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【BT】19弾　ｱﾝｿﾙﾌﾞﾄﾞｾﾚｸﾀｰ 下町の酔魔 センベロ(WX18-080P)(Cﾎﾛ) 750 ネバーエンド(WX16-005)(LR) 350 【BT】12弾　ﾘﾌﾟﾗｲﾄﾞｾﾚｸﾀｰ
ダウト・クリューソス(WX19-093)(SECRET)3500 男鹿の伝承 ナマハゲ(WX18-079P)(Cﾎﾛ) 200 ブレイクスルー・ブルー(WX16-004)(LR) 350 ＡＬＦＯＵ(WX12-TR05)(SECRET) 200
謳金時代(WX19-092)(SECRET) 1300 羅星 ≡スペースパ≡(WX18-070P)(Cﾎﾛ) 300 ママ♥４ ＭＯＤＥ２(WX16-003)(LR) 100 ＵＭＲ(WX12-TR04)(SECRET) 100
癒英の治療 ＃ナイチール＃(WX19-091)(SECRET)250 羅星 ≡タネガスペ≡(WX18-069P)(Cﾎﾛ) 150 救念の記憶 リル(WX16-002)(LR) 400 ＨＡＩＴＹ(WX12-TR01)(SECRET) 50
幻水姫 カラードカープ(WX19-090)(SECRET)200 羅星 ≡コニプラ≡(WX18-067P)(Cﾎﾛ) 80 ドーナ ＦＯＵＲＴＨ(WX16-001)(LR) 300 幻獣 ぷにとー(WX12-CB02)(SECRET) 400
大罠 ドッキリ(WX19-089)(SECRET) 150 羅星 ≡ノベアン≡(WX18-066P)(Cﾎﾛ) 100 【BT】15弾　ｲﾝｻｲﾃｯﾄﾞｾﾚｸﾀｰ 幻竜 ボルシャック(WX12-CB01)(SECRET) 400
弩砲 チタイクウ(WX19-088)(SECRET) 350 羅石 ニシキ(WX18-063P)(Cﾎﾛ) 10 羅菌姫 オイゴナ(WX15-135)(SECRET) 250 黒衣の花嫁 アルフォウ(WX12-062)(SECRET)900
アーク・オーラ(WX19-087)(SECRET) 1600 伝承の鬼舞 キラゴウ(WX18-055P)(Rﾎﾛ) 10 コードオーダー ステキ(WX15-134)(SECRET)250 彷徨変異の小悪 サユラギ(WX12-061)(SECRET)450
コードラビリンス ルーブル(WX19-086)(SECRET)1200 驚嘆の白煙 ナナン(WX18-054P)(Rﾎﾛ) 1000 彩英の秘宝 ＃ノーベル＃(WX15-133)(SECRET)200 コードハート †C・C・M†(WX12-060)(SECRET)100
極盾 アイアース(WX19-085)(SECRET) 850 羅星 ≡ツクスペ≡(WX18-047P)(Rﾎﾛ) 80 超罠 ハニトラ(WX15-132)(SECRET) 80 幻竜姫 スヴァローグ(WX12-059)(SECRET)1100
黄金の巫女 タマヨリヒメ(WX19-084)(SECRET)1350 コードメイズ サイスパ(WX18-041P)(Rﾎﾛ)80 矜持の豪魔 オダノブ(WX15-131)(SECRET)100 クトゥル・コール(WX12-058)(SECRET) 3500
エルドラ×マークV MASTER(WX19-083)(SECRET)650 特大幻蟲 ヨロズハタヒメ(WX18-038)(ＳＲ)100 幻怪姫 ヌラリ(WX15-130)(SECRET) 100 永らえし者 タウィル＝フェム(WX12-057)(SECRET)850
炎・タマヨリヒメ・伍改(WX19-082)(SECRET)800 死之遊姫 †クイドール†(WX18-037)(ＳＲ)150 暴風警報(WX15-129)(SECRET) 1200 幻水 ホタルイカ(WX12-048P)(C（ﾎﾛ）) 100
創世の巫女 マユ(WX19-081)(SECRET) 1300 夢国の招待 ドリーミー(WX18-036)(ＳＲ)350 龍滅連鎖(WX15-128)(SECRET) 1400 幻水 アオリイカ(WX12-046P)(C（ﾎﾛ）) 650
羅菌 PM(WX19-077P)(Cﾎﾛ) 10 コードオーダー モツナ(WX18-034)(ＳＲ)50 ナナシ 其ノ無(WX15-127)(SECRET) 150 堕落の砲娘 メツミ(WX12-037P)(R（ﾎﾛ）)350
異血之遊 †キノ†(WX19-076P)(Cﾎﾛ) 10 羅星姫 ≡コスモウス≡(WX18-032)(ＳＲ)2300 あーや！ ０(WX15-126)(SECRET) 100 幻蟲 エイフド(WX12-036P)(R（ﾎﾛ）) 100
幻獣 コマドリ(WX19-069P)(Cﾎﾛ) 10 残悔の駄姫 グズ子(WX18-024P)(LCﾎﾛ) 80 メル＝アンジュ(WX15-125)(SECRET) 10 コードハート †C・C・M†(WX12-024)(SR)50
森英の配分 ＃カブソク＃(WX19-067P)(Cﾎﾛ)150 ミュウ＝シェド(WX18-022P)(LCﾎﾛ) 80 決死の記憶 リル(WX15-124)(SECRET) 150 コードアンシエンツ ヘルボロス(WX12-023)(SR)150
答英の採点 ＃アカペン＃(WX19-066P)(Cﾎﾛ)150 誘蘭の鍵主 ウムル＝トレ(WX18-021P)(LCﾎﾛ)80 羅菌姫 オイゴナ(WX15-040)(SR) 100 幻水姫 ダイホウイカ(WX12-020)(SR) 2000
時英の経過 ＃ネンレイ＃(WX19-065P)(Cﾎﾛ)80 コード・ピルルク Ｘ(WX18-014P)(LCﾎﾛ) 200 死之遊姫 †ニホニンギョ†(WX15-039)(SR)200 真天使の未来 ガブリエルト(WX12-018)(SR)100
幻水 メダカ(WX19-063P)(Cﾎﾛ) 250 金剛不壊(WX18-005)(LR) 250 コードオーダー ステキ(WX15-038)(SR) 100 クトゥル・コール(WX12-005)(LR) 1500
幻水 キンギョ(WX19-062P)(Cﾎﾛ) 100 ドント・アクト(WX18-004)(LR) 900 彩英の秘宝 ＃ノーベル＃(WX15-037)(SR)50 コード・ピルルク ＶＥＲＭＩＬＩＯＮ(WX12-003)(LR)150
幻水 スズキ(WX19-061P)(Cﾎﾛ) 150 ゴールド・ディフェンス(WX18-003)(LR)2500 大幻蟲 §オタガメ§(WX15-036)(SR) 1500 紅蓮乙女 遊月・肆(WX12-002)(LR) 100
小砲 スパス(WX19-057P)(Cﾎﾛ) 80 ドーナ(WX18-???)(SECRET) 29000 羅星姫 ≡ガーネットスター≡(WX15-033)(SR)100 永らえし者 タウィル＝フェム(WX12-001)(LR)150
コードメイズ リンダー(WX19-053P)(Cﾎﾛ)200 【BT】17弾　ｴｸｽﾎﾟｰｽﾞﾄﾞｾﾚｸﾀｰ 矜持の豪魔 オダノブ(WX15-032)(SR) 100 アルフォウ(WX12-???)(SECRET) 27000
コードメイズ ヘレンキー(WX19-052P)(Cﾎﾛ)50 コードアート †A・L・C・A†(WX17-Re14)(Reﾎﾛ)300 愛別離苦(WX15-006)(LR) 250 【BT】11弾　ﾃﾞｨｽﾄﾗｸﾃｯﾄﾞｾﾚｸﾀｰ
コードメイズ ファルケン(WX19-051P)(Cﾎﾛ)100 ブルー・パニッシュ(WX17-Re08P)(Reﾎﾛ) 100 火竜点睛(WX15-005)(LR) 550 天佑神助(WX11-097)(SECRET) 700
コードメイズ ベルク(WX19-050P)(Cﾎﾛ) 10 幻水姫 ダイホウイカ(WX17-092)(SECRET)4000 ナナシ 其ノ四ノ別(WX15-004)(LR) 200 不思議な童話 メルヘ(WX11-096)(SECRET)400
小盾 ハヤト(WX19-049P)(Cﾎﾛ) 80 羅菌姫 ボツリネス(WX17-091)(SECRET) 250 メル＝マティーニ(WX15-003)(LR) 300 弱者の必滅 ディアボロス(WX11-095)(SECRET)300
中盾 ティンベー(WX19-048P)(Cﾎﾛ) 250 コードイート キャビアラ(WX17-090)(SECRET)300 みらくるあーや！ ＩＶ(WX15-002)(LR) 200 コードハート M・P・P(WX11-093)(SECRET)350
大盾 ランタン(WX19-047P)(Cﾎﾛ) 100 小罠 トレインボム(WX17-089)(SECRET) 300 真実の記憶 リル(WX15-001)(LR) 100 羅輝石 ゴルドオラ(WX11-092)(SECRET) 400
極盾 デュエリ(WX19-046P)(Cﾎﾛ) 150 羅星姫 ≡ソラフレア≡(WX17-088)(SECRET)250 リル(WX15-???)(SECRET) 41000 コードラビリンス ピシャトー(WX11-091)(SECRET)100
羅菌 ポレン(WX19-045P)(Rﾎﾛ) 100 幻怪姫 オワレ(WX17-087)(SECRET) 300 メル(WX15-???)(SECRET) 27000 コード・ピルルク Λ(WX11-090)(SECRET)1000
CAPTURE(WX19-040P)(Rﾎﾛ) 100 落華流粋(WX17-086)(SECRET) 1600 【BT】14弾　ｻｸｼｰﾄﾞｾﾚｸﾀｰ 純白の巫女 ユキ(WX11-089)(SECRET) 900
幻水 ピラニア(WX19-038P)(Rﾎﾛ) 200 アロス・ピルルク(WX17-085)(SECRET) 200 幻獣 キタキツネ(WX14-CB04)(SECRET) 700 永遠の巫女 タマヨリヒメ(WX11-088)(SECRET)850
羅星 ≡ホルス≡(WX19-036P)(Rﾎﾛ) 10 アロス・ピルルク Ｎ(WX17-084)(SECRET)550 幻獣 サーバル(WX14-CB03)(SECRET) 700 羅植 シクラメン(WX11-080P)(C（ﾎﾛ）) 350
小砲 キライザ(WX19-035P)(Rﾎﾛ) 350 カーニバル －Ｑ－(WX17-082)(SECRET) 350 暁月(WX14-CB02)(SECRET) 100 西部の銃声(WX11-042P)(R（ﾎﾛ）) 200
小盾 オハン(WX19-032P)(Rﾎﾛ) 250 カーニバル －Ｑ－(WX17-081)(SECRET) 1100 燦(WX14-CB01)(SECRET) 200 運命の左糸 クロト(WX11-037P)(R（ﾎﾛ）)100
大盾 アキレウス(WX19-031P)(Rﾎﾛ) 10 幻蟲 §ヤゴ§(WX17-070P)(Cﾎﾛ) 500 参ノ遊 フラフープ(WX14-086)(SECRET) 350 大幻蟲 ナナホシ(WX11-034)(SR) 800
羅菌 ノロウス(WX19-030)(ＳＲ) 100 幻蟲 §ウミホタ§(WX17-068P)(Cﾎﾛ) 700 千苦の大天使 †アークゲイン†(WX14-085)(SECRET)550 弱者の必滅 ディアボロス(WX11-033)(SR)10
死之遊姫 †超体感†(WX19-029)(ＳＲ) 150 幻蟲 §ヤコウチ§(WX17-066P)(Cﾎﾛ) 50 紡ぐ者(WX14-084)(SECRET) 700 羅植姫 スノロップ(WX11-032)(SR) 300
癒英の治療 ＃ナイチール＃(WX19-027)(ＳＲ)50 幻蟲 §タカアシ§(WX17-065P)(Cﾎﾛ) 100 アンシエント／メイデン イオナ(WX14-083)(SECRET)400 幻水姫 グレホザメ(WX11-030)(SR) 350
幻水姫 カラードカープ(WX19-026)(ＳＲ)50 羅星 ≡ブンテン≡(WX17-061P)(Cﾎﾛ) 200 黒点の巫女 タマヨリヒメ(WX14-082)(SECRET)1850 コードハート M・P・P(WX11-029)(SR) 150
羅星宙姫 ≡ラアー≡(WX19-024)(ＳＲ) 400 FLASH(WX17-045P)(Rﾎﾛ) 100 コード・ピルルク ＡＰＥＸ(WX14-081)(SECRET)450 羅輝石 ゴルドオラ(WX11-027)(SR) 100
弩砲 チタイクウ(WX19-023)(ＳＲ) 200 コードイート キャビアラ(WX17-033)(SR)150 炎・花代・伍(WX14-080)(SECRET) 450 聖火の祭壇 ヘスチア(WX11-026)(SR) 650
コードラビリンス ノイヴァン(WX19-022)(ＳＲ)300 大幻蟲 §ヤシガニラ§(WX17-031)(SR) 250 サーバント ∞(WX14-032)(SR) 80 コードラビリンス ピシャトー(WX11-025)(SR)50
極盾 アイアース(WX19-021)(ＳＲ) 700 小罠 トレインボム(WX17-029)(SR) 150 千苦の大天使 †アークゲイン†(WX14-031)(SR)200 フォーカラー・マイアズマ(WX11-023P)(LC（ﾎﾛ）)300
金械の冥者 ハナレ(WX19-020P)(LC（ﾎﾛ）)80 羅星姫 ≡ソラフレア≡(WX17-028)(SR) 250 参ノ遊 ウォスラ(WX14-029)(SR) 100 三途の閻魔 ウリス(WX11-022P)(LC（ﾎﾛ）)200
アイヤイ★コイン(WX19-019P)(LC（ﾎﾛ）)10 羅星姫 ≡インパクト≡(WX17-027)(SR) 250 羅植華姫 バオバブーン(WX14-028)(SR) 700 焦熱の閻魔 ウリス(WX11-006)(LR) 250
桜花の謳歌 アン＝サード(WX19-018P)(LC（ﾎﾛ）)80 幻怪姫 オワレ(WX17-025)(SR) 80 羅石 スイカリン(WX14-026)(SR) 400 四型貫女 緑姫(WX11-005)(LR) 400
ミルルン・デシ(WX19-016P)(LC（ﾎﾛ）) 150 エニー・チョイス(WX17-020P)(LCﾎﾛ) 500 コードキャッスル ヴェルサ(WX14-023)(SR)200 コード・ピルルク Λ(WX11-004)(LR) 400
黄金火 遊月・参(WX19-015P)(LC（ﾎﾛ）) 100 アロス・ピルルク K(WX17-018P)(LCﾎﾛ) 150 水天一碧(WX14-005)(LR) 4200 コードピルルクΛ(WX11-004)(LC（ﾎﾛ）) 200
ゲット・アップ(WX19-014P)(LC（ﾎﾛ）) 100 アロス・ピルルク M(WX17-017P)(LCﾎﾛ) 300 炎竜毒蛇(WX14-004)(LR) 500 雪月風火 花代・肆(WX11-003)(LR) 350
小金の巫女 タマヨリヒメ(WX19-013P)(LC（ﾎﾛ）)150 アロス・ピルルク G(WX17-016P)(LCﾎﾛ) 80 紡ぐ者(WX14-003)(LR) 250 純白の巫女 ユキ(WX11-002)(LR) 450
金輝の巫女 タマヨリヒメ(WX19-012P)(LC（ﾎﾛ）)200 避難勧告(WX17-006)(LR) 100 コード・ピルルク ＡＰＥＸ(WX14-002)(LR)200 永遠の巫女 タマヨリヒメ(WX11-001)(LR)450
輝かしき者 タウィル＝トレ(WX19-011P)(LC（ﾎﾛ）)100 鎧終一触(WX17-005)(LR) 450 最幸の巫女 ユキ(WX14-001)(LR) 300 リメンバ(WX11-???)(SECRET) 17500
星占の巫女 リメンバ・ダスク(WX19-010P)(LC（ﾎﾛ）)150 落華流粋(WX17-004)(LR) 1500 Ｔｈａｎｋ Ｙｏｕ ｆｏｒ Ｐｌａｙｉｎｇ(WX14-???)(SECRET)12000 【BT】10弾　ﾁｪｲﾝﾄﾞｾﾚｸﾀｰ
白金の巫女 ユキ(WX19-009P)(LC（ﾎﾛ）) 250 ネームレス・フィアー(WX17-003)(LR) 250 【BT】13弾　ｱﾝﾌｪｲﾝﾄﾞｾﾚｸﾀｰ 大幻蟲 ヴェスパ(WX10-107)(SECRET) 900
金紅の巫女 タマヨリヒメ(WX19-008P)(LC（ﾎﾛ）)250 アロス・ピルルク Ｎ(WX17-002)(LR) 150 フィア＝パトラ(WX13-109)(SECRET) 550 肆ノ遊姫 ベイゴマ(WX10-106)(SECRET) 400
ダウト・クリューソス(WX19-006)(LR) 2100 ママ(WX17-???)(SECRET) 28000 参ノ遊 ゴガツドール(WX13-108)(SECRET)200 コードハート Ｓ・Ｗ・Ｔ(WX10-105)(SECRET)300
謳金時代(WX19-005)(LR) 800 【BT】16弾　ﾃﾞｨｻｲﾃﾞｯﾄﾞｾﾚｸﾀｰ 幻深水姫 デメニギス(WX13-107)(SECRET)1300 羅石 イリスアゲート(WX10-104)(SECRET)400
アヴァロン・スロー(WX19-004)(LR) 1100 幻蟲 ヘイケ(WX16-Re05P)(Reﾎﾛ) 80 弩中砲 グスタフト(WX13-106)(SECRET) 250 羅星姫 タンサーフォー(WX10-103)(SECRET)450
エルドラ×マークV MASTER(WX19-003)(LR)100 羅菌姫 インフル(WX16-091)(SECRET) 400 羅星 ホロスコープ(WX13-105)(SECRET) 400 アイヤイ★ＪＯＫＥＲ(WX10-102)(SECRET)300
カーニバル -MAIS-(WX19-002)(LR) 700 コードオーダー ウェディング(WX16-090)(SECRET)500 羅星宙姫 ノーザンセブン(WX13-104)(SECRET)700 炎・タマヨリヒメ・伍(WX10-101)(SECRET)350
炎・タマヨリヒメ・伍改(WX19-001)(LR) 200 理英の謎箱 ＃シュレデ＃(WX16-089)(SECRET)200 救済の冥者 ハナレ(WX13-103)(SECRET) 950 サーバント O3(WX10-100P)(C（ﾎﾛ）) 150
ピルルク(WX19-???)(SECRET) 74000 超罠 チュモーイ(WX16-088)(SECRET) 100 悠久の使者 サシェ・ヌーベル(WX13-102)(SECRET)300 バイオレンス・ジェラシー(WX10-096P)(C（ﾎﾛ）)750
【BT】18弾　ｺﾝﾌﾚｰﾃｯﾄﾞｾﾚｸﾀｰ 十字の炎槍 サナユキ(WX16-087)(SECRET)250 博愛の使者 サシェ・リュンヌ(WX13-101)(SECRET)1000 バイオレンス・ジェラシー(WX10-096)(C)10
コードアンチ ヴォイニ(WX18-BB24P)(BBﾎﾛ)100 幻怪姫 カラテン(WX16-086)(SECRET) 250 サーバント O2(WX13-100P)(C（ﾎﾛ）) 200 幻蟲 ハナマキリ(WX10-094P)(C（ﾎﾛ）) 450
サーバント O3(WX18-AS11P)(ASﾎﾛ) 150 イノセント・ディフェンス(WX16-085)(SECRET)3000 サーバント D2(WX13-099P)(C（ﾎﾛ）) 250 破戒の韋駄 スカンダ(WX10-093P)(C（ﾎﾛ）)100
金剛不壊(WX18-104)(SECRET) 700 ディストラクト・スルー(WX16-083)(SECRET)150 サーバント T2(WX13-098P)(C（ﾎﾛ）) 250 破戒の韋駄 スカンダ(WX10-093)(C) 10
ドント・アクト(WX18-103)(SECRET) 1300 ラスト・フェアエル(WX16-033)(SR) 50 恵の梅雨 マルティエル(WX13-065P)(C（ﾎﾛ）)250 破戒の水辺 パルヴァ(WX10-087P)(C（ﾎﾛ）)800
ゴールド・ディフェンス(WX18-102)(SECRET)3600 羅菌姫 インフル(WX16-032)(SR) 350 千夜の夜王イフリード (WX13-038)(SR) 400 破戒の水辺 パルヴァ(WX10-087)(C（ﾎﾛ）)100
死之遊姫　†クイドール†(WX18-101)(SECRET)115 コードオーダー ウェディング(WX16-031)(SR)300 フィア＝パトラ(WX13-036)(SR) 100 壱ノ遊 ウンテイ(WX10-084P)(C（ﾎﾛ）) 550
夢国の招待　ドリーミー(WX18-100)(SECRET)600 大罠 ルパンヌ(WX16-029)(SR) 200 MIRROR(WX13-033)(SR) 300 参ノ遊 ナワトビ(WX10-078P)(C（ﾎﾛ）) 650
コードオーダー　モツナ(WX18-099)(SECRET)150 超罠 チュモーイ(WX16-028)(SR) 100 幻深水姫デメニギス(WX13-032)(SR) 1100 参ノ遊 ナワトビ(WX10-078)(C) 10
超罠　ギジドウ(WX18-098)(SECRET) 250 十字の炎槍 サナユキ(WX16-027)(SR) 250 弩中砲 グスタフト(WX13-031)(SR) 100 集結する守護(WX10-053P)(R（ﾎﾛ）) 250
風魔の頭領　フマコタ(WX18-097)(SECRET)100 幻怪姫 スノークイーン(WX16-025)(SR) 350 幻竜神姫 バハムート(WX13-030)(SR) 900 集結する守護(WX10-053)(R) 150
フォーカラー・マイアズマ(WX18-095)(SECRET)1800 幻怪姫 カラテン(WX16-024)(SR) 80 羅星宙姫 ノーザンセブン(WX13-029)(SR)200 大幻蟲 ヴェスパ(WX10-036)(SR) 550
哀罪の駄姫　グズ子(WX18-093)(SECRET) 250 とつげきあーや! I(WX16-015P)(LCﾎﾛ) 100 黒幻蟲 オウグソク【FA】/黒幻蟲 オウグソク【HS】(WX13-006)(LR)400 肆ノ遊姫 ベイゴマ(WX10-034)(SR) 150
ミュウ＝フリー(WX18-092)(SECRET) 650 きらめきあーや! II(WX16-014P)(LCﾎﾛ) 80 白羅星フルムーン/白羅星ニュームーン(WX13-005)(LR)200 コードハート Ｓ・Ｗ・Ｔ(WX10-033)(SR)10
遊月・零(WX18-091)(SECRET) 100 とってもあーや! III(WX16-013P)(LCﾎﾛ) 80 枯樹生華 (WX13-004)(LR) 100 羅星姫 タンサーフォー(WX10-028)(SR) 200
異血之遊 †アワオドール(WX18-090P)(Cﾎﾛ)250 ドーナ THIRD(WX16-009P)(LCﾎﾛ) 10 アイスフレイム・シュート(WX13-003)(LR)6000 暴風警報(WX10-018P)(LC（ﾎﾛ）) 150
異血之遊 †オニガワラ†(WX18-089P)(Cﾎﾛ)250 ドーナ SECOND(WX16-009P)(LCﾎﾛ) 10 救済の冥者 ハナレ(WX13-002)(LR) 150 暴風警報(WX10-018)(LC) 50
異血之遊 †アカベコ†(WX18-088P)(Cﾎﾛ)250 ドーナ FIRST(WX16-009P)(LCﾎﾛ) 80 真・遊月・伍(WX13-001)(LR) 700 火銃舞 タマヨリヒメ之参(WX10-010P)(LC（ﾎﾛ）)80
似之遊 †ウルシルマ†(WX18-085P)(Cﾎﾛ)80 イノセント・ディフェンス(WX16-006)(LR)2400 ハナレ(WX13-???)(SECRET) 20000 龍滅連鎖(WX10-005)(LR) 1200



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
チェイン・Ｗキャノン(WX10-004)(LR) 550 【BT】7弾　ﾈｸｽﾄｾﾚｸﾀｰ 高尚たる一筆 スイボク(WX05-025)(SR) 150 羅石 カーネリアン(WX02-033)(R) 10
炎・タマヨリヒメ・伍(WX10-001)(LR) 100 モダン・バウンダリー(WX07-090)(SECRET)200 羅輝石 ダイヤブライド(WX05-020)(SR) 100 エニグマ・オーラ(WX02-028)(SR) 80
アイヤイ(WX10-???)(SECRET) 10500 スピリット・サルベージ(WX07-089)(SECRET)4000 コードラビリンス ルーブル(WX05-019)(SR)550 ウィッシュ・クライシス(WX02-026)(SR) 30
【BT】9弾　ﾘｱｸﾃｯﾄﾞｾﾚｸﾀｰ 白羅星 サタン(WX07-088)(SECRET) 350 黒点の巫女 タマヨリヒメ(WX05-005)(LR)300 先駆の大天使 アークゲイン(WX02-021)(SR)150
星占の巫女 リメンバ・デッドナイト(WX09-Re22)(SECRET)750 合炎奇炎 タマヨリヒメ之肆(WX07-084)(SECRET)150 コード・ピルルク ＡＣＲＯ(WX05-003)(LR)150 ブラック・デザイア(WX02-006)(LR) 150
終末の回旋 チェロン(WX09-CB02)(SECRET)350 博愛の使者 サシェ・プレンヌ(WX07-083)(SECRET)150 創世の巫女 マユ(WX05-001)(LR) 250 金木犀の巫女 タマヨリヒメ(WX02-001)(LR)50
コードアート H・T・R(WX09-CB01)(R) 80 サーバント O(WX07-082P)(C（ﾎﾛ）) 100 花代(WX05-???)(SECRET) 29000 【BT】1弾　ｻｰﾌﾞﾄﾞｾﾚｸﾀｰ
コードアート Ｈ・Ｔ・Ｒ(WX09-CB01)(SECRET)700 穿孔(WX07-030)(SR) 80 遊月(WX05-???)(SECRET) 21000 幻獣神 オサキ(WX01-111)(SECRET) 350
幻水姫 ナマコズ(WX09-062)(SECRET) 150 大火の轢断(WX07-026)(SR) 150 【BT】4弾　ｲﾝﾌｪｸﾃｯﾄﾞｾﾚｸﾀｰ コードハート V・A・C(WX01-110)(SECRET)100
グレイブ・ガット(WX09-060)(SECRET) 450 羅星姫 ミルキィウェイ(WX07-023)(SR) 300 フィア＝リカブト(WX04-113)(SECRET) 150 羅輝石 アダマスフィア(WX01-109)(SECRET)100
赤爆忍 カクヤ(WX09-059)(SECRET) 350 白羅星 サタン(WX07-006)(LR) 100 不可解な誇超 コンテンポラ(WX04-112)(SECRET)350 原槍 エナジェ(WX01-108)(SECRET) 100
開かれし極門 ウトゥルス(WX09-058)(SECRET)2900 合炎奇炎 タマヨリヒメ之肆(WX07-002)(LR)50 コードラビリンス クイン(WX04-109)(SECRET)450 轟炎 花代・爾改(WX01-106)(SECRET) 250
幻獣コサキ(WX09-032P)(R（ﾎﾛ）) 80 博愛の使者 サシェ・プレンヌ(WX07-001)(LR)50 アルテマ／メイデン イオナ(WX04-108)(SECRET)500 太陽の巫女 タマヨリヒメ(WX01-105)(SECRET)100
羅植 キク(WX09-031P)(R（ﾎﾛ）) 80 サシェ(WX07-???)(SECRET) 18000 ミルルン・ヨクト(WX04-106)(SECRET) 200 満月の巫女 タマヨリヒメ(WX01-104)(SECRET)150
フィア＝ヴィックス(WX09-021)(SR) 400 【BT】6弾　ﾌｫｰﾁｭﾝｾﾚｸﾀｰ 堕落の消滅 アリトン(WX04-102P)(C（ﾎﾛ）)150 FREEZE(WX01-085P)(C（ﾎﾛ）) 80
コードアンチ ヨグソトス(WX09-020)(SR)150 コードアンチ ドロンジョ(WX06-CB04P)(R（ﾎﾛ）)200 アイン=ダガ(WX04-101P)(C（ﾎﾛ）) 300 THREE OUT(WX01-084P)(C（ﾎﾛ）) 150
コードハート Ａ・Ｍ・Ｓ(WX09-018)(SR)400 羅植 カヤッパ(WX06-CB03)(SECRET) 450 龍鳳の排炎(WX04-032)(SR) 50 忘得ぬ幻想 ヴァルキリー(WX01-037P)(R（ﾎﾛ）)80
羅輝石 マラカイト(WX09-017)(SR) 80 コードアート T・A・P(WX06-CB02)(SECRET)400 コードラビリンス クイン(WX04-029)(SR)50 修復(WX01-034)(SR) 10
混沌の豊穣 シュブニグラ(WX09-016)(SR)150 羅石 キュア(WX06-CB01)(SECRET) 100 アルテマ／メイデン イオナ(WX04-005)(LR)200 幻獣神 オサキ(WX01-033)(SR) 200
グレイブ・アウェイク(WX09-006)(LR) 150 創造の鍵主 ウムル＝フェム(WX06-054)(SECRET)350 紅蓮の巫女 タマヨリヒメ(WX04-001)(LR)150 羅輝石 アダマスフィア(WX01-029)(SR) 50
開かれし極門 ウトゥルス(WX09-001)(LR)700 永らえし者 タウィル＝フィーラ(WX06-053)(SECRET)650 エルドラ(WX04-???)(SECRET) 47500 アーク・オーラ(WX01-028)(SR) 350
タウィル(WX09-???)(SECRET) 39500 雲散霧消(WX06-05)(LR) 200 イオナ(WX04-???)(SECRET) 50500 四式戦帝女 緑姫(WX01-006)(LR) 10
ウムル(WX09-???)(SECRET) 27500 ドント・エスケープ(WX06-04)(LR) 300 【BT】3弾　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞｾﾚｸﾀｰ 轟炎 花代・爾改(WX01-004)(LR) 10
【BT】8弾　ｲﾝｷｭﾍﾞｲﾄｾﾚｸﾀｰ TRICK OR TREAT(WX06-031P)(R（ﾎﾛ）) 50 創造の鍵主 ウムル＝フィーラ(WX03-056)(SECRET)200 太陽の巫女 タマヨリヒメ(WX01-001)(LR)10
炎志貫徹(WX08-093)(SECRET) 200 TRICK OR TREAT(WX06-031)(R) 150 羅植 カーノ(WX03-054)(SECRET) 150 タマ(WX01-???)(SECRET) 19500
一覇二鳥 (WX08-092)(SECRET) 250 聖墓の神妹ナキールン(WX06-023P)(R（ﾎﾛ）)250 手弾 アヤボン(WX03-053)(SECRET) 650
黒幻蟲 アラクネ・パイダ(WX08-091)(SECRET)1500 フィア＝ダイオ姫(WX06-021)(SR) 200 手剣 カクマル(WX03-052)(SECRET) 450
白羅星 ウラヌス(WX08-090)(SECRET) 300 聖墓の神姉 ムンカルン(WX06-016)(SR) 300 コード・ピルルク(WX03-051)(SECRET) 150
ミュウ＝フラップ(WX08-089)(SECRET) 150 永らえし者 タウィル＝エット(WX06-009P)(LC（ﾎﾛ）)80 全身全霊(WX03-005)(LR) 50
連結した廉潔 アン＝フォース(WX08-088)(SECRET)100 ピンチ・ディフェンス(WX06-002)(LR) 800 創造の鍵主 ウムル＝フィーラ(WX03-001)(LR)80
サーバント O2(WX08-085P)(C（ﾎﾛ）) 350 永らえし者 タウィル＝フィーラ(WX06-001)(LR)100 ピルルク(WX03-???)(SECRET) 68000
サーバント D2(WX08-084P)(C（ﾎﾛ）) 80 ミルルン(WX06-???)(SECRET) 20000 緑子(WX03-???)(SECRET) 16500
デッド・メイク(WX08-083P)(C（ﾎﾛ）) 10 ウムル(WX06-???)(SECRET) 33000  【BT】2弾 ｽﾃｱｰﾄﾞｾﾚｸﾀｰ
幻蟲 ツクツク(WX08-082P)(C（ﾎﾛ）) 10 アン(WX06-???)(SECRET) 27000 先駆の大天使 アークゲイン(WX02-083)(SECRET)350
音階の右律 トオン(WX08-029)(SR) 200 【BT】5弾　ﾋﾞｷﾞﾆﾝｸﾞｾﾚｸﾀｰ エルドラ×マークＩＶ(WX02-081)(SECRET)100
罠砲 タイマーボム(WX08-025)(SR) 50 侵犯されし神判 アン・フィフス(WX05-088)(SECRET)450 サーバント O2(WX02-079P)(C（ﾎﾛ）) 100
羅石 サンスト(WX08-024)(SR) 80 ミルルン・ティコ(WX05-087)(SECRET) 250 コードアンチ キティラ(WX02-043P)(R（ﾎﾛ）)150
羅星姫 フォウト(WX08-023)(SR) 150 エルドラ＝マークＶ(WX05-086)(SECRET) 100 コードアンチ キティラ(WX02-043)(R) 10
黒幻蟲 アラクネ・パイダ(WX08-006)(LR)1200 コード・ピルルク ＡＣＲＯ(WX05-085)(SECRET)250 コードアンチ パルベック(WX02-042P)(R（ﾎﾛ）)100
白羅星 ウラヌス (WX08-005)(LR) 250 虚無の閻魔 ウリス(WX05-083)(SECRET) 200 コードアンチ パルベック(WX02-042)(R) 10
ミュウ(WX08-???)(SECRET) 43000 創世の巫女 マユ(WX05-082)(SECRET) 1500 羅石 カーネリアン(WX02-033P)(R（ﾎﾛ）)80

WX16-027
WX16-025
WX16-024
WX16-015P
WX16-014P
WX16-013P
WX16-009P
WX16-009P
WX16-009P
WX16-006
WX16-005
WX16-004
WX16-003
WX16-002
WX16-001
【BT】15弾　ｲﾝｻｲﾃｯﾄﾞｾﾚｸﾀｰ
WX15-135
WX15-134
WX15-133
WX15-132
WX15-131
WX15-130
WX15-129
WX15-128
WX15-127
WX15-126
WX15-125
WX15-124
WX15-040
WX15-039
WX15-038
WX15-037
WX15-036
WX15-033
WX15-032
WX15-006
WX15-005
WX15-004
WX15-003
WX15-002
WX15-001
WX15-???
WX15-???
【BT】14弾　ｻｸｼｰﾄﾞｾﾚｸﾀｰ
WX14-CB04
WX14-CB03
WX14-CB02
WX14-CB01
WX14-086
WX14-085
WX14-084
WX14-083
WX14-082
WX14-081
WX14-080
WX14-032
WX14-031
WX14-029
WX14-028
WX14-026
WX14-023
WX14-005


