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最新弾 暗黒竜 プロットメイカー・ドラゴン(RR)(G-BT09/013) 200 フープ・マスター(SP)(G-BT06/S10) 200 蒼波竜 アンガーボイル・ドラゴン(RRR)(G-CB02/003) 200

覚醒せし竜皇 ルアード(GR)(G-BT12/001) 1500 竜刻守護者 エスラス(RR)(G-BT09/014) 900 竜巻のジン(SP)(G-BT06/S11) 1300 戦場の歌姫 アデライード(RR)(G-CB02/008) 200

覚醒せし竜皇 ルアード(SGR)(G-BT12/001) 2700 嵐を統べる者 コマンダー・サヴァス(Re)(G-BT09/Re:01) 100 桜吹雪の乙女 リルガ(SP)(G-BT06/S12) 200 ケルピーライダー ペトロス(RR)(G-CB02/012) 100

邪眼冥皇 シラヌイ“骸”(GR)(G-BT12/002) 800 聖霊熾天使 アルティエル(SP)(G-BT09/S01) 800 撃退者 ファントム・ブラスター “Abyss”(SCR)(G-BT06/SR04) 100 蒼波帥竜 テトラボイル・ドラゴン(SP)(G-CB02/S01) 1100

邪眼冥皇 シラヌイ“骸”(SGR)(G-BT12/002) 1400 真・撃退者 レイジングラプト・ドラゴン(SP)(G-BT09/S02) 700 ブラスター・ダーク・撃退者 “Abyss”(SCR)(G-BT06/SR05) 100 蒼波竜 アンガーボイル・ドラゴン(SP)(G-CB02/S02) 800

エキサイトバトルシスター しゅとれん(RRR)(G-BT12/003) 300 天空を舞う竜 ルアード(SP)(G-BT09/S03) 1100 創世竜 エクセリクス・メサイア(GR)(G-BT05/001) 1000 蒼嵐竜 メイルストローム（新）(SP)(G-CB02/S03) 500

静水の祭神 イチキシマ(RRR)(G-BT12/004) 800 竜刻魔道士 モルフェッサ(SP)(G-BT09/S04) 3400 仮面の神竜使い ハリー(GR)(G-BT05/002) 1000 蒼嵐の盾 ホメロス(SP)(G-CB02/S05) 100

覇道真竜 クラレットソード・ヘルヘイム(RRR)(G-BT12/005) 400 真・抹消者 ドラゴニック・ディセンダント“Ｚ”(SP)(G-BT09/S05) 1500 征天覇竜 ドラゴニック・ヴァンキッシャー“VOLTAGE”(RRR)(G-BT05/005) 200 嵐を超える者 サヴァス(SP)(G-CB02/S06) 1700

征天覇竜 ドラゴニック・ヴァンキッシャー“VBUSTER”(RRR)(G-BT12/006) 500 超刻獣 スプリット・ペガサス(SP)(G-BT09/S07) 800 滅星輝兵 カオスユニバース(RRR)(G-BT05/007) 300 祝福の歌声 ローリス(SGR)(G-CB03/001) 100

抹消者 ドラゴニック・ディセンダント“Σ”(RRR)(G-BT12/007) 300 蒼嵐旋竜 ディザスター・メイルストローム(SP)(G-BT09/S08) 100 道化魔竜 ルナテック・ドラゴン(RRR)(G-BT05/008) 200 ピースフルボイス レインディア(RRR)(G-CB03/004) 100

ドラゴニック・ヴァンキッシャー“SPARKING”(RRR)(G-BT12/008) 500 暗黒竜 プロットメイカー・ドラゴン(SP)(G-BT09/S09) 500 凱旋の雷 レシェフ(RR)(G-BT05/015) 800 学園の綺羅星 オリヴィア(Re)(G-CB03/Re:01) 1100

クロノドラゴン・ギアネクスト(RRR)(G-BT12/009) 1000 護天覇竜 ブルワーク・ドラゴン(SP)(G-BT09/S10) 200 アレスター・メサイア(RR)(G-BT05/016) 200 祝福の歌声 ローリス(SP)(G-CB03/S01) 1600

盛夏の花乙姫 リエータ(RRR)(G-BT12/010) 100 蒼嵐障竜 アイスバリア・ドラゴン(SP)(G-BT09/S12) 100 ブリンクメサイア(RR)(G-BT05/018) 100 祝福の歌声 ローリス(WSP)(G-CB03/S01) 3600

プルメリアの花乙女 シャルル(RRR)(G-BT12/011) 100 覚醒を待つ竜 ルアード(SP)(G-BT09/S13) 5000 ダークサイド・プリンセス(RR)(G-BT05/019) 200 PR♥ISM-I サンシャイン・ヴェール(SP)(G-CB03/S02) 1400

バトルシスター ふろらんたん(RR)(G-BT12/012) 100 カルマ・コレクター(SP)(G-BT09/S15) 200 ダークサイド・ミラーマスター(RR)(G-BT05/020) 200 PR♥ISM-I サンシャイン・ヴェール(WSP)(G-CB03/S02) 6900

バトルシスター ままれーど(RR)(G-BT12/013) 100 征天覇竜 ドラゴニック・ヴァンキッシャー“VOLTAGE”(SP)(G-BT09/S16) 300 ダークサイド・ソードマスター(RR)(G-BT05/021) 200 フロンティアスター コーラル(SP)(G-CB03/S03) 1000

覇道竜 クラレットソード・ドラゴン・リヴォルト(RR)(G-BT12/014) 200 ドラゴニック・ヴァンキッシャー(SP)(G-BT09/S17) 500 スチームメイデン メラム(RR)(G-BT05/022) 300 フロンティアスター コーラル(WSP)(G-CB03/S03) 10100

竜刻魔道士 ノイッシュ(RR)(G-BT12/015) 500 マイティボルト・ドラグーン(SP)(G-BT09/S18) 100 チェインボルト・ドラグーン(R)(G-BT05/032) 150 ピースフルボイス レインディア(SP)(G-CB03/S04) 2500

忍獣 タマハガネ“滅”(RR)(G-BT12/016) 200 凱旋の雷 レシェフ(SP)(G-BT09/S19) 1500 破龍戦神 カムスサノオ(SP)(G-BT05/S01) 300 ピースフルボイス レインディア(WSP)(G-CB03/S04) 11000

真・抹消者 天雄のリンチュウ(RR)(G-BT12/017) 10 逸材 ライジング・ノヴァ(SP)(G-BT09/S20) 400 星を視る者 グローブ・メイガス(SP)(G-BT05/S02) 200 胸に秘めた煌めき スピカ(SP)(G-CB03/S05) 900

強雷の円刃 グリゼル(RR)(G-BT12/018) 10 嵐を統べる者 コマンダー・サヴァス(SP)(G-BT09/S23) 400 征天覇竜 ドラゴニック・ヴァンキッシャー“VOLTAGE”(SP)(G-BT05/S03) 800 胸に秘めた煌めき スピカ(WSP)(G-CB03/S05) 2000

招雷の舞姫 アナスタシア(RR)(G-BT12/019) 200 嵐を超える者 サヴァス(SP)(G-BT09/S24) 700 真・抹消者 フィニッシュブロー・ドラゴン(SP)(G-BT05/S04) 200 正統派 セティア(SP)(G-CB03/S06) 150

クロノタイガー・GG(RR)(G-BT12/020) 10 ケルピーライダー ニッキー(SP)(G-BT09/S25) 700 滅星輝兵 カオスユニバース(SP)(G-BT05/S05) 1400 正統派 セティア(WSP)(G-CB03/S06) 400

刻獣 スピアヘッド・ユニコーン(RR)(G-BT12/021) 10 ケルピーライダー ペトロス(SP)(G-BT09/S26) 500 道化魔竜 ルナテック・ドラゴン(SP)(G-BT05/S06) 700 触れ合う手と手 レオナ(SP)(G-CB03/S07) 1100

刻獣 デュプレックス・ドラゴン(RR)(G-BT12/022) 10 天獄神獣 フェンリル(GR)(G-BT08/001) 500 ナイトメアドール きゃさりん(SP)(G-BT05/S07) 700 触れ合う手と手 レオナ(WSP)(G-CB03/S07) 3000

豊穣を司るリリィ・メイデン(RR)(G-BT12/023) 10 罪深き者 シャルハロート(GR)(G-BT08/002) 600 クロックフェンサー・ドラゴン(SP)(G-BT05/S08) 200 大いなる飛躍 リディ(SP)(G-CB03/S08) 300

盛運の乙女 ディアン(RR)(G-BT12/024) 10 罪深き者 シャルハロート(SGR)(G-BT08/002) 800 ロッククライム・ドラグーン(SP)(G-BT05/S10) 700 大いなる飛躍 リディ(WSP)(G-CB03/S08) 1300

ドラゴニック・ヴァンキッシャー(Re)(G-BT12/Re:01) 10 光輝の剣 フィデス(RRR)(G-BT08/003) 100 アレスター・メサイア(SP)(G-BT05/S11) 1000 BN-PR♥ISM ガーネット(SP)(G-CB03/S09) 500

スチームテイマー アルカ(Re)(G-BT12/Re:02) 700 黄金竜 グロリアスレイニング・ドラゴン(RRR)(G-BT08/004) 400 ダークサイド・ミラーマスター(SP)(G-BT05/S12) 1100 BN-PR♥ISM ガーネット(WSP)(G-CB03/S09) 1900

エキサイトバトルシスター しゅとれん(SP)(G-BT12/S01) 2900 創世竜 フラジオレット・メサイア(RRR)(G-BT08/006) 500 覇道黒竜 オーラガイザー・ダムド(GR)(G-BT04/001) 1700 元気の魔法 ウィータ(SP)(G-CB03/S10) 300

静水の祭神 イチキシマ(SP)(G-BT12/S02) 5800 グレンツェント・ヴァンピーア(RRR)(G-BT08/007) 200 クロノドラゴン・ネクステージ(GR)(G-BT04/002) 1400 元気の魔法 ウィータ(WSP)(G-CB03/S10) 1900

覇道真竜 クラレットソード・ヘルヘイム(SP)(G-BT12/S03) 2900 貪欲のサキュバス(RR)(G-BT08/017) 400 飛天の聖騎士 アルトマイル(RRR)(G-BT04/003) 400 ブリリアントオーシャン (SP)(G-CB03/S11) 300

征天覇竜 ドラゴニック・ヴァンキッシャー“VBUSTER”(SP)(G-BT12/S04) 4100 ランペイジ・シェイド(RR)(G-BT08/020) 200 黒衣の戦慄 ガウリール(RRR)(G-BT04/005) 300 ブリリアントオーシャン (WSP)(G-CB03/S11) 100

抹消者 ドラゴニック・ディセンダント“Σ”(SP)(G-BT12/S05) 500 創世竜 アムネスティ・メサイア(Re)(G-BT08/Re:01) 100 破壊神獣 ヴァナルガンド(RRR)(G-BT04/006) 200 高峰の大輪 アイナ(SP)(G-CB03/S12) 300

ドラゴニック・ヴァンキッシャー“SPARKING”(SP)(G-BT12/S06) 3200 光輝の剣 フィデス(SP)(G-BT08/S01) 200 神界獣 フェンリル(RRR)(G-BT04/007) 200 高峰の大輪 アイナ(WSP)(G-CB03/S12) 1200

クロノドラゴン・ギアネクスト(SP)(G-BT12/S07) 8900 黄金竜 グロリアスレイニング・ドラゴン(SP)(G-BT08/S02) 1000 夢紡ぐラナンキュラス アーシャ(RRR)(G-BT04/010) 200 ミラクル・ツインテール (SP)(G-CB03/S13) 300

盛夏の花乙姫 リエータ(SP)(G-BT12/S08) 1500 先史の神器 ウルズ(SP)(G-BT08/S03) 100 飛天の聖騎士 アルトマイル(SP)(G-BT04/S01) 800 ミラクル・ツインテール (WSP)(G-CB03/S13) 1000

プルメリアの花乙女 シャルル(SP)(G-BT12/S09) 1900 創世竜 フラジオレット・メサイア(SP)(G-BT08/S04) 800 聖霊熾天使 ラファエル(SP)(G-BT04/S02) 600 クロノタイガー・リベリオン(RRR)(G-CB04/002) 200

覇道竜 クラレットソード・ドラゴン・リヴォルト(SP)(G-BT12/S10) 3400 グレンツェント・ヴァンピーア(SP)(G-BT08/S05) 500 黒衣の戦慄 ガウリール(SP)(G-BT04/S03) 900 クロノドラゴン・GG(RRR)(G-CB04/003) 400

招雷の舞姫 アナスタシア(SP)(G-BT12/S11) 4600 獣花の大奇術 プラーナ(SP)(G-BT08/S06) 200 破壊神獣 ヴァナルガンド(SP)(G-BT04/S04) 900 ディレイドブレイザー・ドラゴン(RRR)(G-CB04/006) 100

クロノタイガー・GG(SP)(G-BT12/S12) 1700 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ(SP)(G-BT08/S07) 1400 神界獣 フェンリル(SP)(G-BT04/S05) 700 クロノドラゴン・ネクステージ(Re)(G-CB04/Re:01) 1300

G-BT 薫風の花乙姫 イルマタル(SP)(G-BT08/S08) 100 威圧怪人 ダークフェイス(SP)(G-BT04/S07) 300 クロノタイガー・リベリオン(SP)(G-CB04/S01) 300

神聖騎士 ガンスロッド・ピースセイバー(GR)(G-BT11/001) 2000 愛満ちる幻道化 マーヤ(SP)(G-BT08/S10) 700 夢紡ぐラナンキュラス アーシャ(SP)(G-BT04/S08) 500 クロノドラゴン・GG(SP)(G-CB04/S02) 800

神聖騎士 ガンスロッド・ピースセイバー(SGR)(G-BT11/001) 2200 夜宴の大呪術師 ネグロリリー(SP)(G-BT08/S11) 300 衰微の女神 ヘル(SP)(G-BT04/S10) 700 イフェメラルワンド・ドラゴン(SP)(G-CB04/S03) 300

超刻龍 ミステリーフリーズ・ドラゴン(SGR)(G-BT11/002) 100 秋景の花乙姫 ヴェルナ(SP)(G-BT08/S12) 200 反逆怪人 スターシールド(SP)(G-BT04/S11) 200 ディレイドブレイザー・ドラゴン(SP)(G-CB04/S05) 2300

究明の女神 イシュタル(RRR)(G-BT11/004) 200 天元超克 アルトマイル(SP)(G-BT08/S13) 400 メイデン・オブ・ランブリングローズ(SP)(G-BT04/S12) 200 スチームキーパー ラバシム(SP)(G-CB04/S08) 100

崇高なる美貌 アマルーダ(RRR)(G-BT11/005) 100 飛天の聖騎士 アルトマイル(SP)(G-BT08/S14) 800 立春の花乙姫 プリマヴェーラ(SCR)(G-BT04/SR02) 800 クロノドラゴン・ネクステージ(SP)(G-CB04/S09) 1900

炎熱機竜 ズィーゲンブルク(RRR)(G-BT11/006) 300 青天の騎士 アルトマイル(SP)(G-BT08/S15) 200 ファントム・ブラスター・ドラゴン（新）(SCR)(G-BT04/SR03) 1100 クロノジェット・ドラゴン(SP)(G-CB04/S10) 700

閻魔忍鬼 ムジンロード(RRR)(G-BT11/008) 800 月桂の騎士 シシルス(SP)(G-BT08/S16) 1400 創世竜 アムネスティ・メサイア(SCR)(G-BT04/SR04) 2300 スチームブレス・ドラゴン(SP)(G-CB04/S11) 400

常闇を裂く者 ブレダマオス(RRR)(G-BT11/009) 200 神界獣 フェンリル(SP)(G-BT08/S18) 300 覇道黒竜 オーラガイザー・ダムド(SCR)(G-BT04/SR05) 4000 ドキドキ・ワーカー(SP)(G-CB04/S12) 300

罪を灌ぐ者 シャルハロート(RRR)(G-BT11/010) 100 神界獣 スコル(SP)(G-BT08/S19) 800 クロノドラゴン・ネクステージ(SCR)(G-BT04/SR06) 3800 クロノ・ドラン(SP)(G-CB04/S13) 200

超刻獣 アヴニール・フェニックス(RRR)(G-BT11/011) 100 杭の戒め スヴィティ(SP)(G-BT08/S20) 200 ファントム・ブラスター・ドラゴン（新）(GR)(G-BT03/001) 500 クロノファング・タイガー(SP)(G-CB04/S14) 400

刻獣 リボルバー・ドラコキッド(R)(G-BT11/047) 150 創世獣 デスティニー・ガーディアン(SP)(G-BT08/S21) 200 創世竜 アムネスティ・メサイア(GR)(G-BT03/002) 500 夜に啼くギアタビー(SP)(G-CB04/S16) 200

忍竜 シラヌイ(Re)(G-BT11/Re:02) 200 オルターエゴ・メサイア(SP)(G-BT08/S22) 2800 覇道黒竜 オーラガイザー・ドラゴン(RRR)(G-BT03/003) 200 パーフェクトパフォーマンス アンジュ(GR)(G-CB05/001) 1100

忍竜 ノロイ(Re)(G-BT11/Re:03) 500 デスティニー・ディーラー(SP)(G-BT08/S23) 2000 星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン(RRR)(G-BT03/009) 700 ファンタスティックパッション☆ パシフィカ(GR)(G-CB05/002) 200

勇壮の聖騎士 アルヴァクス(SP)(G-BT11/S01) 100 ブリンクメサイア(SP)(G-BT08/S24) 1000 忌まわしき者 ジル・ド・レイ(RRR)(G-BT03/010) 1000 Chouchou 超主役 ラプリア(RRR)(G-CB05/005) 500

究明の女神 イシュタル(SP)(G-BT11/S02) 500 仮面の神竜使い ハリー(SP)(G-BT08/S25) 1100 カルマ・コレクター(RR)(G-BT03/011) 200 パーフェクトパフォーマンス アンジュ(SP)(G-CB05/S01) 3500

崇高なる美貌 アマルーダ(SP)(G-BT11/S03) 700 仮面の奇術師 ハリー(SP)(G-BT08/S26) 900 ドラゴンナイト ジャンナット(RR)(G-BT03/014) 400 ファンタスティックパッション☆ パシフィカ(SP)(G-CB05/S02) 4100

炎熱機竜 ズィーゲンブルク(SP)(G-BT11/S04) 1200 マスカレード・バニー(SP)(G-BT08/S27) 500 真空に咲く花 コスモリース(RR)(G-BT03/019) 700 アルカディアスター コーラル(SP)(G-CB05/S03) 2200

ドラゴニック・ブレードマスター“紅焔”(SP)(G-BT11/S05) 700 ダークサイド・ソードマスター(SP)(G-BT08/S28) 900 シャルハロート・ヴァンピーア(RR)(G-BT03/020) 700 OR-PR♥ISM カナメ(SP)(G-CB05/S04) 3200

閻魔忍鬼 ムジンロード(SP)(G-BT11/S06) 1300 霧幻の海賊王 ナイトローゼ(SP)(G-BT08/S29) 700 覇道黒竜 オーラガイザー・ドラゴン(SP)(G-BT03/S01) 1900 Chouchou 超主役 ラプリア(SP)(G-CB05/S05) 3500

常闇を裂く者 ブレダマオス(SP)(G-BT11/S07) 550 夜霧の吸血姫 ナイトローゼ(SP)(G-BT08/S30) 2300 覇道竜 クラレットソード・ドラゴン(SP)(G-BT03/S02) 700 ソング・オブ・グレイシャス レインディア(SP)(G-CB05/S06) 8000

罪を灌ぐ者 シャルハロート(SP)(G-BT11/S08) 700 お化けのとみー兄弟(SP)(G-BT08/S31) 700 黄金竜 スピアクロス・ドラゴン(SP)(G-BT03/S03) 200 Duo 無窮の瞳 リィト(SP)(G-CB05/S07) 800

超刻獣 アヴニール・フェニックス(SP)(G-BT11/S09) 2000 ランペイジ・シェイド(SP)(G-BT08/S32) 2300 旭光の騎士 グルグウィント(SP)(G-BT03/S04) 200 レジェンダリーアイドル リヴィエール(SP)(G-CB05/S08) 2200

堅守の女神 キビツヒメ(SP)(G-BT11/S10) 300 咲き誇るラナンキュラス アーシャ(SP)(G-BT08/S33) 1100 神龍騎士 ムスタファー(SP)(G-BT03/S05) 200 希望の光星 シズク(SP)(G-CB05/S09) 10000

聖泉の巫女 リアン(SP)(G-BT11/S13) 800 夢紡ぐラナンキュラス アーシャ(SP)(G-BT08/S34) 500 星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン(SP)(G-BT03/S07) 1400 Chouchou 現場監督 プラティ(SP)(G-CB05/S10) 500

小さな大賢者 マロン(SP)(G-BT11/S14) 200 ラナンキュラスの花乙女 アーシャ(SP)(G-BT08/S35) 900 忌まわしき者 ジル・ド・レイ(SP)(G-BT03/S08) 1100 卓越の高貴 シトロン(SP)(G-CB05/S11) 2900

新風のブラスター リュー(SP)(G-BT11/S15) 500 開墾の戦乙女 パドミニ(SP)(G-BT08/S36) 400 カルマ・コレクター(SP)(G-BT03/S09) 700 喝采の美声 ローリス(SP)(G-CB05/S12) 3200

聖騎士王 アルフレッド・ホーリーセイバー(SP)(G-BT11/S16) 1600 旭光剣爛 グルグウィント(GR)(G-BT07/001) 600 忍獣 ホワイトへロン(SP)(G-BT03/S11) 300 Chouchou ブランシェ(SP)(G-CB05/S13) 700

ブラスター・ブレード・エクシード(SP)(G-BT11/S17) 2900 旭光剣爛 グルグウィント(SGR)(G-BT07/001) 800 真空に咲く花 コスモリース(SP)(G-BT03/S12) 1800 愛の集大成 エレノア(SP)(G-CB05/S14) 700

ういんがる・ゆーす(SP)(G-BT11/S18) 100 覇天皇竜 ディフィートフレア・ドラゴン(GR)(G-BT07/002) 300 立春の花乙姫 プリマヴェーラ(GR)(G-BT02/001) 800 Chouchou ティノ(SP)(G-CB05/S15) 700

閻魔忍竜 マグンテンブ(SP)(G-BT11/S19) 1100 聖黒熾天使 ガウリール(RRR)(G-BT07/003) 700 征天覇竜 コンクエスト・ドラゴン(RRR)(G-BT02/003) 300 Chouchou セーラ(SP)(G-CB05/S16) 1100

忍竜 シラヌイ(SP)(G-BT11/S20) 800 春光の騎士 ベリーモール(RRR)(G-BT07/004) 200 ドラゴニック・ヴァンキッシャー(RRR)(G-BT02/004) 300 Chouchou 初舞台 ティルア(SP)(G-CB05/S17) 2400

忍竜 ノロイ(SP)(G-BT11/S21) 1300 覇天皇竜 ドラゴニック・ブレードマスター“戴天”(RRR)(G-BT07/005) 900 天羅水将 ランブロス(RRR)(G-BT02/006) 600 お月さまの友達 マリナ(SP)(G-CB05/S18) 2100

魔忍竜 シラヌイ “朧”(SP)(G-BT11/S22) 2300 クロノファング・タイガー(RRR)(G-BT07/010) 200 ボルテージホーン・ドラゴン(RR)(G-BT02/013) 300 お星さまの友達 ミモザ(SP)(G-CB05/S19) 1000

六道忍竜 ツクモラカン(SP)(G-BT11/S23) 2200 スカーフェイス・ライオン(RR)(G-BT07/015) 200 ドラゴンダンサー アナスタシア(RR)(G-BT02/014) 600 トゥインクルハピネス☆ パシフィカ(SP)(G-CB05/S20) 1000

クローゼット・バルーン(SP)(G-BT11/S24) 100 炎翼剛獣 ディナイアル・グリフォン(RR)(G-BT07/016) 300 ドキドキ・ワーカー(RR)(G-BT02/016) 100 トップアイドル パシフィカ(SP)(G-CB05/S21) 1000

愛着のサキュバス(SP)(G-BT11/S25) 700 独眼のサキュバス(RR)(G-BT07/021) 100 海域の守り手 プラトン(RR)(G-BT02/018) 200 エターナルアイドル パシフィカ(SP)(G-CB05/S22) 800

ヴェアティーゲル・イェーガー(SP)(G-BT11/S26) 1700 聖黒熾天使 ガウリール(SP)(G-BT07/S01) 800 クレヨン・タイガー(RR)(G-BT02/019) 200 プラネットアイドル パシフィカ(SP)(G-CB05/S23) 1100

罪深き者 シャルハロート(SP)(G-BT11/S27) 700 春光の騎士 ベリーモール(SP)(G-BT07/S02) 400 矛盾教官 シェル・マスター(RR)(G-BT02/020) 200 フロンティアスター コーラル(SP)(G-CB05/S24) 1200

神龍騎士 アブドサラーム(SP)(G-BT11/S29) 200 覇天皇竜 ドラゴニック・ブレードマスター“戴天”(SP)(G-BT07/S03) 900 マイティボルト・ドラグーン(R)(G-BT02/024) 800 シャングリラスター コーラル(SP)(G-CB05/S25) 1300

ドラゴンナイト ムブディ(SP)(G-BT11/S30) 800 超宇宙勇機 エクスギャロップ(SP)(G-BT07/S04) 200 征天覇竜 コンクエスト・ドラゴン(SP)(G-BT02/S02) 900 オーロラスター コーラル(SP)(G-CB05/S26) 900

覇天皇竜 ドラゴニック・ブレードマスター“戴天”(SP)(G-BT11/S31) 1500 宇宙勇機 グランボルバー(SP)(G-BT07/S05) 200 ドラゴニック・ヴァンキッシャー(SP)(G-BT02/S03) 500 シャイニースター コーラル(SP)(G-CB05/S27) 3400

ドラゴニック・ブレードマスター(SP)(G-BT11/S32) 200 時空竜 バインドタイム・ドラゴン(SP)(G-BT07/S07) 200 時空竜 フェイトライダー・ドラゴン(SP)(G-BT02/S04) 200 フレッシュスター コーラル(SP)(G-CB05/S28) 3200

神を狩る黒狼 フェンリル(SP)(G-BT11/S33) 200 クロノファング・タイガー(SP)(G-BT07/S08) 400 天羅水将 ランブロス(SP)(G-BT02/S05) 1900 エンジェリックスター コーラル(SP)(G-CB05/S29) 1100

綾織の女神 タグウット(SP)(G-BT11/S34) 200 ドクトロイド・レムノン(SP)(G-BT07/S09) 300 全智竜 マーナガルム(SP)(G-BT02/S06) 300 耳が幸せ メロヴィル(SP)(G-CB05/S30) 700

順風の女神 ニンニル(SP)(G-BT11/S35) 700 随竜侍女 レアス(SP)(G-BT07/S10) 300 夢の運び手 ベレヌス(SP)(G-BT02/S09) 700 ベルベットボイス レイン(SP)(G-CB05/S31) 1900

天獄神獣 フェンリル(SP)(G-BT11/S36) 500 黄金獣 すれいみー・フレア(SP)(G-BT07/S13) 200 ドラゴニック・カイザー・クリムゾン(SP)(G-BT02/S10) 200 ピースフルボイス レインディア(SP)(G-CB05/S32) 1800

黒炎をまとう竜 オグマ(GR)(G-BT10/001) 400 旭光の騎士 グルグウィント(SP)(G-BT07/S14) 800 ボルテージホーン・ドラゴン(SP)(G-BT02/S11) 1400 見守る姉 ロペル(SP)(G-CB05/S33) 1800

黒炎をまとう竜 オグマ(SGR)(G-BT10/001) 700 曙光の騎士 ゴルボドゥク(SP)(G-BT07/S15) 700 ドキドキ・ワーカー(SP)(G-BT02/S12) 300 猛進する妹 ラペル(SP)(G-CB05/S34) 1700

フェイバリットチャンプ ビクトール(GR)(G-BT10/002) 200 スカーフェイス・ライオン(SP)(G-BT07/S16) 500 時空竜 クロノスコマンド・ドラゴン(SGR)(G-BT01/001) 700 多彩な笑み フラッテ(SP)(G-CB05/S35) 1000

フェイバリットチャンプ ビクトール(SGR)(G-BT10/002) 200 聖霊熾天使 スリエル(SP)(G-BT07/S17) 300 神聖竜 セイントブロー・ドラゴン(RRR)(G-BT01/002) 100 リンピッドコーラス メイ(SP)(G-CB05/S36) 800

天道聖剣 グルグウィント(RRR)(G-BT10/005) 700 黒衣の戦慄 ガウリール(SP)(G-BT07/S18) 1000 メテオカイザー ビクトプラズマ(RRR)(G-BT01/007) 200 ハーティダンサー クラー(SP)(G-CB05/S37) 800

黄金の聖剣 グルグウィント(RRR)(G-BT10/006) 600 黒衣の通告 ナキール(SP)(G-BT07/S19) 1000 調停者 アメノサギリ(RR)(G-BT01/013) 100 トップアイドル リヴィエール(SP)(G-CB05/S38) 700

ムッチャバトラー ビクトール(RRR)(G-BT10/009) 100 黒衣の稲妻 ムンカル(SP)(G-BT07/S20) 800 プロテクトオーブ・ドラゴン(RR)(G-BT01/016) 500 スーパーアイドル リヴィエール(SP)(G-CB05/S39) 1200

ベリアルオウル(RR)(G-BT10/011) 2000 炎翼剛獣 ディナイアル・グリフォン(SP)(G-BT07/S21) 1100 スチームメイデン アルリム(RR)(G-BT01/021) 200 マーメイドアイドル リヴィエール(SP)(G-CB05/S40) 1400

覇道黒竜 オーラガイザー・ドラゴン(Re)(G-BT10/Re:01) 200 ドラゴニック・ブレードマスター(SP)(G-BT07/S22) 200 神聖竜 セイントブロー・ドラゴン(SP)(G-BT01/S01) 300 バミューダ△候補生 リヴィエール(SP)(G-CB05/S41) 700

神聖竜 ルミナスホープ・ドラゴン(SP)(G-BT10/S01) 300 ラーヴァフロウ・ドラゴン(SP)(G-BT07/S23) 2300 覇天戦神 スサノオ(SP)(G-BT01/S03) 100 熱き羨望 マロニエ(SP)(G-CB05/S42) 1000

煌牙の黄金騎士 ガルモール(SP)(G-BT10/S02) 200 ドラゴンナイト ジャンナット(SP)(G-BT07/S24) 1000 炎帝龍王 ルートフレア・ドラゴン(SP)(G-BT01/S04) 200 零れる涙 スバル(SP)(G-CB05/S43) 1100

天道聖剣 グルグウィント(SP)(G-BT10/S03) 1700 超宇宙勇機 エクスカリヴー(SP)(G-BT07/S25) 100 ドラゴニック・オーバーロード “The X”(SP)(G-BT01/S05) 1100 祝福の歌声 ローリス(SP)(G-CB05/S44) 300

黄金の聖剣 グルグウィント(SP)(G-BT10/S04) 1600 大宇宙勇機 グランギャロップ(SP)(G-BT07/S26) 500 メテオカイザー ビクトプラズマ(SP)(G-BT01/S06) 500 未来の呼び声 ローリス(SP)(G-CB05/S45) 1300

大帝竜 ガイアダイナスト(SP)(G-BT10/S05) 100 宇宙勇機 グランビート(SP)(G-BT07/S28) 200 時空竜 ラグナクロック・ドラゴン(SP)(G-BT01/S08) 200 がんばる才能 シャンディー(SP)(G-CB05/S46) 6000

ムッチャバトラー ビクトール(SP)(G-BT10/S07) 200 忌まわしき者 ジル・ド・レイ(SP)(G-BT07/S29) 1100 ドラゴニック・ブレードマスター(SP)(G-BT01/S10) 200 大切なフレーズ レイナ(SP)(G-CB05/S47) 700

経世の花乙姫 セルフィーナ(SP)(G-BT10/S08) 600 夜陰の紳士 サン・ジェルマン(SP)(G-BT07/S30) 200 学園の綺羅星 オリヴィア(GR)(G-CB01/001) 2100 Duo アイドル皇帝 クーナ(SP)(G-CB05/S48B) 400

神聖魔道士 アレッシア(SP)(G-BT10/S09) 800 シャルハロート・ヴァンピーア(SP)(G-BT07/S31) 1100 お散歩日和 エミリア(RRR)(G-CB01/005) 200 Duo アイドル皇帝 クーナ(SP)(G-CB05/S48W) 500

帝竜 ガイアエンペラー(SP)(G-BT10/S13) 400 純愛のサキュバス(SP)(G-BT07/S32) 2000 憧れの煌めき スピカ(RR)(G-CB01/007) 200 Duo 弾ける紅灯 プリア(SP)(G-CB05/S49B) 700

プリズムバード(SP)(G-BT10/S14) 100 独眼のサキュバス(SP)(G-BT07/S33) 1200 とびきりの新入生 シズク(RR)(G-CB01/010) 500 Duo 弾ける紅灯 プリア(SP)(G-CB05/S49W) 700

砲撃竜 パラサウランチャー(SP)(G-BT10/S15) 100 スチームメイデン アルリム(SP)(G-BT07/S35) 1700 大切なフレーズ レイナ(RR)(G-CB01/012) 100 Duo 魅惑の瞳 リィト(SP)(G-CB05/S50B) 500

伏魔忍鬼 ヤスイエ・テンマ(SP)(G-BT10/S16) 500 天元超克 アルトマイル(GR)(G-BT06/001) 200 学園の綺羅星 オリヴィア(SP)(G-CB01/S01) 18000 Duo 魅惑の瞳 リィト(SP)(G-CB05/S50W) 500

看破の忍鬼 ヤスイエ(SP)(G-BT10/S17) 200 咲き誇るラナンキュラス アーシャ(GR)(G-BT06/002) 700 PR♥ISM-P プリンセス・ラブラドル(SP)(G-CB01/S02) 900 Duo 幻想の瞳 ラムリ(SP)(G-CB05/S51B) 200

関門の忍鬼 アタカ(SP)(G-BT10/S18) 200 暗黒竜 スペクトラル・ブラスター “Diablo”(RRR)(G-BT06/004) 300 Duo 永遠の妹 メーア(SP)(G-CB01/S03B) 2000 Duo 幻想の瞳 ラムリ(SP)(G-CB05/S51W) 200

メテオカイザー ビクトール(SP)(G-BT10/S19) 200 霧幻の海賊王 ナイトローゼ(RRR)(G-BT06/008) 200 Duo 永遠の妹 メーア(SP)(G-CB01/S03W) 1700 PR♥ISM-Duo ロレッタ(SP)(G-CB05/S52B) 200

メチャバトラー アラシード(SP)(G-BT10/S21) 200 黒鎖炎舞陣 ホエル(RR)(G-BT06/013) 300 未来の呼び声 ローリス(SP)(G-CB01/S04) 6900 PR♥ISM-Duo ロレッタ(SP)(G-CB05/S52W) 200

征天覇竜 ドラゴニック・ヴァンキッシャー“VMAX”(GR)(G-BT09/001) 300 終演を告げる者 メフィスト(RR)(G-BT06/016) 200 お散歩日和 エミリア(SP)(G-CB01/S05) 3400 PR♥ISM-Duo アリア(SP)(G-CB05/S53B) 400

征天覇竜 ドラゴニック・ヴァンキッシャー“VMAX”(SGR)(G-BT09/001) 700 倦怠の呪術師 ネグロレイジー(RR)(G-BT06/019) 300 ひたむき少女 リディ(SP)(G-CB01/S06) 1100 PR♥ISM-Duo アリア(SP)(G-CB05/S53W) 500

祝福の歌声 ローリス(GR)(G-BT09/001) 300 竜巻のジン(RR)(G-BT06/020) 200 憧れの煌めき スピカ(SP)(G-CB01/S07) 6900 神聖竜 ブレイブランサー・ドラゴン(GR)(G-CHB01/001) 100

祝福の歌声 ローリス(SGR)(G-BT09/001) 400 光と闇の愛弟子 リュー(R)(G-BT06/024) 200 Duo 幻想の瞳 ラムリ(SP)(G-CB01/S08B) 100 神聖竜 ブレイブランサー・ドラゴン(SGR)(G-CHB01/001) 300

慟哭の嵐 ウェイリング・サヴァス(GR)(G-BT09/002) 200 反攻の騎士 スレイマン(SP)(G-BT06/S01) 500 Duo 幻想の瞳 ラムリ(SP)(G-CB01/S08W) 100 時空竜 クロスオーバー・ドラゴン(SGR)(G-CHB01/002) 200

慟哭の嵐 ウェイリング・サヴァス(SGR)(G-BT09/002) 400 暗黒竜 スペクトラル・ブラスター “Diablo”(SP)(G-BT06/S02) 2100 破天娘 ポプリ(SP)(G-CB01/S09) 700 冬麗の花乙姫 インベルノ(GR)(G-CHB01/003) 100

聖霊熾天使 アルティエル(RRR)(G-BT09/003) 200 漆黒の旋風 ヴォーティマー “Diablo”(SP)(G-BT06/S03) 200 とびきりの新入生 シズク(SP)(G-CB01/S10) 7600 冬麗の花乙姫 インベルノ(SGR)(G-CHB01/003) 400

天空を舞う竜 ルアード(RRR)(G-BT09/005) 700 メテオカイザー ビクトール(SP)(G-BT06/S04) 200 空想委員 ククリ(SP)(G-CB01/S11) 8300 光昭の騎士王 アルフレッド・オース(RRR)(G-CHB01/004) 400

竜刻魔道士 モルフェッサ(RRR)(G-BT09/006) 1100 霧幻の海賊王 ナイトローゼ(SP)(G-BT06/S06) 700 大切なフレーズ レイナ(SP)(G-CB01/S12) 700 天命の騎士 アルトマイル(RRR)(G-CHB01/005) 800

真・抹消者 ドラゴニック・ディセンダント“Ｚ”(RRR)(G-BT09/007) 500 希望の守り手(SP)(G-BT06/S09) 300 嵐を統べる者 コマンダー・サヴァス(GR)(G-CB02/001) 400 胸焦がすラナンキュラス アーシャ(RRR)(G-CHB01/008) 2300



カード名 買取金額 カード名 買取金額 カード名 買取金額 カード名 買取金額

頑強の乙女 ノエル(RRR)(G-CHB01/009) 500 撃墜王 ミラクル・エース(SP)(G-TCB01/S05) 600 新田シン役 森嶋秀太(PR)(PR/0597) 400

スチームテイマー アルカ(RR)(G-CHB01/017) 800 逸材 ライジング・ノヴァ(SP)(G-TCB01/S06) 400 石田ナオキ役 佐川大樹(PR)(PR/0598) 300

月桂の騎士 シシルス(Re)(G-CHB01/Re:01) 200 夜霧の忍鬼 ミヤビ(SP)(G-TCB01/S07) 800 小茂井シンゴ役 佐野真白(PR)(PR/0599) 500

夢の運び手 ベレヌス(Re)(G-CHB01/Re:03) 100 帳の忍鬼 クレナイ(SP)(G-TCB01/S08) 1300 立凪タクト役 上村海成(PR)(PR/0600) 300

スチームメイデン アルリム(Re)(G-CHB01/Re:05) 300 サベイジ・ガーディアン(SP)(G-TCB01/S10) 1100 雀ヶ森レン役 染谷俊之(PR)(PR/0604) 500

ドキドキ・ワーカー(Re)(G-CHB01/Re:06) 100 ウインクキラー・ミザリー(SP)(G-TCB01/S11) 1000 立凪コーリン役 三森すずこ(PR)(PR/0605) 600

光昭の騎士王 アルフレッド・オース(SP)(G-CHB01/S01) 2200 勝利の印 アルマ(SP)(G-TCB01/S12) 600 Pleasure Stride　三森すずこ(PR)(PR/0606) 700

天命の騎士 アルトマイル(SP)(G-CHB01/S02) 2200 伏魔忍竜 シバラックバスター(GR)(G-TCB02/001) 800 Pleasure Stride　徳井青空(PR)(PR/0607) 400

督励の騎士 アルビオン(SP)(G-CHB01/S03) 700 伏魔忍竜 シバラックバスター(SGR)(G-TCB02/001) 900 Pleasure Stride　佐々木未来(PR)(PR/0608) 600

胸焦がすラナンキュラス アーシャ(SP)(G-CHB01/S05) 8200 無法怪神 オブティランドス(GR)(G-TCB02/002) 1100 Pleasure Stride　橘田いずみ(PR)(PR/0609) 500

頑強の乙女 ノエル(SP)(G-CHB01/S06) 1700 無法怪神 オブティランドス(SGR)(G-TCB02/002) 1400 スチームメイデン メラム(PR)(PR/0638) 300

神聖竜 レジットソード・ドラゴン(SP)(G-CHB01/S07) 100 全智竜 アーヴァンク(GR)(G-TCB02/003) 400 憧れの煌めき スピカ(PR)(PR/0640) 300

神衛聖騎士 イグレイン(SP)(G-CHB01/S08) 300 全智竜 アーヴァンク(SGR)(G-TCB02/003) 500 スチームスカラー シン・マギル(PR)(PR/0642) 900

ハイブロースチーム アルリム(SP)(G-CHB01/S09) 200 伏魔忍鬼 ヤスイエ・テンマ(RRR)(G-TCB02/004) 500 月桂の騎士 シシルス(PR)(PR/0643) 200

スチームテイマー アルカ(SP)(G-CHB01/S10) 800 暴虐怪神 ダークフェイス(RRR)(G-TCB02/006) 800 マリンアスリート ララージャ(PR)(PR/0650) 600

姫小百合の精華銃士 マイラ(SP)(G-CHB01/S11) 500 聖賢博士 ビッグベリー(RRR)(G-TCB02/008) 500 バトルシスター もんぶらん(PR)(PR/0651) 200

時計草の花乙姫 マルレーナ(SP)(G-CHB01/S12) 200 妖刀の忍鬼 マサムラ(RR)(G-TCB02/013) 400 ブラスター・ブレード(TD)(TD01/005) 200

枢機の征討神 カムスサノオ(GR)(G-CHB02/001) 900 鋏弾怪人 ボムシザー(RR)(G-TCB02/017) 200 伴星の星輝兵 フォトン(TD(RRR仕様))(TD17/005) 1000

枢機の征討神 カムスサノオ(SGR)(G-CHB02/001) 1000 伏魔忍鬼 ヤスイエ・テンマ(SP)(G-TCB02/S01) 800 伴星の星輝兵 フォトン(TD)(TD17/005) 700

大銀河総督 コマンダーローレルＤ(SGR)(G-CHB02/002) 100 隠密魔竜 アラゴトスパーク(SP)(G-TCB02/S02) 600 ブラスター・ブレード(-)(VZ/006) 100

全智竜 フェルニゲーシュ(SGR)(G-CHB02/003) 200 暴虐怪神 ダークフェイス(SP)(G-TCB02/S03) 1700 喧嘩屋 ビッグバンナックル・バスター(SP)(BT17/S05) 300

八千代の日輪 アマテラス(RRR)(G-CHB02/004) 3000 斬空裂将 スペリオルマンティス(SP)(G-TCB02/S04) 200 煉獄竜 ボーテックス・ドラゴニュート(SP)(BT17/S04) 100

荒神の霊剣 スサノオ(RRR)(G-CHB02/005) 600 聖賢博士 ビッグベリー(SP)(G-TCB02/S05) 1000 青き炎の解放者 プロミネンスコア(SP)(BT17/S01) 100

次元ロボ司令長官 ファイナルダイマックス(RRR)(G-CHB02/006) 900 特任教授 アルシャ(SP)(G-TCB02/S06) 200 煉獄竜 ボーテックス・ドラゴニュート(LR)(BT17/L03) 100

駆け抜ける英機 グランギャロップ(RRR)(G-CHB02/007) 500 伏魔忍鬼 シシユヅキ(SP)(G-TCB02/S07) 300 誓いの解放者 アグロヴァル(LR)(BT17/L02) 400

エキサイトバトルシスター みろわーる(RR)(G-CHB02/010) 1000 怪神要塞 グライスフォート(SP)(G-TCB02/S09) 300 アルティメットライザー・MF(SP)(BT16/S05) 100

バトルシスター まどれーぬ(RR)(G-CHB02/011) 1000 六角怪人 ハニカムクイーン(SP)(G-TCB02/S10) 200 喧嘩屋 ビッグバンナックル・ドラゴン(SP)(BT16/S03) 100

八千代の日輪 アマテラス(SP)(G-CHB02/S01) 4700 金城の首席 アルジロー(SP)(G-TCB02/S11) 600 ブラスター・ブレード・探索者(SP)(BT16/S02) 200

荒神の霊剣 スサノオ(SP)(G-CHB02/S02) 1000 トライルーラー・キャット(SP)(G-TCB02/S12) 200 探索者 シングセイバー・ドラゴン(SP)(BT16/S01) 200

次元ロボ司令長官 ファイナルダイマックス(SP)(G-CHB02/S03) 2900 ヒストリーメーカー・ドラゴン(TD)(G-TD06/007) 100 ドラゴニック・バーンアウト(SP)(BT15/S10) 600

駆け抜ける英機 グランギャロップ(SP)(G-CHB02/S04) 1900 ヒストリーメーカー・ドラゴン(TD)(G-TD06/007(RRR仕様)) 200 蒼嵐業竜 メイルストローム “Я”(SP)(BT15/S08) 200

永世教授 ブラマナンダ(SP)(G-CHB02/S05) 600 クロノジェット・ドラゴン・G(TD【拍押し】)(G-TD09/002) 100 銀の茨の竜女皇 ヴィーナス・ルキエ(SP)(BT15/S07) 500

慈愛の教鞭 ビッグベリー(SP)(G-CHB02/S06) 200 クロノファング・タイガー・G(TD【拍押し】)(G-TD09/003) 700 星輝兵 “Я” クレイドル(SP)(BT15/S06) 300

エキサイトバトルシスター みろわーる(SP)(G-CHB02/S07) 3500 クロノスピン・サーペント(TD【拍押し】)(G-TD09/005) 500 ドラゴニック・オーバーロード“The Яe-birth”(SP)(BT15/S05) 100

神明護官 アマツヒコネ(SP)(G-CHB02/S08) 150 クロノビート・バッファロー(TD【拍押し】)(G-TD09/007) 100 ドラゴニック・オーバーロード（新）(SP)(BT15/S04) 200

超鋼闘機 ギルトディガー(SP)(G-CHB02/S09) 150 クロノエトス・ジャッカル(TD【拍押し】)(G-TD09/010) 100 撃退者 ドラグルーラー・ファントム(SP)(BT15/S02) 100

イニグマン・カーム(SP)(G-CHB02/S10) 200 クロノ・ドラン・Ｇ(TD【拍押し】)(G-TD09/014) 100 鋭牙の魔女 フォドラ(R)(BT15/021) 300

特別名誉博士 シャソバージュ(SP)(G-CHB02/S11) 200 クロノボレー・ラビット(TD【拍押し】)(G-TD09/015) 200 星輝兵 “Ω” グレンディオス(ЯЯЯ)(BT15/000) 400

ファインコート・マルチーズ(SP)(G-CHB02/S12) 200 クロノドーズ・シープ(TD【拍押し】)(G-TD09/016) 200 隠密魔竜 ヒャッキヴォーグ “Я”(SP)(BT14/S11) 200

破龍戦神 カムスサノオ(SP)(G-CHB02/S13) 200 クロノセラピー・ハムスター(TD【拍押し】)(G-TD09/018) 800 全知の神器 ミネルヴァ(SP)(BT14/S05) 900

覇天戦神 スサノオ(SP)(G-CHB02/S14) 200 覚醒を待つ竜 ルアード(TD)(G-TD10/003) 200 救国の獅子 グランドエイゼル・シザーズ(SP)(BT14/S03) 200

神剣 アメノムラクモ(SP)(G-CHB02/S15) 1100 Chouchou 初舞台 ティルア(TD)(G-TD14/003) 100 哀哭の宝石騎士 アシュレイ “Я”(SP)(BT14/S01) 200

調停者 アメノサギリ(SP)(G-CHB02/S16) 1100 Chouchou 初舞台 ティルア(SP)(G-TD14/S01) 2400 特別名誉博士 シャノアール(SP)(BT13/S12) 100

神剣 クサナギ(SP)(G-CHB02/S17) 800 超次元ロボ ダイカイザー(TD)(HS08/001) 200 七海覇王 ナイトミスト(SP)(BT13/S09) 100

超宇宙勇機 エクスタイガー(SP)(G-CHB02/S18) 300 バトルシスター じゅれ(PR)(MB/015) 200 蒼波竜 テトラドライブ・ドラゴン(SP)(BT13/S08) 100

イニグマン・ギガストーム(SP)(G-CHB02/S19) 100 バトルシスター ぷでぃんぐ(PR)(MB/016) 200 星輝兵 カオスブレイカー・ドラゴン(SP)(BT13/S07) 1400

イニグマン・ヘルム(SP)(G-CHB02/S20) 200 抹消者 アンルーリー・ドラゴン(PR)(MB/037) 600 最凶獣神 エシックス・バスター “Я”(SP)(BT13/S04) 100

イニグマン・ブラン(SP)(G-CHB02/S21) 200 ライトエレメント アグリーム(PR)(MB/044) 300 最強獣神 エシックス・バスター・エクストリーム(SP)(BT13/S03) 200

聖賢博士 ビッグベリー(SP)(G-CHB02/S23) 800 ライトエレメント アグリーム(PR)(MB/053) 300 粛清の守護天使 レミエル “Я”(SP)(BT13/S01) 100

ひたむき助手 ミニベリー(SP)(G-CHB02/S25) 300 海淵のゾンビホエール(PR)(MB/065) 700 星輝兵 カオスブレイカー・ドラゴン(RRR)(BT13/007) 200

実践研究員 ポンベリー(SP)(G-CHB02/S27) 200 ブラスター・ブレード(PR)(MB/066) 200 ブラスター・ダーク・撃退者(SP)(BT12/S12) 200

異界の大奇術 フェアフィールド(GR)(G-CHB03/001) 200 ウォールラベッジ・ドラゴン(PR)(MB/071) 100 銀の茨の竜女帝 ルキエ “Я”(SP)(BT12/S08) 200

異界の大奇術 フェアフィールド(GR)(G-CHB03/001) 200 Chouchou アキナ(PR)(MB/073) 200 撃退者 レイジングフォーム・ドラゴン(SP)(BT12/S01) 200

仮面の幻術師 ハリー(RLR)(G-CHB03/001RLR) 2700 ギャングアサルト・ドラゴン(PR)(MB/075) 200 轟く波紋 ジノビオス(SP)(BT11/S12) 200

贖いの海賊王 ドラクート(GR)(G-CHB03/002) 500 煉獄竜 ドラゴニック・ネオフレイム(RR)(MBT01/010) 200 抹消者 スイープコマンド・ドラゴン(SP)(BT11/S06) 500

贖いの海賊王 ドラクート(SGR)(G-CHB03/002) 800 光源の探索者 アルフレッド・エクシヴ(LR)(MBT01/L01) 200 ドーントレスドライブ・ドラゴン(SP)(BT11/S05) 200

星影の吸血姫 ナイトローゼ(RLR)(G-CHB03/002RLR) 3700 煉獄皇竜 ドラゴニック・オーバーロード・ザ・グレート(LR)(MBT01/L03) 300 ブラスター・ブレード・解放者(SP)(BT10/S12) 200

銀の茨の神竜使い ヴィーナス・ルキエ(SP)(G-CHB03/S01) 200 煉獄竜 ドラゴニック・ネオフレイム(LR)(MBT01/L04) 600 抹消者 ガントレッドバスター・ドラゴン(SP)(BT10/S07) 200

仮面の幻術師 ハリー(SP)(G-CHB03/S02) 200 星輝兵 ブラスター・ジョーカー(LR)(MBT01/L05) 100 抹消者 ドラゴニック・ディセンダント(SP)(BT10/S06) 200

屍の幻妖術師 ネグロゾンガー(SP)(G-CHB03/S03) 500 伴星の星輝兵 フォトン(LR)(MBT01/L06) 1400 ブラスター・ダーク・スピリット(SP)(BT09/S12) 300

星影の吸血姫 ナイトローゼ(SP)(G-CHB03/S04) 200 光源の探索者 アルフレッド・エクシヴ(SP)(MBT01/S01SP) 200 ブラスター・ブレード・スピリット(SP)(BT09/S11) 1100

銀の茨の竜使い ルキエ（新）(SP)(G-CHB03/S05) 700 青き炎の解放者 プロミネンスグレア(SP)(MBT01/S02) 900 ブラスター・ブレード・スピリット(RR)(BT09/019) 100

ラブリー・コンパニオン(SP)(G-CHB03/S06) 200 煉獄皇竜 ドラゴニック・オーバーロード・ザ・グレート(SP)(MBT01/S03) 600 蒼嵐竜 メイルストローム(SP)(BT08/S05) 200

防潮のバンシー(SP)(G-CHB03/S08) 1100 星輝兵 ブラスター・ジョーカー(SP)(MBT01/S05) 200 白百合の銃士 セシリア(SP)(BT08/S04) 200

仮面の奇術師 ハリー(SP)(G-CHB03/S09) 200 ハーモニクス・メサイア(SP)(MBT01/S07A) 3800 ブレイドウイング・レジー(SP)(BT07/S12) 100

マスカレード・バニー(SP)(G-CHB03/S10) 500 ハーモニクス・メサイア(SP)(MBT01/S07B) 700 銀の茨の竜使い ルキエ(SP)(BT07/S04) 200

夜霧の吸血姫 ナイトローゼ(SP)(G-CHB03/S11) 800 ブラスター・ブレード(PR)(PR/0001) 300 恋の守護者 ノキエル(SP)(BT06/S02) 400

お化けのとみー兄弟(SP)(G-CHB03/S12) 300 ブラスター・ブレード(PR(R仕様）)(PR/0001) 400 ういんがる・ぶれいぶ(SP)(BT05/S11) 1300

始源根絶者 ヱヰゴヲグ(GR)(G-CMB01/001) 1300 スパイダーマン(PR)(PR/0080) 1400 ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド(SP)(BT05/S05) 100

絆の根絶者 グレイヲン(RRR)(G-CMB01/005) 100 ブラスター・ブレード(PR)(PR/0089) 200 マジェスティ・ロードブラスター(SP)(BT05/S02) 700

光の剣士 ブラスター・レイピア ローラ(R)(G-CMB01/017) 200 キッダーニ男爵(PR)(PR/0101) 300 ブラスター・ダーク(SP)(BT04/S12) 300

転生竜 ホーリースクワイヤ・ドラゴン(SP)(G-CMB01/S01) 500 プラネットアイドル パシフィカ(PR)(PR/0186) 100 髑髏の魔女 ネヴァン(SP)(BT04/S03) 100

王佐の騎士 ガルハール(SP)(G-CMB01/S02) 200 星輝兵 “Ω” グレンディオス(PR)(PR/0189) 124600 漆黒の乙女 マーハ(SP)(BT04/S02) 200

光の剣士 アーメス(SP)(G-CMB01/S03) 300 機神将・ギガロード(PR)(PR/0190) 3400 グウィン・ザ・リッパー(SP)(BT03/S07) 100

絆の根絶者 グレイヲン(SP)(G-CMB01/S04) 800 黄昏の神器 ヘスペリス(PR)(PR/0210) 200 満月の女神 ツクヨミ(SP)(BT03/S05) 200

染み渡る根絶者 ヱンダー(SP)(G-CMB01/S06) 200 煉獄竜騎士 エルハーム(PR)(PR/0213) 200 ナイトメアドール ありす(SP)(BT03/S02) 200

第99代次元ロボ司令官 グレートダイアース(RRR)(G-EB01/001) 600 遮光の星輝兵 サルファー(PR)(PR/0215) 800 満月の女神 ツクヨミ(RRR)(BT03/006) 900

超宇宙勇機 エクスタイガー(RRR)(G-EB01/002) 200 アルティメットライザー・MF(PR)(PR/0218) 10300 トップアイドル アクア(SP)(BT02/S12) 300

大宇宙勇機 グランギャロップ(RRR)(G-EB01/003) 200 ブラスター・ダーク・撃退者 “Abyss”(PR)(PR/0220) 34800 スカーレットウィッチ ココ(SP)(BT02/S07) 100

第99代次元ロボ司令官 グレートダイアース(SP)(G-EB01/S01) 1600 ブラスター・ブレード(PR)(PR/0222) 50000 ルイン・シェイド(SP)(BT02/S03) 100

超宇宙勇機 エクスタイガー(SP)(G-EB01/S02) 1100 溢れ出す夢 マドレ(PR)(PR/0237) 200 ロゼンジ・メイガス(SP)(BT01/S11) 200

大宇宙勇機 グランギャロップ(SP)(G-EB01/S03) 500 シャングリラスター コーラル(PR)(PR/0239) 700 孤高の騎士 ガンスロッド(SP)(BT01/S08) 100

夜を統べる月神 ツクヨミ(GR)(G-FC01/002) 700 プラネットアイドル パシフィカ(PR)(PR/0241) 700 ブラスター・ブレード(SP)(BT01/S02) 2600

浄罪の獅子王 ミスリルエイゼル(GR)(G-FC01/003) 150 溢れ出す夢 ディオス(PR)(PR/0243) 100 ブラスター・ブレード(RRR)(BT01/002) 100

滅星輝兵 “∞” グレンディオス(GR)(G-FC01/006) 400 月桂の騎士 シシルス(PR)(PR/0263) 200 ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド(SP)(FC02/S04) 100

銀の茨の神竜使い ミスティック・ルキエ(RRR)(G-FC01/019) 500 ブラスター・ブレード(PR)(PR/0267) 300 マジェスティ・ロードブラスター(SP)(FC02/S01) 200

甲殻怪神 マシニング・デストロイヤー(RRR)(G-FC01/022) 100 タイダル・アサルト(PR)(PR/0275) 300 究極次元ロボ グレートダイカイザー(-)(FC02/003) 200

全盛の宝石騎士爵 エヴァンジェリン(GR)(G-FC02/001) 200 スチームソルジャー アル(PR)(PR/0297) 200 ブラスター・ブレード(SP)(FC01/S02) 800

青き炎の真・解放者 ホーリーフレイム(GR)(G-FC02/002) 100 次元ロボ・オペレーター ユウカ(PR)(PR/0301) 200 叡智の神器 アンジェリカ(SP)(EB12/S06) 1500

征天覇竜 ドラゴニック・カイザー・ワーニング(GR)(G-FC02/004) 100 魔獣 デゴル(PR)(PR/0308) 500 黒蛇の魔女 チコリ(SP)(EB12/S05) 900

伝説の次元ロボ ダイカイザー・レオン(GR)(G-FC02/006) 300 人型魔導具 阿号(PR)(PR/0309) 200 運命の神器 ノルン(SP)(EB12/S04) 500

時空竜 クロノスコマンド・レヴォリューション(GR)(G-FC02/007) 500 黄金騎士ガロ翔(PR)(PR/0310) 1500 智勇の神器 ブリュンヒルデ(SP)(EB12/S03) 200

トゥインクルハピネス☆ パシフィカ(GR)(G-FC02/008) 200 リザードソルジャー ベローグ(PR)(PR/0316) 300 白蛇の魔女 ミント(SP)(EB12/S02) 650

聖霊熾天使 ノキエル(RRR)(G-FC02/010) 200 フライング・ライブラリアン(PR)(PR/0319) 300 宇宙の神器 CEO ユグドラシル(SP)(EB12/S01) 550

殲滅の翼 ブレイドウイング・ティボールド(RRR)(G-FC02/018) 700 トゥインクルハピネス☆ パシフィカ(PR)(PR/0329) 200 運命の神器 ノルン(LR)(EB12/L02) 300

深淵のナイトメアドール べあとりくす(RRR)(G-FC02/019) 300 大阪府広報担当副知事もずやん(PR)(PR/0334) 200 宇宙の神器 CEO ユグドラシル(LR)(EB12/L01) 300

夢踊る彩翼 ミルワード(GR)(G-FC03/005) 200 波動する根絶者 グレイドール(PR)(PR/0337) 200 白蛇の魔女 ミント(RRR)(EB12/002) 200

時空竜 ワープドライブ・ドラゴン(GR)(G-FC03/006) 200 光の剣士 アーメス(PR)(PR/0339) 1600 宇宙の神器 CEO ユグドラシル(RRR)(EB12/001) 200

常夏の花乙姫 ベラーノ(GR)(G-FC03/008) 200 波動する根絶者 グレイドール(PR)(PR/0340) 1600 幽幻の撃退者 モルドレッド・ファントム(SP)(EB11/S06) 1100

エアーエレメント シブリーズ(RR)(G-FC03/049) 100 月桂の騎士 シシルス(PR)(PR/0348) 200 現の魔女 ファム(SP)(EB11/S05) 400

天上の主神 アマテラス(GR)(G-FC04/002) 200 ドキドキ・ワーカー(PR)(PR/0356) 200 結界の魔女 グラーニャ(SP)(EB11/S04) 200

覇天皇竜 ブレイジングバースト・ドラゴン(GR)(G-FC04/007) 200 ドラゴニック・バーンアウト(PR)(PR/0363) 100 ブラスター・ダーク・撃退者 “Abyss”(SP)(EB11/S03) 400

征天覇竜 クローザー・ドラゴン(GR)(G-FC04/011) 200 フライング・ライブラリアン(PR)(PR/0365) 800 撃退者 ファントム・ブラスター “Abyss”(SP)(EB11/S02) 600

創世機神 オルトワイルダー(GR)(G-FC04/014) 400 甘い魔法使い ロンネ(PR)(PR/0369) 600 幻惑の魔女 フィアナ(SP)(EB11/S01) 500

時空竜 ビヨンドオーダー・ドラゴン(GR)(G-FC04/018) 200 星輝兵 ミューレプトン(PR)(PR/0372) 300 ブラスター・ダーク・撃退者 “Abyss”(LR)(EB11/L02) 200

不死身の船 イモータル・ガレオン(GR)(G-FC04/019) 300 変転の賢者 ライロン(PR)(PR/0374) 200 撃退者 ファントム・ブラスター “Abyss”(LR)(EB11/L01) 200

必見の大団円 ファイナル・プリシラ(GR)(G-FC04/020) 1500 黄金竜 ライジングシャイン・ドラゴン(PR)(PR/0378) 200 PR♥ISM-Duo アリア(SP)(EB10/S08W) 1700

呪経忍妖 ザシキヒメ(RRR)(G-FC04/032) 100 ドラゴンナイト ルーレン(PR)(PR/0379) 200 PR♥ISM-Duo アリア(SP)(EB10/S08B) 1700

久遠の時乙女 ウルル(RRR)(G-FC04/042) 300 先導アイチ役 大平峻也(PR)(PR/0381) 900 Duo 約束の日 コリマ(SP)(EB10/S07W) 100

至高の宝珠 サンディー(RRR)(G-FC04/044) 1400 櫂トシキ役 健人(PR)(PR/0382) 1100 Duo 約束の日 コリマ(SP)(EB10/S07B) 100

ドラゴニック・オーバーロード “The Legend”(LD(RRR仕様))(G-LD02/004) 200 雀ヶ森レン役 染谷俊之(PR)(PR/0383) 300 PR♥ISM-Duo スレーニー(SP)(EB10/S06W) 300

ブラスター・ブレード(LD)(G-LD03/009) 300 立凪コーリン役 三森すずこ(PR)(PR/0384) 2300 PR♥ISM-Duo スレーニー(SP)(EB10/S06B) 300

三日月宗近(GR)(G-TB01/001) 300 そにっくがる(PR)(PR/0394) 400 Duo 小さな秘密 ローヌ(SP)(EB10/S05W) 600

鶴丸国永(RRR)(G-TB01/006) 300 レーブンヘアードエイゼル(PR)(PR/0396) 200 Duo 小さな秘密 ローヌ(SP)(EB10/S05B) 600

三日月宗近(SP)(G-TB01/S01) 1600 Duo 空前絶後の妹 メーア(PR)(PR/0400) 700 Duo 理想の妹 メーア(SP)(EB10/S03W) 1100

蛍丸(SP)(G-TB01/S02) 300 夢への階段 シズク(PR)(PR/0401) 700 Duo 理想の妹 メーア(SP)(EB10/S03B) 1100

小狐丸(SP)(G-TB01/S03) 500 華踊る綺羅星 オリヴィア(PR)(PR/0402) 500 Duo 魅惑の瞳 リィト(SP)(EB10/S02W) 1300

獅子王(SP)(G-TB01/S04) 200 マザーオーブ・ドラゴン(PR)(PR/0414) 100 Duo 魅惑の瞳 リィト(SP)(EB10/S02B) 1300

江雪左文字(SP)(G-TB01/S05) 800 ワンダーフリル ナノカ(PR)(PR/0441) 800 Duo ステージストーム イオリ(SP)(EB10/S01W) 300

数珠丸恒次(GR)(G-TB02/001) 500 プチットリサイタル ナクル(PR)(PR/0443) 1000 Duo ステージストーム イオリ(SP)(EB10/S01B) 300

三日月宗近 特(GR)(G-TB02/002) 300 スチームメイデン メラム(PR)(PR/0451) 300 PR♥ISM-Duo アリア(RR)(EB10/008W) 200

石切丸 特(RRR)(G-TB02/003) 200 アークセイバー・ドラゴン(PR)(PR/0480) 200 PR♥ISM-Duo アリア(RR)(EB10/008B) 200

鶴丸国永 特(RRR)(G-TB02/005) 500 アークセイバー・ドラゴン(PR)(PR/0483) 1500 PR♥ISM-Duo スレーニー(SP)(EB10/006W) 300

日本号(RRR)(G-TB02/006) 300 闇夜の乙女 マーハ(PR)(PR/0488) 200 PR♥ISM-Duo スレーニー(SP)(EB10/006B) 300

蛍丸 特(RRR)(G-TB02/008) 200 あいさいさん(PR)(PR/0490) 1600 Duo 理想の妹 メーア(RRR)(EB10/003W) 100

数珠丸恒次(SP)(G-TB02/S01) 1000 あいさいちゃん(PR)(PR/0491) 2200 Duo 理想の妹 メーア(RRR)(EB10/003B) 100

鶴丸国永 特(SP)(G-TB02/S02) 2200 あいさいさん(PR)(PR/0492) 1600 超越龍 ドラゴニック・ヌーベルバーグ(SP)(EB09/S01) 200

蛍丸 特(SP)(G-TB02/S03) 1100 あいさいちゃん(PR)(PR/0493) 2200 ブラウ・ドゥンケルハイト(SP)(EB08/S04) 300

堀川国広 特(SP)(G-TB02/S04) 1100 クロノドラゴン・ネクステージ(PR)(PR/0494) 2300 モーント・ブラウクリューガー(SP)(EB08/S03) 500

陸奥守吉行 特(SP)(G-TB02/S05) 800 飛天の聖騎士 アルトマイル(PR)(PR/0495) 1500 ギャラクシー・ブラウクリューガー(SP)(EB08/S02) 500

六道忍竜 ツクモラカン(GR)(G-TCB01/001) 3000 夢紡ぐラナンキュラス アーシャ(PR)(PR/0496) 2600 永劫不敗 アシュラ・カイザー(SP)(EB08/S01) 100

大悪党 ダーティ・ピカロ(GR)(G-TCB01/003) 300 赤閃の騎士 フェルディア(PR)(PR/0512) 800 モーント・ブラウクリューガー(RRR)(EB08/003) 200

六道忍鬼 アタゴロード(RRR)(G-TCB01/004) 600 魔剣海賊 ディアーヌ(PR)(PR/0513) 700 バトルシスター ここっと(SP)(EB07/S04) 300

忍竜 シラヌイ(RRR)(G-TCB01/005) 200 黒翼のソードブレイカー(PR)(PR/0515) 100 バトルシスター もなか(SP)(EB07/S03) 200

絶対王者 グラトニードグマ(RRR)(G-TCB01/006) 700 ヒストリーメーカー・ドラゴン(PR)(PR/0516) 300 バトルシスター ぱるふぇ(SP)(EB07/S02) 100

帝竜 ガイアエンペラー(RRR)(G-TCB01/007) 400 フローラルパラディン ふろうがる(PR)(PR/0520) 300 ヘキサゴナル・メイガス(SP)(EB07/S01) 100

撃墜王 ミラクル・エース(RRR)(G-TCB01/008) 100 超刻龍 オルタード・ドラゴン(PR)(PR/0521) 200 バトルシスター ここっと(RR)(EB07/005) 200

逸材 ライジング・ノヴァ(RRR)(G-TCB01/009) 300 春眠の女神 ターロ(PR)(PR/0538) 100 PR♥ISM-P レイテ(SP)(EB06/S06) 100

夜霧の忍鬼 ミヤビ(RR)(G-TCB01/011) 300 迫撃の騎士 ディパテル(PR)(PR/0588) 600 PR♥ISM-P ケルト(SP)(EB06/S05) 200

帳の忍鬼 クレナイ(RR)(G-TCB01/012) 800 先導アイチ役 大平峻也(PR)(PR/0590) 400 オーロラスター コーラル(SP)(EB06/S04) 200

忍竜 ノロイ(RR)(G-TCB01/013) 500 櫂トシキ役 健人(PR)(PR/0591) 300 PR♥ISM-I ヴェール(SP)(EB06/S03) 700

ウインクキラー・ミザリー(RR)(G-TCB01/019) 100 戸倉ミサキ役 能條愛未（乃木坂46）(PR)(PR/0592) 700 PR♥ISM-P ラブラドル(SP)(EB06/S02) 700

六道忍鬼 アタゴロード(SP)(G-TCB01/S01) 1600 葛木カムイ役 相馬眞太(PR)(PR/0593) 300

忍竜 シラヌイ(SP)(G-TCB01/S02) 3500 三和タイシ役 石渡真修(PR)(PR/0594) 300

絶対王者 グラトニードグマ(SP)(G-TCB01/S03) 2600 鳴海アサカ役 柴 小聖(PR)(PR/0595) 300

帝竜 ガイアエンペラー(SP)(G-TCB01/S04) 700 新城テツ役 坂垣怜次(PR)(PR/0596) 200

在庫状況等により価格は変動します。


