（H-EB03/★☆☆☆☆）（シークレット） 2000 ドラゴンワールド（D-EB02/★☆）（シークレット） 800 審判の冷王 ミセリア（D-BT04/0019）（ガチレア） 50
不滅剣 デュランダル（BT04/S07）（究極レア） 150 ダンジョンワールド（H-EB03/☆★☆☆☆）（シークレット） 1800 スタードラゴンワールド（D-EB02/☆★）（シークレット） 1000 ドラゴンフォース “必殺の型”（D-CBT/0104）（バディレア） 800
ブラックドラゴン マヴェルティカー（BT04/S08）（究極レア） 150 レジェンドワールド（H-EB03/☆☆★☆☆）（シークレット） 5000 アルティメット・カードバーン “DW”（D-EB02/0001）（超ガチレア） 250 ドラゴンフォース “逆襲の型”（D-CBT/0105）（バディレア） 400
死竜 デスゲイズ・ドラゴン（BT04/S09）（究極レア） 200 ダークネスドラゴンワールド（H-EB03/☆☆☆★☆）（シークレット） 1500 バンテージ仮面 “麗身、ゴージャスマスク！”（D-EB02/0004）（超ガチレア） 50 ドラゴンフォース “正義の型”（D-CBT/0106）（バディレア） 1200
デスルーラー ガロウズ（BT04/S10）（究極レア） 150 ダークネスドラゴンワールド（H-EB03/☆☆☆☆★）（シークレット） 1500 包帯戦士 バンテージ仮面（D-EB02/0005）（ガチレア） 50 黒天太陽竜 アジ・ダハーカ “ダ・エーワ”（D-CBT/0107）（バディレア） 800
デスグリップ（BT04/S11）（究極レア） 500 竜騎士 ピサロ（H-BT03/0002）（超ガチレア） 50 制服戦士 フォーマルフリル（D-EB02/0008）（ガチレア） 50 輝く太陽の竜 バルドラゴン（D-CBT/0108）（シークレット） 50
超・絶命陣（BT05/0006）（超ガチレア  ） 50 ニ角魔王 アスモダイ（H-BT03/0003）（超ガチレア） 300 太陽の竜 バルドラゴン（D-BT02/????）（????） 3000 ドラゴンフォース “必殺の型”（D-CBT/0112）（シークレット） 800
煉獄騎士団 ガイラムランス・ドラゴン（BT05/0010）（超ガチレア  ） 50 四角炎王 バーンノヴァ（H-BT03/0006）（超ガチレア） 300 バルドラゴン “グレイトフル・バルラリアット！！”（D-BT02/0119）（バディレア） 300 黒き大峡谷 ディスゴルジ（D-CBT/0113）（シークレット） 50
カードバーン（BT05/0135）（バディレア） 200 三角水王 ミセリア（H-BT03/0007）（超ガチレア） 200 武神番長 デュエルイェーガー（D-BT02/0122）（バディレア） 50 逆襲の黒死竜 アビゲール（D-CBT/0114）（シークレット） 250
超武装騎竜 ゼネラル・ボールドネス（BT05/S001）（究極レア） 50 五角竜王　ドラム（H-BT03/0123）（バデイレア） 1000 剛腕無双番長 デュエルイェーガー “リボルテッド”（D-BT02/0123）（シークレット） 50 ドラゴンフォース “逆襲の型”（D-CBT/0117）（シークレット） 600
超武装騎竜 ドラムブレイカー・ドラゴン（BT05/S002）（究極レア） 50 五角竜王 ドラム（H-BT03/0124）（シークレット） 600 ブレストコロナ・ドラゴン（D-BT02/0001）（超ガチレア） 50 フルリベレイト・ジャックナイフ（D-CBT/0118）（シークレット） 300
騎竜 ハイペリオン（BT05/S003）（究極レア） 200 五角竜王　ドラム（H-BT03/0125）（シークレット） 1000 バルドラゴン “グレイトフル・バルラリアット！！”（D-BT02/0002）（超ガチレア） 150 ドラゴンフォース “正義の型”（D-CBT/0122）（シークレット） 800
人造天使 ヴィルジニー・カスタ（BT05/S004）（究極レア） 150 竜王直伝　ギガハウリング・クラッシャー！！（H-BT03/0128）（シークレット） 50 アビゲール“アンリミテッド・デスドレイン！”（D-BT02/0007）（超ガチレア） 200 黒天太陽竜 アジ・ダハーカ “ダ・エーワ”（D-CBT/0123）（シークレット） 600
超・絶命陣（BT05/S007）（究極レア） 200 ニ角魔王　アスモダイ（H-BT03/S001）（究極レア） 1000 太陽拳 バルガード（D-BT02/0011）（ガチレア） 50 黒天太陽竜 アジ・ダハーカ “ダ・エーワ”（D-CBT/0124）（シークレット） 1000
デスルーラー サーティーン（BT05/S008）（究極レア） 150 四角炎王　バーンノヴァ（H-BT03/S002）（究極レア） 1500 海王の錨 荒波（D-BT02/0017）（ガチレア） 50 魔竜の眷属 フィエルダー（D-CBT/0125）（シークレット） 50
終末の黒竜 デスタリカ（BT05/S009）（究極レア） 400 三角水王 ミセリア（H-BT03/S003）（究極レア） 800 流星機 ネブローサ（BFDSS02-0003）（） 50 魔竜の眷属 ヨブノズク（D-CBT/0127）（シークレット） 200
煉獄騎士団団長 ディミオスソード・ドラゴン（BT05/S011）（究極レア） 600 ジャックナイフ　“ドラムバンカー”（H-EB04/0001）（超ガチレア） 50 流星機 ネブローサ（BFDSS02-0003）（超ガチ仕様） 300 魔竜の眷属 ホーンド・サーペント（D-CBT/0128）（シークレット） 50
ディストーション・パニッシャー!!（BT05/S012）（究極レア） 1000 超星護　ジャックナイフ　“ＳＤ”（H-EB04/0004）（超ガチレア） 150 未来占星術（ドクター）（BFDSS02-0005）（） 50 ドラゴンワールド（D-CBT/★☆☆☆）（シークレット） 1000
ジャックナイフ “アグレッサー”（PP01/0041）（バディレア） 600 ジャックナイフ　“ドラムバンカー”（H-EB04/0066）（バディレア） 200 未来占星術（スーツ）（BFDSS02-0005）（） 50 ダークネスドラゴンワールド（D-CBT/☆★☆☆）（シークレット） 1200
ドラムバンカー・ドラゴン（PP01/0042）（バディレア） 200 ドラムバンカー・ドラゴン　“ＳＤ”（H-EB04/S001）（究極レア） 200 楽園の守護神竜 アヴァロン（D-EB03/0061）（バディレア） 100 スタードラゴンワールド（D-CBT/☆☆★☆）（シークレット） 1200
竜騎士 エル・キホーテ（PP01/0043）（バディレア） 200 オレ分身の術！アスモダイ（H-EB04/S002）（究極レア） 400 灼熱地獄の主 ガガルガリオス（D-EB03/0062）（バディレア） 200 ドラゴン・ツヴァイ（D-CBT/☆☆☆★）（シークレット） 1200
アーマナイト・デーモン（PP01/0044）（バディレア） 50 進化の胎動　ヤミゲドウ（H-EB04/S003）（究極レア） 400 レジェンドワールド（D-EB03/★☆）（シークレット） 1000 武の極致 デュエルイェーガー “ゴッド・ヴォルティス”（D-CBT/0002）（超ガチレア） 50
格闘竜 デモンゴドル（PP01/0045）（バディレア） 150 ドラゴンワールド（H-EB04/★☆☆☆☆）（シークレット） 4000 スタードラゴンワールド（D-EB03/☆★）（シークレット） 700 超星竜 アストロビーコン（D-CBT/0004）（超ガチレア） 50
世界の中心 メアリー・スー（PP01/0046）（バディレア） 200 ダンジョンワールド（H-EB04/☆★☆☆☆）（シークレット） 4000 悠久の御使い エリクシエル（D-EB03/0001）（超ガチレア） 200 魔戦鬼 ゼータ（D-CBT/0005）（超ガチレア） 50
魔王 アスモダイ（PP01/0047）（バディレア） 500 ダークネスドラゴンワールド（H-EB04/☆☆★☆☆）（シークレット） 2500 アヴァロン “ベネディクト・レイ”（D-EB03/0002）（超ガチレア） 200 星神混合竜 ゾディアック “es”（D-CBT/0007）（超ガチレア） 150
ナノマシン忍者 月影（PP01/0048）（バディレア） 300 スタードラゴンワールド（H-EB04/☆☆☆★☆）（シークレット） 3000 正義の御使い エンゼルフリル（D-EB03/0006）（ガチレア） 150 謎多き占い師 ソフィア（D-CBT/0008）（超ガチレア） 400
包蔵禍心 闇狐（PP01/0049）（バディレア） 250 ドラゴンアイン（H-EB04/☆☆☆☆★）（シークレット） 4000 支天甲 ドレアマーティ（D-EB03/0008）（ガチレア） 50 アーマナイト・バスター・ケルベロス “A”（D-CBT/0010）（ガチレア） 50
デュエルズィーガー “テンペスト・エンフォーサー”（PP01/0050）（バディレア） 600 五角超竜王 カイザー・ドラム（H-BT04/0001）（超ガチレア） 50 鬼道 緋しぐれ（D-EB03/0011）（ガチレア） 200 魔竜の落とし子 ブーゼ（D-CBT/0015）（ガチレア） 150
デュエルズィーガー “スパルタンド”（PP01/0051）（バディレア） 500 八角神王 グランガデス（H-BT04/0003）（超ガチレア） 50 終末の大魔竜 アジ・ダハーカ（D-BT03/????）（????） 3000 大海賊 キャプテン・カイドウ（D-CBT/0017）（ガチレア） 100
ブレイドウイング・フェニックス（PP01/0052）（バディレア） 300 闇荒御魂 オオヤミゲドウ（H-BT04/0008）（超ガチレア） 50 タイラント・ケルベロス（D-BT03/0111）（バディレア） 250 流星機 ドラグソラール（D-CBT/0019）（ガチレア） 500
在庫状況により買取価格は変動します


