
種類 カード名 ナンバー レアリティ 買取 種類 カード名 ナンバー レアリティ 買取 種類 カード名 ナンバー レアリティ 買取
エクシーズ アーティファクト－デュランダル PRIO-JP049 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,000 効果 サイバー・ドラゴン CRV-JP015 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 700 シンクロ ジャンク・ウォリアー VF16-JPP05 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10

エクシーズ イビリチュア・メロウガイスト 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 サイファー・スカウター S2-02 ｳﾙﾄﾗ 1,000 シンクロ ジャンク・バーサーカー EXVC-JP037 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 10

エクシーズ ヴァイロン・ディシグマ 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 サイファー・スカウター S2-02 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 シンクロ クリアウィング・シンクロ・ドラゴン CROS-JP046 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 50

エクシーズ ヴェルズ・ウロボロス 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 サイレント・ソードマン ＬＶ５ FET-JP008 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 シンクロ クリアウィング・シンクロ・ドラゴン CROS-JP046 ｼｰｸﾚｯﾄ 300

エクシーズ ヴェルズ・バハムート 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 200 効果 ＰＳＹフレームギア・γ SPHR-JP031 ﾉｰﾏﾙ 50 シンクロ クリアウィング・シンクロ・ドラゴン CROS-JP046 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 100

エクシーズ 永遠の淑女 ベアトリーチェ VJMP-JP108 ｳﾙﾄﾗ 300 効果 ＰＳＹフレームギア・γ SPHR-JP031 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 50 シンクロ クリアウィング・ファスト・ドラゴン YA02-JP001 ｳﾙﾄﾗ 200

エクシーズ エヴォルカイザー・ドルカ EP12-JP027 ｳﾙﾄﾗ 300 効果 サイレント・ソードマン ＬＶ５ MVPM-JP001 KC 600 シンクロ 真閃珖竜 スターダスト・クロニクル YF09-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10

エクシーズ Ｅ☆ＨＥＲＯ 盤面の執行者 EP14-JP054 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 サクリボー SJMP-JP003 ﾐﾚﾆｱﾑ 10 シンクロ スクラップ・ドラゴン DREV-JP043 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 種類 カード名 ナンバー レアリティ 買取
エクシーズ 外神アザトート EP15-JP036 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 Ｔｈｅ ｔｙｒａｎｔ ＮＥＰＴＵＮＥ LE17-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10 シンクロ スターダスト・チャージ・ウォリアー PP18-JP005 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 ＲＵＭ－バリアンズ・フォース LTGY-JP060 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10

エクシーズ ＣＮｏ.１５ ギミック・パペット－シリアルキラー PP16-JP010 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 サタンクロース 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10 シンクロ クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン SHVI-JP049 ｳﾙﾄﾗ 400 魔法 ハーピィの羽根帚 P5-02 ｳﾙﾄﾗ 300

エクシーズ ＣＮｏ.３２ 海咬龍シャーク・ドレイク・バイス ABYR-JP039 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 10 効果 サタンクロース JF14-JP007 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10 シンクロ クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン SHVI-JP049 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 500 魔法 竜の交感 EP13-JP007 ｽｰﾊﾟｰ 10

エクシーズ ＣＮｏ.３９ 希望皇ホープレイ VF16-JPP07 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 400 効果 サイレント・ソードマン ＬＶ７ DI2-JPB01 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 シンクロ クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン SHVI-JP049 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,100 魔法 竜の霊廟 DP17-JP031 ﾚｱ 10

エクシーズ ＣＮｏ.３９ 希望皇ホープレイ ORCS-JP040 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 ＴＨＥ トリッキー LE6-JP004 ｳﾙﾄﾗ 10 シンクロ クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン SHVI-JP049 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 700 魔法 竜の霊廟 SD25-JP020 ｽｰﾊﾟｰ 10

エクシーズ ＣＮｏ.３９ 希望皇ホープレイ ORCS-JP040 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 サイレント・マジシャン ＬＶ４ NTR-JP001 ｳﾙﾄﾗ 50 シンクロ クリムゾン・ブレーダー TRC1-JP033 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 魔法 臨時ダイヤ ZDC1-JP003 ｳﾙﾄﾗ 10

エクシーズ ＣＮｏ.３９ 希望皇ホープレイ ORCS-JP040 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 100 効果 電磁ミノ虫 S2-04 ｳﾙﾄﾗ 400 シンクロ 星態龍 JOTL-JP047 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 魔法 ハーピィの羽根帚 P5-02 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 400

エクシーズ ＣＮｏ.３９ 希望皇ホープレイ・ヴィクトリー JOTL-JP048 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 サブテラーマリス・リグリアード EP17-JP006 ｽｰﾊﾟｰ 10 シンクロ ゼラの天使 EP14-JP008 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 ハーピィの羽根帚 15AX-JPY50 ｼｰｸﾚｯﾄ 700

エクシーズ ＣＮｏ.３９ 希望皇ホープレイ・ヴィクトリー JOTL-JP048 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 200 効果 サブテラーの戦士 EP17-JP002 ｽｰﾊﾟｰ 50 シンクロ 月華竜 ブラック・ローズ YF07-JP001 ｳﾙﾄﾗ 50 魔法 ハーピィの羽根帚 15AX-JPM47 ﾐﾚﾆｱﾑ 300

エクシーズ ＣＮｏ.９６ ブラック・ストーム SHSP-JP046 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 10 効果 サブテラーの導師 VJMP-JP138 ｳﾙﾄﾗ 300 シンクロ 源竜星－ボウテンコウ INOV-JP048 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 魔法 ハーピィの羽根帚 15AX-JPY50 ﾐﾚﾆｱﾑ 300

エクシーズ ＣＮｏ.１０１ Ｓ・Ｈ・Ｄａｒｋ Ｋｎｉｇｈｔ LVAL-JP046 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 山岳の闘士トモヒロ T2-03 ｳﾙﾄﾗ 350,000 シンクロ ダイガスタ・イグルス 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 ハーピィの羽根帚 MP01-JP023 ﾐﾚﾆｱﾑｽｰﾊﾟｰ 300

エクシーズ ＣＮｏ.１０１ Ｓ・Ｈ・Ｄａｒｋ Ｋｎｉｇｈｔ LVAL-JP046 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 50 効果 ジェスター・コンフィ 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10 シンクロ 瑚之龍 TDIL-JP051 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 魔法 六武の門 EXP3-JP030 ｽｰﾊﾟｰ 10

エクシーズ ＣＮｏ.１０１ Ｓ・Ｈ・Ｄａｒｋ Ｋｎｉｇｈｔ LVAL-JP046 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 100 効果 サンダー・シーホース TRC1-JP027 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 シンクロ ＰＳＹフレームロード・Ω SPHR-JP035 ｼｰｸﾚｯﾄ 800 魔法 パワー・ボンド CRV-JP037 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 50

エクシーズ ＣＮｏ.１０７ 超銀河眼の時空龍 PRIO-JP041 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 Ｃ－クラッシュ・ワイバーン SDKS-JP003 ｽｰﾊﾟｰ 50 シンクロ シューティング・クェーサー・ドラゴン MG03-JP002 ｳﾙﾄﾗ 350 魔法 我が身を盾に 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10

エクシーズ ＣＮｏ.１０７ 超銀河眼の時空龍 PRIO-JP041 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 50 効果 シールド・ワーム TF04-JPB01 ｳﾙﾄﾗ 50 シンクロ シューティング・スター・ドラゴン STBL-JP040 ｳﾙﾄﾗ 50 魔法 ワンチャン！？ REDU-JP062 ﾉｰﾏﾙ 10

エクシーズ ＣＮｏ.１０７ 超銀河眼の時空龍 PRIO-JP041 シークレット 1,000 効果 ジェネクス・ウンディーネ 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 300 シンクロ ＴＧ ハイパー・ライブラリアン TRC1-JP034 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 10 魔法 左腕の代償 MP01-JP018 ﾐﾚﾆｱﾑｳﾙﾄﾗ 400

エクシーズ ガガガガンマン TRC1-JP037 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 ジュラック・アウロ 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 1,200 シンクロ シューティング・スター・ドラゴン STBL-JP040 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 50 魔法 封印の黄金櫃 VB09-JP002 ｳﾙﾄﾗ 100

エクシーズ ガガガガンマン TRC1-JP037 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 10 効果 時械巫女 CP17-JP040 ｽｰﾊﾟｰ 10 シンクロ 転生竜サンサーラ DUEA-JP052 ｽｰﾊﾟｰ 10 魔法 復活の福音 SR02-JP024 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 50

エクシーズ ギアギガント Ｘ REDU-JP046 ｽｰﾊﾟｰ 100 効果 時械神メタイオン VJMP-JP057 ｳﾙﾄﾗ 50 シンクロ シューティング・スター・ドラゴン STBL-JP040 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 250 魔法 ブラック・ガーデン DE03-JP056 ﾚｱ 50

エクシーズ ギアギガント Ｘ DS14-JPM30 ｳﾙﾄﾗ 100 効果 疾走の暗黒騎士ガイア DOCS-JP019 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 シンクロ 天狼王 ブルー・セイリオス GS06-JP020 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 ブラック・ガーデン CSOC-JP048 ｽｰﾊﾟｰ 100

エクシーズ キキナガシ風鳥 17PR-JP010 ﾉｰﾊﾟﾗ 500 効果 地縛神 Ｃｃａｒａｙｈｕａ SOVR-JP024 ｳﾙﾄﾗ 10 シンクロ スターダスト・ドラゴン TDGS-JP040 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 50 魔法 ブラック・ホール 型番無し ｽｰﾊﾟｰ 150

エクシーズ 機甲忍者ブレード・ハート ORCS-JP041 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 時械神メタイオン 17SP-JP004 ｽｰﾊﾟｰ 200 シンクロ スターダスト・ドラゴン TDGS-JP040 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 400 魔法 ブラック・ホール 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 100

エクシーズ 銀河眼の光波竜 CPF1-JP029 ｳﾙﾄﾗ 400 効果 時械神メタイオン 17SP-JP004 ﾉｰﾏﾙ 100 シンクロ ドラグニティナイト－ゲイボルグ 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 ブラック・ホール BE01-JP098 ｳﾙﾄﾗ 1,000

エクシーズ 銀河眼の光波竜 CPF1-JP029 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 500 効果 時械巫女 CP17-JP040 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 50 シンクロ ドラグニティナイト－トライデント DT07-JP040 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 ブリリアント・フュージョン CORE-JP056 ﾉｰﾏﾙ 100

エクシーズ ギャラクシーアイズ ＦＡ・フォトン・ドラゴン VB17-JP002 ｳﾙﾄﾗ 700 効果 邪帝ガイウス GS06-JP008 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 10 シンクロ ナチュル・パルキオン 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 ヘル・テンペスト 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 50

エクシーズ 恐牙狼 ダイヤウルフ CBLZ-JP051 ｽｰﾊﾟｰ 300 効果 シャドール・ファルコン DUEA-JP023 ﾚｱ 10 シンクロ ナチュル・ビースト 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 宝玉の解放 DP07-JP023 ﾚｱ 50

エクシーズ クイーンマドルチェ・ティアラミス ABYR-JP048 ｽｰﾊﾟｰ 400 効果 地縛神 Ｃｃａｒａｙｈｕａ SOVR-JP024 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 50 シンクロ スターダスト・ドラゴン TRC1-JP005 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 200 魔法 宝玉の樹 DP07-JP024 ｽｰﾊﾟｰ 150

エクシーズ 幻獣機ドラゴサック 17TP-JP301 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 ジャンク・コレクター DDY2-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10 シンクロ ナチュル・ビースト GS05-JP010 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 盆回し MACR-JP064 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 800

エクシーズ 幻獣機ドラゴサック LTGY-JP053 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 蛇神ゲー AGMM-JP001 ｳﾙﾄﾗ 300 シンクロ ナチュル・ランドオルス 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 魔獣の懐柔 EP14-JP029 ｽｰﾊﾟｰ 200

エクシーズ 幻獣機ドラゴサック LTGY-JP053 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 裁きの龍 LODT-JP026 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 50 シンクロ 涅槃の超魔導剣士 TDIL-JP046 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 魔弾－クロス・ドミネーター DBSW-JP024 ｽｰﾊﾟｰ 200
エクシーズ 幻想の黒魔導師 CPF1-JP045 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 十二獣サラブレード RATE-JP017 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 シンクロ 涅槃の超魔導剣士 TDIL-JP046 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 10 魔法 摩天楼 －スカイスクレイパー－ CRV-JP048 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100

エクシーズ 幻想の黒魔導師 VJMP-JP086 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 ジャンク・アンカー VJMP-JP091 ｳﾙﾄﾗ 200 シンクロ セイヴァー・スター・ドラゴン SOVR-JP040 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 50 魔法 魔法効果の矢 GB7-004 GB7ウル 5,000

エクシーズ 幻想の黒魔導師 CPF1-JP045 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 10 効果 ジャンク・コレクター DDY2-JP001 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 シンクロ セイヴァー・デモン・ドラゴン ABPF-JP040 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 50 魔法 魔法族の里 DE03-JP061 ﾉｰﾏﾙ 50

エクシーズ ゴーストリック・アルカード SHSP-JP052 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 ジュラゲド DP16-JP002 ﾚｱ 10 シンクロ ゼラの天使 EP14-JP008 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 魔法 魔法族の里 CSOC-JP061 ﾚｱ 50

エクシーズ ゴーストリック・アルカード SHSP-JP052 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100 効果 ジャンク・シンクロン DE03-JP158 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 シンクロ 閃珖竜 スターダスト YF05-JP001 ｳﾙﾄﾗ 50 魔法 魔法都市エンディミオン 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 100

エクシーズ ゴーストリック・デュラハン LVAL-JP053 ｽｰﾊﾟｰ 1,200 効果 守護神官マハード MVPC-JP004 KC 400 シンクロ ダイガスタ・スフィアード 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 50 魔法 魔力掌握 SD16-JP022 ﾉｰﾏﾙ 200

エクシーズ ゴーストリックの駄天使 NECH-JP090 ｽｰﾊﾟｰ 100 効果 守護神官マハード MVPC-JPS04 KCｳﾙﾄﾗ 1,700 シンクロ たつのこ JF15-JP009 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 50 魔法 万華鏡－華麗なる分身－ 型番無し ｳﾙﾄﾗ 400

エクシーズ 虚空海竜リヴァイエール TRC1-JP039 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 効果 召喚師アレイスター SPFE-JP026 ｽｰﾊﾟｰ 50 シンクロ 超重荒神スサノ－Ｏ SECE-JP048 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 魔法 ミラクル・コンタクト DE01-JP160 ｼｰｸﾚｯﾄ 800

エクシーズ 虚空海竜リヴァイエール TRC1-JP039 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 10 効果 召喚神エクゾディア MB01-JP001 ﾐﾚﾆｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞ 50 シンクロ ＴＧ ハイパー・ライブラリアン TRC1-JP034 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 魔法 ミラクル・フュージョン EE04-JP039 ｽｰﾊﾟｰ 50

エクシーズ 虚空の黒魔導師 TDIL-JP052 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 城塞クジラ DP18-JP016 ｽｰﾊﾟｰ 10 シンクロ 天穹覇龍ドラゴアセンション VB16-JP002 ｳﾙﾄﾗ 50 魔法 闇の誘惑 TRC1-JP042 ｼｰｸﾚｯﾄ 3,000

エクシーズ サイバー・ドラゴン・インフィニティ CROS-JP090 ｳﾙﾄﾗ 100 効果 召喚僧サモンプリースト LE8-JP002 ｳﾙﾄﾗ 50 シンクロ 天狼王 ブルー・セイリオス VJMP-JP062 ｳﾙﾄﾗ 50 魔法 闇の誘惑 TRC1-JP042 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 400

エクシーズ サイバー・ドラゴン・インフィニティ CROS-JP090 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200 効果 召喚僧サモンプリースト TRC1-JP013 ｼｰｸﾚｯﾄ 700 シンクロ ドラグニティナイト－ヴァジュランダ TRC1-JP031 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 魔法 やりすぎた埋葬 CIBR-JP063 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

エクシーズ サイバー・ドラゴン・インフィニティ CROS-JP090 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 効果 召喚僧サモンプリースト TRC1-JP013 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 50 シンクロ ドラグニティナイト－ガジャルグ DT06-JPB01 ｳﾙﾄﾗ 100 魔法 融合 型番無し ｽｰﾊﾟｰ 50

エクシーズ サイバー・ドラゴン・ノヴァ SD26-JP038 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 処刑人－マキュラ DL2-000 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200 シンクロ ナチュル・ビースト 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 400 魔法 融合 15AY-JPB30 ｳﾙﾄﾗ 200

エクシーズ シャイニート・マジシャン CBLZ-JP053 ｽｰﾊﾟｰ 50 効果 白き霊龍 SHVI-JP018 ｳﾙﾄﾗ 10 シンクロ ＨＳＲチャンバライダー SPHR-JP010 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 魔法 融合 15AX-JPM45 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

エクシーズ ＳＮｏ.３９ 希望皇ホープ・ザ・ライトニング YZ08-JP001 ｳﾙﾄﾗ 200 効果 死霊操りしパペットマスター GB7-B02 ｳﾙﾄﾗ 50 シンクロ 覇王白竜オッドアイズ・ウィング・ドラゴン MG05-JP001 ｳﾙﾄﾗ 400 魔法 融合再生機構 EP17-JP049 ｽｰﾊﾟｰ 50

エクシーズ ＳＮｏ.３９ 希望皇ホープＯＮＥ VE10-JP001 ｳﾙﾄﾗ 600 効果 死霊操りしパペットマスター 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 30 シンクロ 破戒蛮竜－バスター・ドラゴン BOSH-JP052 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 魔法 陽気な葬儀屋 型番無し ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 50

エクシーズ 十二獣ドランシア RATE-JP053 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 神炎皇ウリア AT17-JP001 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10 シンクロ 爆竜剣士イグニスターＰ CORE-JP050 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 魔法 妖刀竹光 NECH-JP068 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 350

エクシーズ 十二獣ブルホーン RATE-JP051 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 死霊操りしパペットマスター 15AX-JPY13 ミレニアム 30 シンクロ ブラック・ローズ・ドラゴン CSOC-JP039 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 魔法 予想ＧＵＹ 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 50

エクシーズ 昇竜剣士マジェスターＰ DOCS-JP052 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 白き霊龍 SHVI-JP018 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 50 シンクロ パワー・ツール・ドラゴン RGBT-JP042 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 50 魔法 ライトニング・ボルテックス FET-JP040 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300

エクシーズ 深淵に潜む者 EP13-JP025 ｳﾙﾄﾗ 500 効果 Ｓｉｎ スターダスト・ドラゴン JF11-JP006 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10 シンクロ 氷結界の虎王ドゥローレン DT03-JP033 ｳﾙﾄﾗ 250 魔法 ＲＵＭ－アージェント・カオス・フォース PP16-JP018 ﾉｰﾏﾙ 50

エクシーズ 深淵に潜む者 EP13-JP025 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,000 効果 Ｓｉｎ スターダスト・ドラゴン VJMP-JP047 ｳﾙﾄﾗ 10 シンクロ ブラッド・メフィスト DDY3-JP005 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 ＲＵＭ－アージェント・カオス・フォース PP16-JP018 ｼｰｸﾚｯﾄ 100

エクシーズ 深淵に潜む者 17SP-JP008 ｽｰﾊﾟｰ 400 効果 白き霊龍 SHVI-JP018 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 シンクロ 氷結界の虎王ドゥローレン DT03-JP033 ｼｰｸﾚｯﾄ 600 魔法 ＲＵＭ－アストラル・フォース LVAL-JP059 ｳﾙﾄﾗ 50

エクシーズ 深淵に潜む者 17SP-JP008 ﾉｰﾏﾙ 300 効果 人造人間－サイコ・ショッカー CA-00 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 シンクロ 青眼の精霊龍 SHVI-JP052 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 魔法 ＲＵＭ－アストラル・フォース 型番問わず ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100

エクシーズ 神騎セイントレア SECE-JP052 ｽｰﾊﾟｰ 100 効果 真魔獣 ガーゼット SECE-JP042 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 10 シンクロ 氷結界の龍 グングニール 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 500 魔法 ＲＵＭ－アストラル・フォース TRC1-JP008 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 50

エクシーズ 神騎セイントレア SECE-JP052 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 神炎皇ウリア 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 100 シンクロ 白闘気海豚 CP17-JP019 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 10 魔法 ＲＵＭ－七皇の剣 PRIO-JP058 ｳﾙﾄﾗ 100

エクシーズ 神聖騎士王アルトリウス EP14-JP018 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 真竜皇アグニマズドＶ TDIL-JP025 ｽｰﾊﾟｰ 10 シンクロ 白闘気白鯨 CP17-JP020 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 10 魔法 ＲＵＭ－七皇の剣 PRIO-JP058 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200

エクシーズ 迅雷の騎士ガイアドラグーン GAOV-JP046 ｽｰﾊﾟｰ 200 効果 神炎皇ウリア SOI-JP001 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 600 シンクロ 魔王超龍 ベエルゼウス YF08-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 リチュアの儀水鏡 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 50

エクシーズ 森羅の守神 アルセイ LVAL-JP052 ｽｰﾊﾟｰ 50 効果 人造人間－サイコ・ショッカー 308-057 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 600 シンクロ 氷結界の龍 トリシューラ DT08-JP042 ｼｰｸﾚｯﾄ 800 魔法 ルドラの魔導書 COTD-JP062 ｼｰｸﾚｯﾄ 400
エクシーズ 真竜皇Ｖ.Ｆ.Ｄ. MACR-JP046 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 真竜凰マリアムネ MACR-JP026 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 シンクロ 氷結界の龍 トリシューラ DTC3-JP060 ｼｰｸﾚｯﾄ 3,700 魔法 ルドラの魔導書 COTD-JP062 ｽｰﾊﾟｰ 100

エクシーズ 神竜騎士フェルグラント TRC1-JP036 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 効果 深夜急行騎士ナイト・エクスプレス・ナイト ZDC1-JP002 ｳﾙﾄﾗ 400 シンクロ 氷結界の龍 トリシューラ TRC1-JP030 ｼｰｸﾚｯﾄ 600 魔法 レア・ヴァリュー FOTB-JP033 ｳﾙﾄﾗ 50

エクシーズ 星輝士 セイクリッド・ダイヤ SECE-JP051 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 効果 真竜皇アグニマズドＶ TDIL-JP025 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 シンクロ 氷結界の龍 トリシューラ TRC1-JP030 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 50 魔法 レア・ヴァリュー FOTB-JP033 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100

エクシーズ 聖騎士王アルトリウス EP13-JP037 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 真竜剣皇マスターＰ MACR-JP024 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 シンクロ 氷結界の龍 ブリューナク DTC1-JP022 ｼｰｸﾚｯﾄ 2,000 魔法 煉獄の虚夢 CORE-JP063 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

エクシーズ 聖騎士王アルトリウス EP13-JP037 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 真竜皇バハルストスＦ INOV-JP021 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 シンクロ フォーミュラ・シンクロン TRC1-JP035 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 魔法 ワーム・ベイト TF04-JP002 ｳﾙﾄﾗ 300
エクシーズ セイクリッド・オメガ DT14-JPB01 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 真六武衆－キザン STOR-JP020 ｽｰﾊﾟｰ 10 シンクロ 霞の谷の雷神鬼 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 ワン・フォー・ワン DE03-JP141 ｽｰﾊﾟｰ 400

エクシーズ セイクリッド・トレミスＭ７ 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 200 効果 真竜皇リトスアジムＤ RATE-JP019 ｽｰﾊﾟｰ 100 シンクロ メタファイズ・ホルス・ドラゴン SECE-JP049 ｳﾙﾄﾗ 10 融合 呪符竜 CPL1-JP003 ｳﾙﾄﾗ 10

エクシーズ セイクリッド・プレアデス SPRG-JP051 ｽｰﾊﾟｰ 50 効果 真竜皇リトスアジムＤ RATE-JP019 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 シンクロ メタファイズ・ホルス・ドラゴン SECE-JP049 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 融合 古代の機械究極巨人 DT05-JP033 ﾉｰﾏﾙ 10

エクシーズ セイクリッド・プレアデス 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 100 効果 超伝導恐獣 SD09-JPS01 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 シンクロ フォーミュラ・シンクロン TRC1-JP035 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 50 融合 古代の機械究極巨人 DE02-JP138 ﾚｱ 10



エクシーズ セイクリッド・プレアデス 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 800 効果 真六武衆－カゲキ STOR-JP022 ﾚｱ 350 シンクロ 浮鵺城 JF14-JP009 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 200 融合 古代の機械混沌巨人 RATE-JP041 ｳﾙﾄﾗ 10

エクシーズ 聖刻龍王－アトゥムス GAOV-JP047 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 スカル・フレイム WB01-JP002 ｳﾙﾄﾗ 10 シンクロ ラヴァルバル・ドラゴン 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10 融合 古代の機械混沌巨人 RATE-JP041 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10

エクシーズ 聖光の宣告者 JOTL-JP058 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 真六武衆－シナイ STOR-JP023 ﾉｰﾏﾙ 30 シンクロ ブラックフェザー・ドラゴン TSHD-JP040 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 50 融合 Ｅ－ＨＥＲＯ マリシャス・デビル TP11-JP002 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10

エクシーズ ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン SPWR-JP007 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 真六武衆－ミズホ STOR-JP024 ﾉｰﾏﾙ 30 シンクロ ブラック・ローズ・ドラゴン CSOC-JP039 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 300 融合 Ｅ－ＨＥＲＯ マリシャス・デビル DP06-JP017 ｳﾙﾄﾗ 10

エクシーズ ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン NECH-JP053 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 スターダスト・ドラゴン／バスター DB01-JP001 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 シンクロ ブラック・ローズ・ドラゴン GS05-JP009 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 50 融合 異星の最終戦士 LN-26 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 10

エクシーズ ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン NECH-JP053 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100 効果 スター・ブライト・ドラゴン TF06-JPB01 ｳﾙﾄﾗ 10 シンクロ 武力の軍奏 17PR-JP009 ﾉｰﾊﾟﾗ 400 融合 インフェルノイド・ティエラ CORE-JP049 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

エクシーズ ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン NECH-JP053 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 300 効果 スカル・コンダクター WB01-JPB01 ｳﾙﾄﾗ 300 シンクロ 青眼の精霊龍 SHVI-JP052 ｼｰｸﾚｯﾄ 250 融合 ＡＢＣ－ドラゴン・バスター SDKS-JP041 ｳﾙﾄﾗ 10

エクシーズ ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン DBLE-JPS02 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄﾊﾟﾗﾚﾙ 10 効果 スノーマンイーター JF09-JP006 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10 シンクロ レッド・デーモンズ・ドラゴン・タイラント TDIL-JP050 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 融合 ＸＹ－ドラゴン・キャノン 302-051 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

エクシーズ ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン NECH-JP053 ｼｰｸﾚｯﾄ 7,000 効果 スカル・マイスター EXP4-JP022 ﾚｱ 100 シンクロ 魔王龍 ベエルゼ PP16-JP007 ﾉｰﾏﾙ 200 融合 エルシャドール・アノマリリス CROS-JP044 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

エクシーズ ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン INOV-JP049 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 スターシップ・スパイ・プレーン VJMP-JP077 ｳﾙﾄﾗ 50 シンクロ 魔王龍 ベエルゼ PP16-JP007 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 融合 エルシャドール・ウェンディゴ SECE-JP047 ｽｰﾊﾟｰ 10

エクシーズ ダイガスタ・エメラル 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 500 効果 スチーム・シンクロン DE04-JP160 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 シンクロ 魔轟神ヴァルキュルス 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 200 融合 エルシャドール・ネフィリム DUEA-JP049 ｳﾙﾄﾗ 10

エクシーズ ダイガスタ・エメラル 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 1,000 効果 ＳＲベイゴマックス SPHR-JP001 ｽｰﾊﾟｰ 10 シンクロ 魔轟神レイジオン 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 100 融合 Ｅ・ＨＥＲＯ エスクリダオ YG09-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10

エクシーズ ダイガスタ・フェニクス 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 100 効果 ＳＰＹＲＡＬ－ダンディ EP17-JP019 ｳﾙﾄﾗ 50 シンクロ 魔轟神レヴュアタン 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 100 融合 Ｅ・ＨＥＲＯ Ｃｏｒｅ VJMP-JP092 ｳﾙﾄﾗ 10

エクシーズ ダイガスタ・フェニクス 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 400 効果 素早いアンコウ ABYR-JP031 ﾉｰﾏﾙ 100 シンクロ ミスト・ウォーム 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 400 融合 オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン DOCS-JP045 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10

エクシーズ ダウナード・マジシャン LVAL-JP057 ｽｰﾊﾟｰ 50 効果 素早いビーバー CIBR-JP040 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 50 シンクロ メタファイズ・ホルス・ドラゴン SECE-JP049 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 融合 鎧獄竜-サイバー・ダークネス・ドラゴン DP18-JP024 ｳﾙﾄﾗ 10
エクシーズ 超巨大空中宮殿ガンガリディア CPZ1-JP037 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 聖騎士ボールス EP14-JP016 ｽｰﾊﾟｰ 50 シンクロ ライトロード・アーク ミカエル DS14-JPLS1 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 400 融合 旧神ノーデン EP14-JP048 ｽｰﾊﾟｰ 10

エクシーズ 超巨大空中宮殿ガンガリディア CPZ1-JP037 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 200 効果 聖騎士モルドレッド EP13-JP032 ｽｰﾊﾟｰ 400 シンクロ レアル・ジェネクス・クロキシアン DT05-JP039 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 融合 剣闘獣ガイザレス DE02-JP139 ｽｰﾊﾟｰ 10

エクシーズ 鳥銃士カステル DUEA-JP054 ｽｰﾊﾟｰ 50 効果 智天の神星龍 MACR-JP030 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 シンクロ レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト DOCS-JP046 ｳﾙﾄﾗ 200 融合 剛竜剣士ダイナスターＰ BOSH-JP046 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

エクシーズ 鳥銃士カステル 20AP-JP094 ｽｰﾊﾟｰﾊﾟﾗﾚﾙ 10 効果 センジュ・ゴッド PS-29 ｽｰﾊﾟｰ 10 シンクロ レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト DOCS-JP046 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300 融合 サイバー・エンド・ドラゴン 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10

エクシーズ 超弩級砲塔列車グスタフ・マックス VE06-JP004 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 ゼンマイシャーク EP12-JP033 ｽｰﾊﾟｰ 10 シンクロ レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト DOCS-JP046 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 融合 サイバー・エンド・ドラゴン TRC1-JP028 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 10

エクシーズ 超弩級砲塔列車グスタフ・マックス GS06-JP012 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 相克の魔術師 CORE-JP003 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 シンクロ レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト DOCS-JP046 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 400 融合 ジェムナイト・パーズ 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10

エクシーズ ＤＤＤ双暁王カリ・ユガ DOCS-JP050 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 精霊獣 カンナホーク SPTR-JP027 ｽｰﾊﾟｰ 50 通常 Ｅ・ＨＥＲＯ バーストレディ PP8-JP002 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 融合 ジェムナイト・ルビーズ 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10

エクシーズ 煉獄の騎士 ヴァトライムス INOV-JP051 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 聖導騎士イシュザーク VJC-JP011 ｳﾙﾄﾗ 200 通常 Ｅ・ＨＥＲＯ フェザーマン PP8-JP001 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 融合 召喚獣メルカバー SPFE-JP032 ｽｰﾊﾟｰ 10

エクシーズ 星守の騎士 プトレマイオス CROS-JP050 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 聖なる魔術師 型番無し ｽｰﾊﾟｰ 100 通常 カエルスライム 型番無し ﾉｰﾏﾙ 10 融合 召喚獣ライディーン SPFE-JP028 ｽｰﾊﾟｰ 10

エクシーズ 電光千鳥 CBLZ-JP052 ｽｰﾊﾟｰ 50 効果 増殖するＧ 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 50 通常 輝銀の天空船－レオ号 EP15-JP079 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 10 融合 スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン DBLE-JPS04 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄﾊﾟﾗﾚﾙ 10

エクシーズ トーテムバード EP13-JP047 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 増殖するＧ EXP4-JP037 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 100 通常 ジェネクス・コントローラー 型番問わず ﾚｱ 10 融合 聖霊獣騎 ガイアペライオ CROS-JP045 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

エクシーズ トーテムバード EP13-JP047 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 増殖するＧ TRC1-JP026 ｽｰﾊﾟｰ 50 通常 アクア・マドール 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 80,000 融合 聖霊獣騎 カンナホーク SPTR-JP030 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

エクシーズ 竜巻竜 EP17-JP050 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 創星神 ｓｏｐｈｉａ 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10 通常 アクア・マドール 型番無し ﾉｰﾏﾙ 12,000 融合 ＤＤＤ怒濤壊薙王カエサル・ラグナロク DOCS-JP044 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

エクシーズ Ｎｏ.７ ラッキー・ストライプ VE06-JP005 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 創造の代行者 ヴィーナス 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10 通常 暗黒騎士ガイア PH-52 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 1,900 融合 テセウスの魔棲物 EP17-JP048 ｽｰﾊﾟｰ 10

エクシーズ Ｎｏ.１１ ビッグ・アイ VB14-JP002 ｳﾙﾄﾗ 300 効果 ゾンビキャリア DE03-JP044 ｳﾙﾄﾗ 10 通常 デーモンの召喚 RB-03 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 10 融合 ナチュル・エクストリオ 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10

エクシーズ Ｎｏ.１７ リバイス・ドラゴン GENF-JP039 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 50 効果 増殖するＧ TRC1-JP026 ｼｰｸﾚｯﾄ 7,000 通常 エビルナイト・ドラゴン 型番無し ｳﾙﾄﾗ 500,000 融合 覇王紫竜オッドアイズ・ヴェノム・ドラゴン CP17-JP006 ｳﾙﾄﾗ 10

エクシーズ Ｎｏ.２２ 不乱健 YZ03-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 増殖するＧ TRC1-JP026 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 700 通常 エルフの剣士 型番無し ｽｰﾊﾟｰ 100 融合 覇王龍ズァーク MACR-JP039 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 10

エクシーズ Ｎｏ.２３ 冥界の霊騎士ランスロット YZ07-JP001 ｳﾙﾄﾗ 100 効果 増殖するＧ DBSW-JP042 ｽｰﾊﾟｰ 200 通常 エルフの剣士 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 150,000 融合 彼岸の巡礼者 ダンテ EP15-JP013 ｳﾙﾄﾗ 10

エクシーズ Ｎｏ.３８ 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー PP18-JP008 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 効果 対峙するＧ GS06-JP011 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 10 通常 Ｅ・ＨＥＲＯ スパークマン YSD-JPS01 ﾉｰﾏﾙ 400 融合 悪魔竜ブラック・デーモンズ・ドラゴン CORE-JP048 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

エクシーズ Ｎｏ.３９ 希望皇ビヨンド・ザ・ホープ MG04-JP001 ｳﾙﾄﾗ 500 効果 ダーク・シムルグ TRC1-JP023 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 通常 Ｅ・ＨＥＲＯ スパークマン TLM-JP004 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 200 融合 Ｆ・Ｇ・Ｄ 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10

エクシーズ Ｎｏ.３９ 希望皇ホープ DB12-JPS01 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 ダーク・ネクロフィア LN-14 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 1,000 通常 ドリアード 型番無し ﾉｰﾏﾙ 10 融合 呪符竜 CPL1-JP003 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 50

エクシーズ Ｎｏ.３９ 希望皇ホープ TRC1-JP007 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 闇紅の魔導師 VJMP-JP019 ｳﾙﾄﾗ 50 通常 Ｅ・ＨＥＲＯ ネオス TRC1-JP003 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 50 融合 古代の機械究極巨人 LODT-JP043 ｳﾙﾄﾗ 50

エクシーズ Ｎｏ.４０ ギミック・パペット－ヘブンズ・ストリングス OG01-JP001 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 ダイナミスト・レックス BOSH-JP029 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 通常 Ｅ・ＨＥＲＯ バーストレディ DMG-JP001 ﾉｰﾏﾙ 5,000 融合 古代の機械究極巨人 LODT-JP043 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100

エクシーズ Ｎｏ.４１ 泥睡魔獣バグースカ CP17-JP042 ﾚｱ 100 効果 大将軍 紫炎 STON-JP013 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 50 通常 Ｅ・ＨＥＲＯ バーストレディ TLM-JP002 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 300 融合 古代の機械混沌巨人 RATE-JP041 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

エクシーズ Ｎｏ.４２ スターシップ・ギャラクシー・トマホーク VJMP-JP075 ｳﾙﾄﾗ 250 効果 堕天使アスモディウス TRC1-JP015 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 通常 封印されし者の左足 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10 融合 ＸＹＺ－ドラゴン・キャノン 302-052 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200

エクシーズ Ｎｏ.５２ ダイヤモンド・クラブ・キング YZ06-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 大天使クリスティア TRC1-JP014 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,100 通常 封印されし者の左腕 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10 融合 ＸＹＺ－ドラゴン・キャノン 302-052 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

エクシーズ Ｎｏ.５４ 反骨の闘士ライオンハート CPZ1-JP018 ｳﾙﾄﾗ 100 効果 大天使クリスティア TRC1-JP014 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 300 通常 封印されし者の右足 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10 融合 ＸＹ－ドラゴン・キャノン 302-051 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 50

エクシーズ Ｎｏ.５４ 反骨の闘士ライオンハート CPZ1-JP018 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 300 効果 タツノオトシオヤ EP15-JP062 ﾚｱ 100 通常 Ｅ・ＨＥＲＯ フェザーマン ADD-JP001 ﾉｰﾏﾙ 2,500 融合 フルメタルフォーゼ・アルカエスト INOV-JP039 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

エクシーズ Ｎｏ.６１ ヴォルカザウルス DP12-JP015 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 堕天使イシュタム SPDS-JP030 ｽｰﾊﾟｰ 300 通常 Ｅ・ＨＥＲＯ フェザーマン TLM-JP001 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 100 融合 エルシャドール・ウェンディゴ SECE-JP047 ｼｰｸﾚｯﾄ 600

エクシーズ Ｎｏ.６１ ヴォルカザウルス GS06-JP019 ｺﾞｰﾙﾄﾞ 10 効果 堕天使スペルビア VJMP-JP041 ｳﾙﾄﾗ 300 通常 王国・船出・栄光3枚セット（非レプリカ） 型番無し ﾉｰﾏﾙ 30,000 融合 エルシャドール・シェキナーガ NECH-JP049 ｳﾙﾄﾗ 50

エクシーズ Ｎｏ.６１ ヴォルカザウルス GS06-JP019 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 堕天使ルシフェル SPDS-JP029 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 通常 女剣士カナン 型番無し ｳﾙﾄﾗ 350,000 融合 炎の剣士 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 10

エクシーズ Ｎｏ.６２ 銀河眼の光子竜皇 PRIO-JP040 ｼｰｸﾚｯﾄ 12,000 効果 ダンディライオン VJC-JP013 ｳﾙﾄﾗ 10 通常 ブラック・マジシャン DL2-005 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 10 融合 エルシャドール・シェキナーガ NECH-JP049 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100

エクシーズ Ｎｏ.６２ 銀河眼の光子竜皇 PRIO-JP040 ｳﾙﾄﾗ 500 効果 堕天使スペルビア TRC1-JP016 ｼｰｸﾚｯﾄ 600 通常 女剣士カナン 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 350,000 融合 エルシャドール・ミドラーシュ DUEA-JP048 ｽｰﾊﾟｰ 600

エクシーズ Ｎｏ.６２ 銀河眼の光子竜皇 PRIO-JP040 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 550 効果 堕天使スペルビア TRC1-JP016 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100 通常 カエルスライム 型番無し ｳﾙﾄﾗ 50 融合 Ｍ・ＨＥＲＯ ダーク・ロウ SD27-JP044 ｽｰﾊﾟｰ 10

エクシーズ Ｎｏ.６２ 銀河眼の光子竜皇 PRIO-JP040 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 700 効果 堕天使ナース－レフィキュル GX05-JP001 ｳﾙﾄﾗ 1,000 通常 極刀の武者 左京 EP16-JP052 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 50 融合 Ｅ・ＨＥＲＯ アブソルートＺｅｒｏ YG04-JP001 ｳﾙﾄﾗ 50

エクシーズ Ｎｏ.６４ 古狸三太夫 SHSP-JP051 ｽｰﾊﾟｰ 200 効果 魂を喰らう者バズー PC3-007 ノーパラ 50,000 通常 くいぐるみ 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 300 融合 Ｅ・ＨＥＲＯ ガイア VJMP-JP036 ｳﾙﾄﾗ 200

エクシーズ Ｎｏ.７４ マジカル・クラウン－ミッシング・ソード CPZ1-JP025 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 魂を喰らう者バズー PC3-007 ノーマル 10,000 通常 コスモクイーン 型番無し ｳﾙﾄﾗ 50 融合 月光舞豹姫 SHVI-JP047 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

エクシーズ Ｎｏ.７４ マジカル・クラウン－ミッシング・ソード CPZ1-JP025 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 50 効果 超電磁タートル 15AY-JPA00 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 通常 地獄の裁判 型番無し ﾉｰﾏﾙ 8,000 融合 月光舞獅子姫 SHVI-JP048 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

エクシーズ Ｎｏ.７７ ザ・セブン・シンズ PP18-JP011 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 ダンディライオン BE02-JP206 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 通常 地獄の裁判 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 100,000 融合 冥界龍 ドラゴネクロ PP16-JP006 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

エクシーズ Ｎｏ.８１ 超弩級砲塔列車スペリオル・ドーラ SECE-JP086 ｽｰﾊﾟｰ 100 効果 ヂェミナイ・デビル PP6-004 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 通常 １３人目の埋葬者 型番無し ﾉｰﾏﾙ 8,000 融合 Ｅ・ＨＥＲＯ セイラーマン EOJ-JP034 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 100

エクシーズ Ｎｏ.８１ 超弩級砲塔列車スペリオル・ドーラ SECE-JP086 ｼｰｸﾚｯﾄ 900 効果 調弦の魔術師 DBLE-JP002 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 400 通常 １３人目の埋葬者 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 100,000 融合 Ｅ・ＨＥＲＯ ノヴァマスター DPEX-JPP02 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 100

エクシーズ Ｎｏ.８２ ハートランドラコ PP16-JP016 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 沈黙の剣士－サイレント・ソードマン DP17-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10 通常 深淵の冥王 型番無し ﾉｰﾏﾙ 8,000 融合 Ｅ・ＨＥＲＯ ノヴァマスター VE03-JP005 ｳﾙﾄﾗ 50

エクシーズ No.89  電脳獣ディアブロシス CP17-ＪＰ045 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 超重武者カゲボウ－Ｃ SECE-JP007 ｽｰﾊﾟｰ 50 通常 青眼の白龍 DL2-001 ｳﾙﾄﾗ 10 融合 Ｅ・ＨＥＲＯ マッドボールマン GX1-JPB01 ｳﾙﾄﾗ 50

エクシーズ No.89  電脳獣ディアブロシス CP17-ＪＰ045 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 超重武者カゲボウ－Ｃ SECE-JP007 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 通常 深淵の冥王 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 100,000 融合 ＥＭオッドアイズ・メタル・クロウ YS01-JP001 ｳﾙﾄﾗ 100

エクシーズ Ｎｏ.９２ 偽骸神龍 Ｈｅａｒｔ－ｅａｒｔＨ Ｄｒａｇｏｎ CBLZ-JP045 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 超天新龍オッドアイズ・レボリューション・ドラゴン YS02-JP001 ｳﾙﾄﾗ 800 通常 千年原人 型番無し ｳﾙﾄﾗ 100,000 融合 オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン DOCS-JP045 ｼｰｸﾚｯﾄ 100

エクシーズ Ｎｏ.９２ 偽骸神龍 Ｈｅａｒｔ－ｅａｒｔＨ Ｄｒａｇｏｎ CBLZ-JP045 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 ＤＤＤ壊薙王アビス・ラグナロク VP14-JPA02 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 通常 千年の盾 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 500 融合 鎧黒竜－サイバー・ダーク・ドラゴン CDIP-JP035 ｳﾙﾄﾗ 50

エクシーズ Ｎｏ.９２ 偽骸神龍 Ｈｅａｒｔ－ｅａｒｔＨ Ｄｒａｇｏｎ CBLZ-JP045 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 200 効果 ＤＤＤ反骨王レオニダス VB17-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10 通常 タートル・タイガー 型番無し ﾉｰﾏﾙ 8,000 融合 ルーンアイズ・ペンデュラム・ドラゴン SECE-JP045 ｳﾙﾄﾗ 10

エクシーズ Ｎｏ.９３ 希望皇ホープ・カイザー VB18-JP002 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 調律の魔術師 BOSH-JP001 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 通常 タートル・タイガー 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 100,000 融合 ルーンアイズ・ペンデュラム・ドラゴン SECE-JP045 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10

エクシーズ Ｎｏ.９５ ギャラクシーアイズ・ダークマター・ドラゴン PP17-JP015 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 チョコ・マジシャン・ガール VJMP-JP115 KC 100 通常 磁石の戦士γ G4-13 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 10 融合 鎧黒竜－サイバー・ダーク・ドラゴン CDIP-JP035 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100

エクシーズ Ｎｏ.９９ 希望皇龍ホープドラグーン OG03-JP001 ｳﾙﾄﾗ 500 効果 Ｄ－ＨＥＲＯ ダイヤモンドガイ EE04-JP183 ｽｰﾊﾟｰ 10 通常 タクリミノス 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 1,100 融合 鎧黒竜－サイバー・ダーク・ドラゴン MC03-JP002 ｼｰｸﾚｯﾄ 100

エクシーズ Ｎｏ.１０１ Ｓ・Ｈ・Ａｒｋ Ｋｎｉｇｈｔ LVAL-JP047 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 沈黙の魔術師－サイレント・マジシャン DP17-JP002 ｳﾙﾄﾗ 500 通常 ヂェミナイ・エルフ BC-34 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 50 融合 レインボー・ネオス PTDN-JP044 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 10

エクシーズ Ｎｏ.１０１ Ｓ・Ｈ・Ａｒｋ Ｋｎｉｇｈｔ LVAL-JP047 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 Ｄ.Ｄ.クロウ DE01-JP095 ｳﾙﾄﾗ 200 通常 デーモンの召喚 SC-51 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 400 融合 キメラテック・オーバー・ドラゴン POTD-JP034 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 50

エクシーズ Ｎｏ.１０６ 巨岩掌ジャイアント・ハンド CPL1-JP048 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 Ｄ－ＨＥＲＯ ドグマガイ POTD-JP014 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 通常 竜剣士マスターＰ BOSH-JP023 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 融合 キメラテック・ランページ・ドラゴン CROS-JP089 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

エクシーズ Ｎｏ.１０７ 銀河眼の時空竜 LTGY-JP044 ｳﾙﾄﾗ 400 効果 Ｄ－ＨＥＲＯ Ｂｌｏｏ－Ｄ WC07-JPB01 ｳﾙﾄﾗ 10 通常 デビルゾア 型番無し ｳﾙﾄﾗ 200 融合 旧神ヌトス EP15-JP033 ｳﾙﾄﾗ 500

エクシーズ Ｎｏ.１０７ 銀河眼の時空竜 LTGY-JP044 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 500 効果 ＤＤＤ運命王ゼロ・ラプラス YA03-JP001 ｳﾙﾄﾗ 100 通常 デュナミス・ヴァルキリア G3-01 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 融合 旧神ヌトス EP15-JP033 ｼｰｸﾚｯﾄ 700

エクシーズ Ｎｏ.１０７ 銀河眼の時空竜 LTGY-JP044 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 700 効果 デス・ヴォルストガルフ G6-01 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 通常 トビペンギン 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 400 融合 グリーディー・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン SPFE-JP010 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

エクシーズ No.29 マネキンキャット CP17-JP041 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 200 効果 デブリ・ドラゴン TRC1-JP011 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 10 通常 トライホーン・ドラゴン 型番無し ｳﾙﾄﾗ 5,000 融合 混沌幻魔アーミタイル LE10-JP001 ｳﾙﾄﾗ 50

エクシーズ 超銀河眼の光波龍 RATE-JP049 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 デス・コアラ PC7-JP004 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 700 通常 ２人３脚ゾンビ 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 600 融合 サイバー・エンド・ドラゴン CRV-JP036 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200

エクシーズ 超銀河眼の光子龍 GAOV-JP041 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 100 効果 天帝従騎イデア SR01-JP003 ｽｰﾊﾟｰ 10 通常 真紅眼の黒竜 15AX-JPM07 ﾐﾚﾆｱﾑ 10 融合 サウザンド・アイズ・サクリファイス 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 50

エクシーズ バージェストマ・アノマロカリス EP16-JP041 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 天魔神 ノーレラス FOTB-JP022 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 通常 ハーピィ・ガール RDS-JP004 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 1,400 融合 サウザンド・アイズ・サクリファイス 型番問わず ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 50

エクシーズ 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン CORE-JP051 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 Ｄ－ＨＥＲＯ ディアボリックガイ DP05-JP011 ｳﾙﾄﾗ 200 通常 ファイヤーオパールヘッド 17PR-JP007 ﾉｰﾊﾟﾗ 200 融合 サウザンド・アイズ・サクリファイス TB-34 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 400

エクシーズ 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン CORE-JP051 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 50 効果 Ｄ－ＨＥＲＯ ディスクガイ WC07-JP003 ｳﾙﾄﾗ 100 通常 封印されし者の右腕 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 50 融合 サウザンド・アイズ・サクリファイス 型番問わず スーパー 50

エクシーズ 覇王烈竜オッドアイズ・レイジング・ドラゴン RATE-JP048 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 Ｄ－ＨＥＲＯ Ｂｌｏｏ－Ｄ DE01-JP158 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 通常 ブラック・マジシャン LB-05 ｳﾙﾄﾗ 50 融合 ジェムナイト・セラフィ 型番問わず ﾚｱ 300

エクシーズ 覇王烈竜オッドアイズ・レイジング・ドラゴン RATE-JP048 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 10 効果 同族感染ウィルス 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10 通常 ブラック・マジシャン 15AY-JPA03 ｳﾙﾄﾗ 300 融合 重装機甲 パンツァードラゴン JF14-JP008 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 50

エクシーズ バハムート・シャーク VJMP-JP073 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 同族感染ウィルス EE1-JP131 ﾚｱ 10 通常 ブラック・マジシャン SJMP-JP002 ｳﾙﾄﾗ 200 融合 スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン INOV-JP038 ｳﾙﾄﾗ 50

エクシーズ 彼岸の旅人 ダンテ EP15-JP015 ｳﾙﾄﾗ 500 効果 デブリ・ドラゴン TRC1-JP011 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 通常 ブラック・マジシャン LN-53 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 2,500 融合 スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン INOV-JP038 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 50

エクシーズ 彼岸の旅人 ダンテ EP15-JP015 ｼｰｸﾚｯﾄ 700 効果 天空の女神 ジュノー EP17-JP053 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 200 通常 ブラック・マジシャン 15AX-JPY01 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 融合 スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン INOV-JP038 ｼｰｸﾚｯﾄ 300

エクシーズ Ｈ－Ｃ エクスカリバー REDU-JP041 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 天輪の葬送士 VJMP-JP088 ｳﾙﾄﾗ 400 通常 ブラック・マジシャン TRC1-JP001 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 400 融合 スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン INOV-JP038 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 200

エクシーズ Ｈ－Ｃ エクスカリバー REDU-JP041 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 100 効果 トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール G6-02 ｳﾙﾄﾗ 1,200 通常 ブラック・マジシャン MVPI-JP001 KC 200 融合 超魔導剣士－ブラック・パラディン 303-051 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 600

エクシーズ 幻影騎士団ブレイクソード SPWR-JP006 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 100 通常 ブラック・マジシャン 20AP-JP101 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸﾊﾟﾗﾚﾙ 500 融合 超魔導剣士－ブラック・パラディン 303-051 ｼｰｸﾚｯﾄ 300

エクシーズ 風紀宮司ノリト CPZ1-JP031 ｽｰﾊﾟｰ 50 効果 ドラグニティ－ファランクス AT08-JP001 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10 通常 Black・Magician(懸賞品) 型番無し ｳﾙﾄﾗ 180,000 融合 ＤＤＤ超死偉王パープリッシュ・ヘル・アーマゲドン MG05-JP002 ｳﾙﾄﾗ 50

エクシーズ 風紀宮司ノリト CPZ1-JP031 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 200 効果 ドラグニティ－ファランクス 型番問わず ﾚｱ 10 通常 黒魔道士(懸賞品) 型番無し ｳﾙﾄﾗ 150,000 融合 ＤＤＤ烈火王テムジン SPRG-JP006 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

エクシーズ フォトン・ストリーク・バウンサー GAOV-JP043 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 ドラゴラド VJMP-JP065 ｳﾙﾄﾗ 10 通常 ブラッド・ヴォルス G4-17 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 1,000 融合 ＤＤＤ烈火大王エグゼクティブ・テムジン VJMP-JP127 ｳﾙﾄﾗ 50

エクシーズ 武神帝－カグツチ SHSP-JP053 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 同族感染ウィルス PC7-JP003 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 500 通常 青眼の白龍 20AP-JP000 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸﾊﾟﾗﾚﾙ 1,000 融合 髑髏の司祭ヤスシ T2-02 ｳﾙﾄﾗ 350,000

エクシーズ 武神帝－ツクヨミ LVAL-JP054 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 怒炎壊獣ドゴラン EP16-JP021 ｳﾙﾄﾗ 100 通常 青眼の白龍 LB-01 ｳﾙﾄﾗ 700 融合 ドラゴンに乗るワイバーン G4-16 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 2,000

エクシーズ ＦＮｏ.０ 未来皇ホープ NECH-JP081 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 怒炎壊獣ドゴラン EP16-JP021 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 通常 青眼の白龍 型番無し ｳﾙﾄﾗ 15,000 融合 沼地のドロゴン 17PR-JP008 ﾉｰﾊﾟﾗ 1,000

エクシーズ ＦＮｏ．０ 未来皇ホープ－フューチャー・スラッシュ VB19-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 ナチュル・クリフ 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 10 通常 青眼の白龍 VJMP-JP080 ｳﾙﾄﾗ 200 融合 覇王紫竜オッドアイズ・ヴェノム・ドラゴン CP17-JP006 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100

エクシーズ プリンセス・コロン CPZ1-JP042 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 50 効果 トーチ・ゴーレム DP07-JP011 ｳﾙﾄﾗ 1,500 通常 青眼の白龍 SCB1-JPP01 ｳﾙﾄﾗ 400 融合 覇王龍ズァーク MACR-JP039 ｼｰｸﾚｯﾄ 100

エクシーズ ＦＡ－クリスタル・ゼロ・ランサー DP15-JP018 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 時花の魔女－フルール・ド・ソルシエール WC11-JP002 ｳﾙﾄﾗ 100 通常 青眼の白龍 15AX-JPY07 ｼｰｸﾚｯﾄ 700 融合 彼岸の巡礼者 ダンテ EP15-JP013 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

エクシーズ フレシアの蟲惑魔 DOCS-JP082 ｽｰﾊﾟｰ 200 効果 ドロール&ロックバード 型番問わず ノーマル 300 通常 青眼の白龍 TRC1-JP000 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 1,800 融合 ブラック・デーモンズ・ドラゴン 型番無し ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 50

エクシーズ フレシアの蟲惑魔 DOCS-JP082 ｼｰｸﾚｯﾄ 600 効果 Ｎ・エア・ハミングバード STON-JP004 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 通常 青眼の白龍 15AX-JPY07 ﾐﾚﾆｱﾑ 200 融合 ブラック・デーモンズ・ドラゴン MA-52 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 500

エクシーズ マジマジ☆マジシャンギャル WJMP-JP018 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 トワイライトロード・シャーマン ルミナス COTD-JP026 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 通常 青眼の白龍 MVPI-JP002 KC 100 融合 青眼の究極竜 P3-01 ｽｰﾊﾟｰﾊﾟﾗﾚﾙ 200

エクシーズ マドルチェ・プディンセス・ショコ・ア・ラ・モード CROS-JP051 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 ナイトエンド・ソーサラー EXP2-JP028 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 200 通常 青眼の白龍 JMPR-JP001 KCｳﾙﾄﾗ 300 融合 青眼の究極竜 SDX-JP001 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 400

エクシーズ Ｍ.Ｘ－セイバー インヴォーカー AT16-JP001 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 50 効果 ニュート S2-03 ｳﾙﾄﾗ 600 通常 青眼の白龍 型番無し ｼｰｸﾚｯﾄ 420,000 融合 青眼の究極竜 BE01-JP207 ｼｰｸﾚｯﾄ 300

エクシーズ Ｍ.Ｘ－セイバー インヴォーカー SPRG-JP024 ｽｰﾊﾟｰ 50 効果 ニュート S2-03 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 通常 Blue・eyes・White・Dragon 型番無し ｳﾙﾄﾗ 250,000 融合 青眼の究極竜 15AX-JP000 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 600

エクシーズ Ｍ.Ｘ－セイバー インヴォーカー DB12-JPS03 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 効果 バーサーク・デッド・ドラゴン 304-019 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 10 通常 藍眼白龍(懸賞品) 型番無し ｳﾙﾄﾗ 220,000 融合 青眼の双爆裂龍 VJMP-JP111 KC 200

エクシーズ 幻子力空母エンタープラズニル PRIO-JP053 ﾚｱ 10 効果 忍者マスター ＨＡＮＺＯ ORCS-JP029 ｽｰﾊﾟｰ 50 通常 青眼の白龍 SM-51 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 15,000 融合 捕食植物キメラフレシア SPFE-JP009 ｽｰﾊﾟｰ 200

エクシーズ 悠久の黄金都市 グランポリス EP14-JP053 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 ハーピィ・ダンサー VJMP-JP076 ｳﾙﾄﾗ 10 通常 神聖なる球体 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 50 融合 捕食植物ドラゴスタペリア VJMP-JP124 ｳﾙﾄﾗ 50

エクシーズ ライトロード・セイント ミネルバ 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 50 効果 ネクロフェイス  VB09-JP001 ｳﾙﾄﾗ 600 通常 ホーリー・ナイト・ドラゴン 型番無し ｼｰｸﾚｯﾄ 60,000 融合 Ｍ・ＨＥＲＯ アシッド PP14-JP005 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

エクシーズ ライトロード・セイント ミネルバ CORE-JP083 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 破壊剣の使い手－バスター・ブレイダー BOSH-JP018 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 通常 磁石の戦士α G3-07 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 50 融合 Ｍ・ＨＥＲＯ 闇鬼 PP17-JP011 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

エクシーズ ライトロード・セイント ミネルバ 17SP-JP009 ﾉｰﾏﾙ 10 効果 熱血獣士ウルフバーク TRC1-JP021 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 通常 磁石の戦士β G3-08 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 50 融合 究極竜騎士 GB7-003 ｳﾙﾄﾗ 10,000

エクシーズ ラヴァルバル・チェイン 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 300 効果 ネフティスの鳳凰神 FET-JP005 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 50 通常 メガソニック・アイ 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 400 融合 究極竜騎士 GB7-003 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

エクシーズ ラヴァルバル・チェイン GS05-JP012 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 不死王リッチー PH-00 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300 通常 ヤマドラン 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 400 融合 究極竜騎士 GB7-003 GB7ウル 20,000

エクシーズ ラヴァルバル・チェイン TRC1-JP038 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100 効果 ハーピィズペット竜 型番なし ｳﾙﾄﾗ 200 通常 ヤランゾ 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 1,000 融合 メテオ・ブラック・ドラゴン BE01-JP208 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

エクシーズ 励輝士 ヴェルズビュート LVAL-JP056 ｽｰﾊﾟｰ 50 効果 ハーピィ・ハーピスト TFSP-JPB01 ｳﾙﾄﾗ 600 通常 妖精の贈りもの 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 800 融合 竜騎士ガイア 309-057 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 500

エクシーズ 励輝士 ヴェルズビュート GP16-JP016 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 破壊竜ガンドラ－ギガ・レイズ VJMP-JP125 ｳﾙﾄﾗ 50 通常 真紅眼の黒竜 型番無し ｳﾙﾄﾗ 5,000 融合 竜騎士ガイア 型番無し ｼｰｸﾚｯﾄ 1,000

エクシーズ ＲＲ－アルティメット・ファルコン SHVI-JP053 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 破滅竜ガンドラＸ MVPC-JP001 KC 400 通常 真紅眼の黒竜 PG-09 ｳﾙﾄﾗ 300 融合 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール CPL1-JP004 ｳﾙﾄﾗ 50

エクシーズ ＲＲ－サテライト・キャノン・ファルコン SPWR-JP024 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 瀑征竜－タイダル GS06-JP005 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 100 通常 真紅眼の黒竜 PG-09 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 300 融合 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール CPL1-JP004 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 300

エクシーズ ＲＲ－フォース・ストリクス SPWR-JP022 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 バスター・ブレイダー 303-054 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 600 通常 真紅眼の黒竜 DL2-050 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 200 融合 流星竜メテオ・ブラック・ドラゴン INOV-JP041 ｼｰｸﾚｯﾄ 50



エクシーズ ＲＲ－フォース・ストリクス VP14-JPA05 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 薄幸の美少女 型番無し ｽｰﾊﾟｰ 50 通常 真紅眼の黒竜 301-056 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 7,000 融合 竜破壊の剣士－バスター・ブレイダー BOSH-JP045 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

エクシーズ ＲＲ－レヴォリューション・ファルコン CROS-JP049 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 パッチワーク・ファーニマル VJMP-JP119 ｳﾙﾄﾗ 150 通常 真紅眼の黒竜 15AX-JPM07 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 融合 ルーンアイズ・ペンデュラム・ドラゴン SECE-JP045 ｼｰｸﾚｯﾄ 400

エクシーズ ＲＲ－レヴォリューション・ファルコン－エアレイド VB19-JP002 ｳﾙﾄﾗ 400 効果 戒めの龍 COTD-JP028 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 通常 真紅眼の黒竜 DP18-JP000 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 1400 融合 ルーンアイズ・ペンデュラム・ドラゴン SECE-JP045 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 50

エクシーズ 伝説の白き龍 EP13-JP051 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 1,500 効果 ハネクリボー GX1-JP002 ｳﾙﾄﾗ 200 魔法 アーティファクト・ムーブメント PRIO-JP060 ﾚｱ 10 融合 真紅眼の黒刃竜 DP18-JP003 ｳﾙﾄﾗ 50
エクシーズ 伝説の闇の魔導師 EP13-JP052 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 1,100 効果 ハネクリボー TLM-JP005 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100 魔法 アームズ・ホール SD17-JP024 ﾉｰﾏﾙ 10 リンク エクスクローラー・クオリアーク CIBR-JP050 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

エクシーズ 真紅眼の鋼炎竜 CORE-JP054 ｳﾙﾄﾗ 100 効果 灰流うらら MACR-JP036 ｽｰﾊﾟｰ 2,000 魔法 悪夢の拷問部屋 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10 リンク 剛鬼ザ・グレート・オーガ COTD-JP045 ｼｰｸﾚｯﾄ 10
エクシーズ 真紅眼の鋼炎竜 CORE-JP054 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200 効果 灰流うらら MACR-JP036 ｼｰｸﾚｯﾄ 5,000 魔法 アサルト・アーマー ADDR-JP004 ｳﾙﾄﾗ 10 リンク 剛鬼サンダー・オーガ CIBR-JP045 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

エクシーズ 真紅眼の鋼炎竜 CORE-JP054 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 氷帝家臣エッシャー VF14-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 暗黒界の取引 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10 リンク 星杯剣士アウラム COTD-JP049 ｽｰﾊﾟｰ 10

エクシーズ 六武衆の影－紫炎 EP12-JP041 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 ファイターズ・エイプ YDT1-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 暗黒界の取引 STON-JP038 ｽｰﾊﾟｰ 10 リンク 電影の騎士ガイアセイバー COTD-JP051 ｽｰﾊﾟｰ 10

儀式 イビリチュア・ソウルオーガ 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 ファントム・オブ・カオス 20AP-JP040 ｽｰﾊﾟｰﾊﾟﾗﾚﾙ 10 魔法 異次元からの埋葬 DT05-JP044 ｽｰﾊﾟｰ 10 リンク トライゲート・ウィザード SD32-JP042 ｳﾙﾄﾗ 10

儀式 イビリチュア・テトラオーグル 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 Ｂ－バスター・ドレイク SDKS-JP002 ｽｰﾊﾟｰ 50 魔法 インフェルニティガン DE04-JP149 ｽｰﾊﾟｰ 10 リンク トリックスター・ホーリーエンジェル COTD-JP044 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10

儀式 ヴァルキュルスの影霊衣 SPTR-JP017 ｽｰﾊﾟｰ 50 効果 幻影騎士団サイレントブーツ SPWR-JP002 ｽｰﾊﾟｰ 10 魔法 オノマト連携 LVAL-JP067 ｽｰﾊﾟｰ 10 リンク トリックスター・ホーリーエンジェル COTD-JP044 ｳﾙﾄﾗ 10

儀式 カオス・ソルジャー 型番無し ｳﾙﾄﾗ 50 効果 幻影騎士団ダスティローブ SPWR-JP001 ｽｰﾊﾟｰ 10 魔法 折れ竹光 型番問わず 問わず 10 リンク 虹天気アルシエル DBSW-JP035 ｳﾙﾄﾗ 10

儀式 カオス・ソルジャー 304-054 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 1,400 効果 フィッシュボーグ－アーチャー PR03-JP008 ﾉｰﾏﾙ 10 魔法 おろかな埋葬 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 10 リンク Ｖ－ＬＡＮ ヒドラ VJMP-JP133 ｳﾙﾄﾗ 10

儀式 仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー SM-00 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300 効果 光の創造神 ホルアクティ YGOPR-JP001 ｳﾙﾄﾗ 40,000 魔法 カオス－黒魔術の儀式 型番無し ｳﾙﾄﾗ 10 リンク リンク・バンパー CIBR-JP043 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

儀式 グングニールの影霊衣 SECE-JP044 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 彼岸の悪鬼 グラバースニッチ EP15-JP002 ｽｰﾊﾟｰ 50 魔法 カオス・フォーム MVP1-JP008 KCｳﾙﾄﾗ 10 リンク アカシック・マジシャン CIBR-JP051 ｽｰﾊﾟｰ 100

儀式 古聖戴サウラヴィス INOV-JP037 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 彼岸の悪鬼 スカラマリオン EP15-JP001 ｽｰﾊﾟｰ 100 魔法 ガガガ学園の緊急連絡網 PP16-JP019 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 リンク アカシック・マジシャン CIBR-JP051 ｼｰｸﾚｯﾄ 700

儀式 サクリファイス 型番問わず ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 10 効果 飛翔するＧ JOTL-JP039 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 50 魔法 拡散する波動 303-053 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 リンク ヴァレルロード・ドラゴン CIBR-JP042 ｳﾙﾄﾗ 500

儀式 聖占術姫タロットレイ CPD1-JP035 ｽｰﾊﾟｰ 150 効果 風帝ライザー FOTB-JP026 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 魔法 神縛りの塚 CPL1-JP025 ﾚｱ 10 リンク ヴァレルロード・ドラゴン CIBR-JP042 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 500

儀式 聖占術姫タロットレイ CPD1-JP035 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 200 効果 ビッグ・シールド・ガードナー DL1-136 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 400 魔法 神の居城－ヴァルハラ SD20-JP024 ﾉｰﾏﾙ 10 リンク ヴァレルロード・ドラゴン CIBR-JP042 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 700

儀式 超戦士カオス・ソルジャー DOCS-JP042 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 ファントム・オブ・カオス GX04-JPB01 ｳﾙﾄﾗ 50 魔法 神の居城－ヴァルハラ AT09-JP002 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10 リンク ヴァレルロード・ドラゴン CIBR-JP042 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,500

儀式 超戦士カオス・ソルジャー DOCS-JP042 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 フィッシュボーグ－アーチャー JF13-JPA08 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 500 魔法 キャッスル・リンク COTD-JP065 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 リンク オルターガイスト・プライムバンシー CIBR-JP047 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

儀式 超戦士カオス・ソルジャー DOCS-JP042 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 武神－ヤマト DPEX-JPP01 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10 魔法 禁じられた聖槍 GS06-JP015 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 10 リンク サブテラーマリスの妖魔 EP17-JP001 ｼｰｸﾚｯﾄ 700

儀式 トリシューラの影霊衣 SPTR-JP015 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 武神－ヤマト JOTL-JP016 ｽｰﾊﾟｰ 10 魔法 禁じられた聖杯 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 10 リンク ＳＰＹＲＡＬ－ザ・ダブルヘリックス EP17-JP018 ｼｰｸﾚｯﾄ 2,000

儀式 破滅の女神ルイン SOI-JP034 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 フィッシュボーグ－ランチャー JF13-JPB05 ﾉｰﾏﾙ 50 魔法 クリティウスの牙 CPD1-JP006 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 10 リンク 星杯剣士アウラム COTD-JP049 ｼｰｸﾚｯﾄ 300

儀式 彼岸の鬼神 ヘルレイカー EP15-JP012 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 封印されしエクゾディア 307-057 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 400 魔法 黒魔術の継承 SDMY-JP022 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10 リンク 星杯戦士ニンギルス COTD-JP050 ｼｰｸﾚｯﾄ 100

儀式 ブリューナクの影霊衣 SPTR-JP014 ｽｰﾊﾟｰ 50 効果 封印されしエクゾディア 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 50 魔法 強欲なウツボ DE04-JP076 ｽｰﾊﾟｰ 10 リンク ツイン・トライアングル・ドラゴン CIBR-JP046 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

儀式 ブルーアイズ・カオス・ＭＡＸ・ドラゴン MVP1-JP004 KCｳﾙﾄﾗ 50 効果 ＢＦ－残夜のクリス PP17-JP006 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 アームズ・ホール ADDR-JP003 ｳﾙﾄﾗ 200 リンク デコード・トーカー ST17-JP041 ｳﾙﾄﾗ 200

儀式 マジシャン・オブ・ブラックカオス 型番無し ｳﾙﾄﾗ 2,000 効果 妖精伝姫－カグヤ MACR-JP038 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 100 魔法 悪夢の拷問部屋 301-030 ﾚｱ 100 リンク 電影の騎士ガイアセイバー COTD-JP051 ｼｰｸﾚｯﾄ 300

儀式 マジシャン・オブ・ブラックカオス 306-057 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300 効果 妖精伝姫－シラユキ TDIL-JP042 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 400 魔法 黒炎弾 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 10 リンク トポロジック・ボマー・ドラゴン COTD-JP046 ｼｰｸﾚｯﾄ 200

儀式 リヴェンデット・スレイヤー EP17-JP035 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 妖精伝姫－シンデレラ RATE-JP035 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 50 魔法 アドバンスド・ダーク DE02-JP160 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 リンク トリックスター・スイートデビル CIBR-JP044 ｼｰｸﾚｯﾄ 100

儀式 竜姫神サフィラ DUEA-JP050 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 浮幽さくら SHVI-JP040 ｽｰﾊﾟｰ 200 魔法 暗黒界の取引 STON-JP038 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300 リンク トリックスター・ブラッディマリー VP17-JP003 ｳﾙﾄﾗ 200

儀式 ロード・オブ・ザ・レッド CPD1-JP016 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 浮幽さくら SHVI-JP040 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,000 魔法 アンデットワールド SD15-JP016 ﾉｰﾏﾙ 50 リンク トリックスター・ホーリーエンジェル COTD-JP044 ｼｰｸﾚｯﾄ 400

儀式 ロード・オブ・ザ・レッド CPD1-JP016 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 50 効果 無頼特急バトレイン ZDC1-JPB01 ｳﾙﾄﾗ 400 魔法 異次元からの埋葬 DP03-JP026 ｳﾙﾄﾗ 100 リンク 虹天気アルシエル DBSW-JP035 ｼｰｸﾚｯﾄ 200

効果 アーティファクト－デスサイズ EP14-JP031 ﾚｱ 300 効果 ＢＦ－白夜のグラディウス VJMP-JP068 ｳﾙﾄﾗ 100 魔法 命削りの宝札 MP01-JP017 ﾐﾚﾆｱﾑｳﾙﾄﾗ 600 リンク ファイアウォール・ドラゴン COTD-JP043 ｳﾙﾄﾗ 300

効果 アーティファクト－モラルタ PRIO-JP011 ﾚｱ 100 効果 ブラック・マジシャン・ガール SD16-JPSE3 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 2,000 魔法 簡易融合 TRC1-JP041 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,000 リンク ファイアウォール・ドラゴン COTD-JP043 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300

効果 アーマロイドガイデンゴー VJMP-JP026 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 ブラック・マジシャン・ガール LE5-002 ｳﾙﾄﾗ 200 魔法 サイクロン 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 10 リンク ファイアウォール・ドラゴン COTD-JP043 ｼｰｸﾚｯﾄ 1500

効果 アイス・ブリザード・マスター VJMP-JP023 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 ブリキンギョ CPZ1-JP016 ﾚｱ 10 魔法 サイバーダーク・インパクト！ 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10 リンク ファイアウォール・ドラゴン WJMP-JP027 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 150

効果 青き眼の賢士 SHVI-JP020 ｽｰﾊﾟｰ 100 効果 ブラック・マジシャン・ガール 15AY-JPA04 ｳﾙﾄﾗ 50 魔法 簡易融合 TRC1-JP041 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 200 リンク ファイアウォール・ドラゴン COTD-JP043 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 700

効果 青き眼の賢士 SHVI-JP020 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 効果 ブリザード・プリンセス YG07-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 エクシーズ・チェンジ・タクティクス VE10-JP005 ｳﾙﾄﾗ 500 リンク プロキシー・ドラゴン VJMP-JP131 ウルトラ 700

効果 アステル・ドローン CBLZ-JP043 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 10 効果 ブラック・マジシャン・ガール 15AY-JPB03 ｳﾙﾄﾗ 200 魔法 サイバネティック・フュージョン・サポート GS06-JP014 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 10 リンク リンク・スパイダー ST17-JP043 ｽｰﾊﾟｰ 50

効果 アテナ DT11-JP004 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 10 効果 ブラック・マジシャン・ガール 15AY-JPC10 ｳﾙﾄﾗ 150 魔法 サルベージ 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10 リンク リンクリボー SJMP-JP006 ﾉｰﾊﾟﾗ 900

効果 アテナ PP11-JP006 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 効果 ブラック・マジシャン・ガール 15AX-JPM01 ｼｰｸﾚｯﾄ 150 魔法 エクスチェンジ DL2-136 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100 リンク リンクルベル 17PR-JP011 ﾉｰﾊﾟﾗ 500

効果 アビス・ソルジャー CMC-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 ブラック・マジシャン・ガール MVPL-JP001 KC 1,900 魔法 炎舞－「天璣」 TRC1-JP044 ｼｰｸﾚｯﾄ 700 罠 亜空間物質転送装置 304-052 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

効果 アビス・ソルジャー CMC-JPB01 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 青眼の光龍 VB7-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 炎舞－「天璣」 TRC1-JP044 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 50 罠 安全地帯 DS14-JPM40 ｳﾙﾄﾗ 10

効果 アポクリフォート・カーネル SECE-JP023 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 ブラック・マジシャン・ガール 2017-JPP01 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 55000 魔法 地獄の暴走召喚 DP2-JP025 ｽｰﾊﾟｰ 10 罠 生贄封じの仮面 DL3-056 ﾚｱ 10

効果 アロマージ－ジャスミン CORE-JP034 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 ブラック・マジシャン・ガール G3-11 ｼｰｸﾚｯﾄ 500,000 魔法 大嵐 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 200 罠 生贄封じの仮面 SM-17 ｳﾙﾄﾗ 10

効果 暗黒騎士ガイアロード MVPC-JP002 KC 100 効果 ブロックマン DD1-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 死者蘇生 ST12-JPP01 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10 罠 命の綱 301-054 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

効果 暗黒の召喚神 20AP-JP007 ｽｰﾊﾟｰﾊﾟﾗﾚﾙ 10 効果 ヘカテリス PP11-JP007 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 大嵐 PC4-004 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 2,700 罠 永遠の魂 型番問わず ﾐﾚﾆｱﾑ 10

効果 暗黒竜 コラプサーペント JF13-JPB06 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 100 効果 ブラック・マジシャン・ガール G3-11 レア 80,000 魔法 大嵐 BE02-JP068 ｳﾙﾄﾗ 700 罠 王宮の弾圧 BE02-JP162 ｽｰﾊﾟｰ 10

効果 古代の機械巨竜 型番問わず ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 ブリキンギョ 17TP-JP201 ｽｰﾊﾟｰ 50 魔法 オーバーロード・フュージョン DE01-JP031 ｽｰﾊﾟｰ 100 罠 王宮の勅命 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 10

効果 古代の機械巨人 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 プリミティブ・バタフライ VJMP-JP090 ｳﾙﾄﾗ 700 魔法 オーバーロード・フュージョン 17SP-JP010 ｽｰﾊﾟｰ 100 罠 影のデッキ破壊ウイルス RATE-JP078 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

効果 古代の機械巨人－アルティメット・パウンド VJMP-JP126 ｳﾙﾄﾗ 300 効果 青眼の亜白龍 MVPC-JPS00 KCｳﾙﾄﾗ 2,500 魔法 おジャマ・カントリー JF09-JP010 ﾉｰﾏﾙ 50 罠 奇跡の残照 DDY2-JP003 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

効果 闇竜星－ジョクト NECH-JP032 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 青眼の亜白龍 MVPC-JP000 KC 1,500 魔法 おジャマ・カントリー JF09-JP010 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 50 罠 ギフトカード 型番問わず 問わず 10

効果 Ｅ－ＨＥＲＯ ヘル・ブラット DP06-JP009 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 青眼の亜白龍 2017-JPP02 ｼｰｸﾚｯﾄ 49500 魔法 オッドアイズ・フュージョン DOCS-JP063 ｽｰﾊﾟｰ 50 罠 強化蘇生 GS06-JP016 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 10

効果 異界より来たるシェルガ EP17-JP054 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 200 効果 ブルーローズ・ドラゴン WC11-JPB01 ｳﾙﾄﾗ 50 魔法 七星の宝刀 LTGY-JP066 ｽｰﾊﾟｰ 10 罠 強制脱出装置 TRC1-JP046 ｳﾙﾄﾗ 10

効果 イグザリオン・ユニバース G6-03 ｳﾙﾄﾗ 1,500 効果 捕食植物サンデウ・キンジー SPFE-JP005 ｽｰﾊﾟｰ 50 魔法 オッドアイズ・フュージョン DOCS-JP063 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 罠 黒魔族復活の棺 15AY-JPB00 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

効果 異次元の精霊 STOR-JP004 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 ヘリオス・トリス・メギストス E06-JPB01 ｳﾙﾄﾗ 50 魔法 オレイカルコスの結界 EP12-JP042 ｳﾙﾄﾗ 600 罠 激流葬 SM-24 ﾚｱ 10

効果 甲虫装機 ギガマンティス ORCS-JP021 ｽｰﾊﾟｰ 50 効果 宝玉獣 ルビー・カーバンクル FOTB-JP001 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 6,000 魔法 召喚師のスキル TRC1-JP040 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 10 罠 拷問車輪 301-055 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

効果 インタラプト・レジスタンス VF17-JP001 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 ヘルウェイ・パトロール WC10-JPB01 ｳﾙﾄﾗ 300 魔法 召喚魔術 SPFE-JP035 ｽｰﾊﾟｰ 10 罠 ゴッドバードアタック EE04-JP235 ｽｰﾊﾟｰ 10

効果 インフェルニティ・ジェネラル YF03-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 宝玉獣 アメジスト・キャット FOTB-JP002 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 2,500 魔法 所有者の刻印 AT03-JP007 ﾉｰﾏﾙ 10 罠 蟲惑の落とし穴 JOTL-JP077 ｽｰﾊﾟｰ 10

効果 インフェルニティ・デーモン WC09-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 茫漠の死者 VJMP-JP059 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 おろかな副葬 RATE-JP065 ｽｰﾊﾟｰ 400 罠 砂塵の大嵐 COTD-JP076 ﾚｱ 10

効果 インフェルニティ・デーモン TRC1-JP017 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 宝玉獣 アンバー・マンモス FOTB-JP005 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 2,500 魔法 おろかな副葬 RATE-JP065 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 罠 砂塵の大竜巻 型番無し ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10

効果 インフェルニティ・デーモン TRC1-JP017 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 10 効果 宝玉獣 エメラルド・タートル FOTB-JP003 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 2,500 魔法 真実の名 MP01-JP019 ﾐﾚﾆｱﾑｳﾙﾄﾗ 10 罠 砂塵の大竜巻 BE01-JP068 ｽｰﾊﾟｰ 10

効果 インフェルニティ・ビショップ VJMP-JP101 ｳﾙﾄﾗ 800 効果 宝玉獣 コバルト・イーグル FOTB-JP006 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 2,500 魔法 混沌の場 DOCS-JP057 ﾉｰﾏﾙ 150 罠 砂漠の光 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10

効果 インフェルノイド・ネヘモス SECE-JP019 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 宝玉獣 サファイア・ペガサス DE01-JP117 ｽｰﾊﾟｰ 200 魔法 スケープ・ゴート L3-06 ｳﾙﾄﾗ 10 罠 三位一択 PRIO-JP080 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 10

効果 インフェルノイド・ネヘモス SECE-JP019 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100 効果 宝玉獣 サファイア・ペガサス FOTB-JP007 ｳﾙﾄﾗ 200 魔法 神の居城－ヴァルハラ PP11-JP008 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 罠 次元障壁 INOV-JP078 ｽｰﾊﾟｰ 10

効果 インフェルノイド・ネヘモス SECE-JP019 ｼｰｸﾚｯﾄ 900 効果 宝玉獣 サファイア・ペガサス FOTB-JP007 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 500 魔法 スワローズ・ネスト EXP3-JP008 ｽｰﾊﾟｰ 10 罠 呪術抹消 305-048 ｽｰﾊﾟｰ 10

効果 インフェルノイド・リリス CROS-JP032 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 豊穣のアルテミス EE04-JP200 ｽｰﾊﾟｰ 400 魔法 聖剣 ＥＸ－カリバーン EP14-JP019 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 罠 昇天の角笛 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 10

効果 インフェルノ・ハンマー CMC-JP002 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 豊穣のアルテミス 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 30 魔法 生者の書－禁断の呪術－ 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 10 罠 死霊ゾーマ MG1-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10

効果 インフェルノイド・ルキフグス SECE-JP014 ﾚｱ 10 効果 宝竜星－セフィラフウシ CROS-JP024 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 魔法 儀式の下準備 SHVI-JP065 ﾚｱ 50 罠 スターライト・ロード DDY2-JP004 ｳﾙﾄﾗ 10

効果 虚無魔人 DE01-JP048 ﾉｰﾏﾙ 100 効果 魔界発現世行きデスガイド GS06-JP010 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 ギャラクシー・サイクロン CROS-JP062 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 罠 スターライト・ロード TRC1-JP006 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10

効果 虚無魔人 CDIP-JP017 ﾚｱ 100 効果 亡龍の戦慄－デストルドー CIBR-JP038 ﾚｱ 50 魔法 洗脳－ブレインコントロール TLM-JP038 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 罠 スターライト・ロード TRC1-JP006 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 10

効果 ヴィクトリー・ドラゴン SDX-JP002 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 磁石の戦士δ VJMP-JP121 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 強制転移 PC5-JP003 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 1,600 罠 底なし落とし穴 TDIL-JP076 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

効果 Ｖ・ＨＥＲＯ ヴァイオン PP19-JP018 ﾉｰﾏﾙ 10 効果 ホルスの黒炎竜 ＬＶ６ SOD-JP007 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 50 魔法 強制転移 BE02-JP156 ｽｰﾊﾟｰ 50 罠 ダーク・キュア GX05-JP002 ｳﾙﾄﾗ 10

効果 Ｖ・ＨＥＲＯ ヴァイオン PP19-JP018 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 魔轟神獣キャシー 型番問わず ﾚｱ 10 魔法 ソウル・チャージ 20AP-JP093 ｽｰﾊﾟｰﾊﾟﾗﾚﾙ 10 罠 魂の綱 EX3-B01 ｳﾙﾄﾗ 10

効果 ヴィジョン・リチュア 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10 効果 ホルスの黒炎竜 ＬＶ８ SOD-JP008 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100 魔法 緊急テレポート DE03-JP022 ｽｰﾊﾟｰ 200 罠 撤収命令 PHSW-JP077 ﾉｰﾚｱ 10

効果 ＷＷ－グラス・ベル DBLE-JP014 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 150 効果 白棘鱏 VJMP-JP134 ｳﾙﾄﾗ 1,500 魔法 禁じられた聖杯 GS05-JP017 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 110 罠 デモンズ・チェーン TRC1-JP048 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 10

効果 ヴェルズ・ケルキオン DS13-JPD01 ｽｰﾊﾟｰ 100 効果 水精鱗－ディニクアビス EP13-JP034 ｳﾙﾄﾗ 500 魔法 ソーラー・エクスチェンジ 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10 罠 奈落の落とし穴 DS14-JPL40 ｳﾙﾄﾗ 10

効果 ウォーター・ドラゴン EEN-JP015 アルティメット 10 効果 マジシャンズ・ヴァルキリア LE5-005 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 ダーク・コーリング DP06-JP024 ﾚｱ 10 罠 便乗 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10

効果 ヴォルカニック・デビル FOTB-JP008 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 マジシャンズ・エイプ YDT1-JPB01 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 金満な壺 SECE-JP063 ｽｰﾊﾟｰ 50 罠 ブレイクスルー・スキル CBLZ-JP078 ｽｰﾊﾟｰ 10

効果 ヴォルカニック・バレット DE01-JP119 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 マジック・ストライカー WC07-JP002 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 金満な壺 SECE-JP063 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 罠 ブレイクスルー・スキル 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 10

効果 ヴォルカニック・ロケット JF08-JP002 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 100 効果 水精鱗－ディニクアビス EP13-JP034 ｼｰｸﾚｯﾄ 800 魔法 クイック・リボルブ CIBR-JP056 ｽｰﾊﾟｰ 100 罠 ブレイクスルー・スキル TRC1-JP045 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 10

効果 エア・サーキュレーター WC08-JPB01 ｳﾙﾄﾗ 300 効果 水精鱗－メガロアビス ABYR-JP020 ｽｰﾊﾟｰ 50 魔法 二重魔法 303-052 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 罠 埋蔵金の地図 DD2-JP004 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

効果 エッジインプ・コットン・イーター VJMP-JP129 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 魔聖騎士ランスロット EP13-JP021 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 クイック・リボルブ CIBR-JP056 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 罠 魔宮の賄賂 GX04-JP002 ｳﾙﾄﾗ 10

効果 エフェクト・ヴェーラー DS14-JPL20 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 魔界発現世行きデスガイド TRC1-JP018 ｼｰｸﾚｯﾄ 800 魔法 超栄養太陽 DE03-JP102 ﾉｰﾏﾙ 10 罠 マジック・ジャマー 型番無し ｳﾙﾄﾗ 10

効果 エフェクト・ヴェーラー GS05-JP008 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 200 効果 魔界発現世行きデスガイド TRC1-JP018 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100 魔法 超越融合 MACR-JP052 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 罠 生贄封じの仮面 SM-17 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 50

効果 エルフの聖剣士 MVPL-JP002 KC 200 効果 魔轟神グリムロ 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 50 魔法 苦渋の決断 DOCS-JP065 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 罠 魔のデッキ破壊ウイルス FET-JP058 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10

効果 精霊神后ドリアード CIBR-JP039 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 効果 魔轟神獣ケルベラル 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 50 魔法 グリモの魔導書 REDU-JP057 ﾚｱ 300 罠 魔封じの芳香 AT03-JP003 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10

効果 Ｅ・ＨＥＲＯ エアーマン VJMP-JP017 ｳﾙﾄﾗ 150 効果 マジシャン・オブ・ブラック・イリュージョン TDIL-JP017 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 魔法 クローザー・フォレスト YDT1-JP002 ｳﾙﾄﾗ 200 罠 魔封じの芳香 DT08-JP050 ﾚｱ 10

効果 Ｅ・ＨＥＲＯ キャプテン・ゴールド FOTB-JP014 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 魔導戦士 ブレイカー 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 調律 STBL-JP045 ｽｰﾊﾟｰ 10 罠 魔封じの芳香 TRC1-JP049 ｽｰﾊﾟｰ 10

効果 Ｅ・ＨＥＲＯ オネスティ・ネオス 20AP-JP005 ｼｰｸﾚｯﾄﾊﾟﾗﾚﾙ 1,500 効果 マジシャンズ・ヴァルキリア SD16-JPSE2 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 100 魔法 黒の魔導陣 TDIL-JP057 ｽｰﾊﾟｰ 100 罠 異次元グランド STBL-JP077 ｽｰﾊﾟｰ 50

効果 Ｅ・ＨＥＲＯ フラッシュ VJCF-JP002 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 マスマティシャン CPL1-JP023 ｽｰﾊﾟｰ 50 魔法 黒の魔導陣 TDIL-JP057 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 罠 虚無空間 TRC1-JP047 ｼｰｸﾚｯﾄ 700

効果 Ｅ・ＨＥＲＯ プリズマー DT05-JP007 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 50 効果 マスマティシャン CPL1-JP023 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100 魔法 月の書 DS14-JPM35 ｳﾙﾄﾗ 10 罠 虚無空間 GS06-JP018 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 100

効果 Ｅ・ＨＥＲＯ プリズマー ADDR-JP001 ｳﾙﾄﾗ 100 効果 マドルチェ・マジョレーヌ REDU-JP024 ﾚｱ 10 魔法 高等儀式術 DE01-JP102 ｳﾙﾄﾗ 300 罠 虚無空間 TRC1-JP047 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100

効果 Ｅ・ＨＥＲＯ プリズマー TRC1-JP012 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 マドルチェ・メッセンジェラート ABYR-JP027 ﾚｱ 10 魔法 強欲で謙虚な壺 DREV-JP062 ｽｰﾊﾟｰ 50 罠 永遠の魂 15AX-JPY03 ｼｰｸﾚｯﾄ 200

効果 Ｅ・ＨＥＲＯ プリズマー GS06-JP009 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 マンジュ・ゴッド SPTR-JP045 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10 魔法 強欲で貪欲な壺 TDIL-JP066 ｽｰﾊﾟｰ 600 罠 リビングデッドの呼び声 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 10

効果 Ｅ・ＨＥＲＯ プリズマー TRC1-JP012 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100 効果 魔弾の射手 カスパール DBSW-JP016 ｽｰﾊﾟｰ 200 魔法 強欲で貪欲な壺 TDIL-JP066 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,200 罠 魔神火炎砲 MB01-JP003 ﾐﾚﾆｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞ 200

効果 Ｅ・ＨＥＲＯ ブレイズマン NECH-JP087 ｽｰﾊﾟｰ 500 効果 魔弾の射手 スター DBSW-JP019 ｽｰﾊﾟｰ 200 魔法 黄金色の竹光 DE02-JP149 ﾉｰﾏﾙ 50 罠 霊獣の連契 SPTR-JP032 ｽｰﾊﾟｰ 10

効果 炎王獣 ヤクシャ VE08-JP005 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 魔導書士 バテル REDU-JP015 ｽｰﾊﾟｰ 250 魔法 黄金色の竹光 LODT-JP062 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 50 罠 王宮の勅命 BE1-JP086 ｳﾙﾄﾗ 50

効果 焔征竜－ブラスター GS06-JP006 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 魔導書士 バテル 17SP-JP005 ｽｰﾊﾟｰ 250 魔法 黒炎弾 SOD-JP042 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100 罠 王宮の勅命 20AP-JP021 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 50

効果 ＥＭカード・ガードナー VJMP-JP128 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 馬頭鬼 TRC1-JP019 ｽｰﾊﾟｰ 10 魔法 コズミック・サイクロン TDIL-JP065 ｽｰﾊﾟｰ 100 罠 王宮の鉄壁 GS06-JP017 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 250

効果 ＥＭペンデュラム・マジシャン VP14-JPA01 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 メタファイズ・エグゼキューター CIBR-JP027 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 コズミック・サイクロン TDIL-JP065 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 罠 雷の天気模様 DBSW-JP040 ｽｰﾊﾟｰ 50

効果 ＥＭラ・パンダ VF15-JP001 ｳﾙﾄﾗ 100 効果 メタファイズ・エグゼキューター CIBR-JP027 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 魔法 二重召喚 TAEV-JP056 ﾚｱ 10 罠 神の警告 GS05-JP020 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 300

効果 ＥＭレ・ベルマン VF16-JP001 ｳﾙﾄﾗ 100 効果 メタファイズ・ラグナロク CIBR-JP023 ｽｰﾊﾟｰ 10 魔法 コズミック・サイクロン SD32-JP029 ﾉｰﾏﾙ 100 罠 神の宣告 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 300

効果 応戦するＧ CORE-JP045 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 300 効果 魔導書士 バテル 17SP-JP005 ﾉｰﾏﾙ 200 魔法 二重召喚 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10 罠 神の宣告（初期） 型番無し ｳﾙﾄﾗ 1,500

効果 桜姫タレイア JOTL-JP036 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 魔導戦士 ブレイカー 303-017 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 50 魔法 Ｋｏｚｍｏ－エメラルドポリス EP16-JP017 ｽｰﾊﾟｰ 100 罠 神の通告 BOSH-JP079 ｽｰﾊﾟｰ 500

効果 おジャマ・ブルー JF09-JP009 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 50 効果 魔導法士 ジュノン REDU-JP020 ｽｰﾊﾟｰ 100 魔法 サイクロン DL1-036 ﾚｱ 200 罠 神の通告 BOSH-JP079 ｼｰｸﾚｯﾄ 700

効果 おジャマ・レッド JF09-JP008 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 50 効果 マドルチェ・プディンセス REDU-JP026 ｽｰﾊﾟｰ 200 魔法 テラ・フォーミング 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 10 罠 神の通告 SD32-JP040 ﾉｰﾏﾙ 400

効果 オシリスの天空竜 VJMP-JP064 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 万力魔神バイサー・デス GB7-002 ｳﾙﾄﾗ 10,000 魔法 天空の虹彩 SD29-JP025 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10 罠 拮抗勝負 CIBR-JP077 ｽｰﾊﾟｰ 300

効果 オシリスの天空竜 15AX-JPY57 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 ミスティック・パイパー EXVC-JP005 ｽｰﾊﾟｰ 100 魔法 天使の施し 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 10 罠 拮抗勝負 CIBR-JP077 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,200

効果 オシリスの天空竜 GS06-JP003 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 700 効果 霞の谷の巨神鳥 型番問わず ﾚｱ 200 魔法 天声の服従 DP17-JP008 ｳﾙﾄﾗ 10 罠 強制脱出装置 TRC1-JP046 ｼｰｸﾚｯﾄ 700

効果 オシリスの天空竜 15AX-JPY57 ﾐﾚﾆｱﾑ 50 効果 霞の谷の幼怪鳥 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 50 魔法 トゥーン・キングダム CPD1-JP023 ﾚｱ 10 罠 強制脱出装置 TRC1-JP046 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 50

効果 オシリスの天空竜 MB01-JPS01 ﾐﾚﾆｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞ 10 効果 ユベル DPC1-JP001 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 魔法 トゥーンのもくじ 型番問わず 問わず 10 罠 グリード 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 50



効果 オシリスの天空竜 VJMP-JP116 KC 10 効果 馬頭鬼 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 100 魔法 トゥーンのもくじ DP16-JP045 ﾚｱ 10 罠 グリード SOD-JP055 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100

効果 オッドアイズ・ファントム・ドラゴン YA01-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 馬頭鬼 TRC1-JP019 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 50 魔法 サイバーダーク・インパクト！  TAEV-JP054 ｽｰﾊﾟｰ 50 罠 激流葬 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 100

効果 オッドアイズ・ペルソナ・ドラゴン VJMP-JP114 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 メタファイズ・ラグナロク CIBR-JP023 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 魔法 トゥーン・ワールド PS-25 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 10 罠 激流葬 DL3-063 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 100

効果 オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン DUEA-JP004 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 メタル・デビルゾア 型番無し ｼｰｸﾚｯﾄ 1,800 魔法 サイバーダーク・インフェルノ DP18-JP025 ｽｰﾊﾟｰ 100 罠 業炎のバリア －ファイヤー・フォース－ DOCS-JP076 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

効果 オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン DUEA-JP004 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 200 効果 森の番人グリーン・バブーン VJC-JP014 ｳﾙﾄﾗ 50 魔法 サンダー・ボルト PE-25 ﾉｰﾏﾙ 100 罠 砂塵のバリア －ダスト・フォース－ BOSH-JP076 ｼｰｸﾚｯﾄ 200

効果 オネスト LODT-JP001 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 黄泉ガエル EE04-JP145 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 サンダー・ボルト 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 100 罠 醒めない悪夢 MACR-JP079 ｼｰｸﾚｯﾄ 100

効果 オネスト LODT-JP001 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 400 効果 闇道化師と化したマサヒロ T2-01 ｳﾙﾄﾗ 350,000 魔法 サンダー・ボルト 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 300 罠 次元障壁 INOV-JP078 ｼｰｸﾚｯﾄ 200

効果 オベリスクの巨神兵 VJMP-JP037 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 幽鬼うさぎ CROS-JP033 ｽｰﾊﾟｰ 1,000 魔法 地獄門の契約書 SPRG-JP008 ｽｰﾊﾟｰ 50 罠 呪術抹消 PC6-JP005 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 500

効果 オベリスクの巨神兵 15AX-JPY58 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 効果 幽鬼うさぎ 20AP-JP100 ｽｰﾊﾟｰﾊﾟﾗﾚﾙ 900 魔法 死者蘇生 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 100 罠 昇天の角笛 型番無し ｳﾙﾄﾗ 50

効果 オベリスクの巨神兵 GS06-JP001 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 幽鬼うさぎ CROS-JP033 ｼｰｸﾚｯﾄ 4,000 魔法 死者蘇生 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 100 罠 神風のバリア －エア・フォース－ CORE-JP076 ｼｰｸﾚｯﾄ 100

効果 オベリスクの巨神兵 15AX-JPY58 ﾐﾚﾆｱﾑ 100 効果 ラーの翼神竜 MB01-JPS03 ﾐﾚﾆｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞ 10 魔法 トランスターン SD26-JP026 ﾉｰﾏﾙ 10 罠 スターライト・ロード DDY2-JP004 ｼｰｸﾚｯﾄ 400

効果 オベリスクの巨神兵 MB01-JPS02 ﾐﾚﾆｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞ 10 効果 雪天気シエル DBSW-JP029 ｽｰﾊﾟｰ 500 魔法 トランスターン JOTL-JP067 ﾚｱ 10 罠 聖なるバリア －ミラーフォース－ 型番無し ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 500

効果 オベリスクの巨神兵 MVPY-JP001 KC 1,100 効果 ライオウ YG02-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 トレード・イン 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10 罠 聖なるバリア －ミラーフォース－ 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 300

効果 オルターガイスト・マリオネッター CIBR-JP012 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 ユニゾンビ SECE-JP040 ﾚｱ 400 魔法 死者蘇生 TRC1-JP002 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200 罠 精霊の鏡 L3-02 ｳﾙﾄﾗ 50

効果 怨邪帝ガイウス SECE-JP035 ｽｰﾊﾟｰ 300 効果 ライトレイ グレファー EP13-JP005 ﾉｰﾏﾙ 10 魔法 貪欲な壺 EEN-JP037 ｽｰﾊﾟｰ 10 罠 戦線復帰 COTD-JP077 ﾉｰﾏﾙ 100

効果 怨邪帝ガイウス SECE-JP035 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 ライトロード・アーチャー フェリス VJMP-JP085 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 貪欲な壺 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 10 罠 魂の転身 SECE-JP078 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

効果 陰陽神 クズノハ EP16-JP051 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム 301-051 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 900 魔法 死者蘇生 15AX-JPM38 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 罠 デモンズ・チェーン TRC1-JP048 ｼｰｸﾚｯﾄ 300

効果 カードエクスクルーダー DT09-JP013 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 50 効果 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム 301-051 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 魔法 ナイト・ショット DS14-JPM37 ｳﾙﾄﾗ 10 罠 天罰 RDS-JP050 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 50

効果 カードエクスクルーダー SD16-JPSE4 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 50 効果 妖精王オベロン S2-01 ｳﾙﾄﾗ 1,100 魔法 死者蘇生 TRC1-JP002 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 200 罠 盗賊の七つ道具 型番なし ｳﾙﾄﾗ 50

効果 カードエクスクルーダー ADDR-JP002 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 妖刀－不知火 BOSH-JP031 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 魔法 死者蘇生 2017-JPP03 ｳﾙﾄﾗ 15000 罠 奈落の落とし穴 BE02-JP163 ｽｰﾊﾟｰ 50

効果 海皇の竜騎隊 SD23-JP002 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 妖刀－不知火 BOSH-JP031 ｽｰﾊﾟｰ 50 魔法 死者転生 RDS-JP045 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200 罠 ハーピィの羽根吹雪 20AP-JP004 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 50

効果 海亀壊獣ガメシエル EP16-JP024 ﾚｱ 100 効果 ラーの翼神竜 VJMP-JP046 ｳﾙﾄﾗ 50 魔法 影依融合 DUEA-JP059 ｽｰﾊﾟｰ 50 罠 破壊輪 G4-18 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 2,000

効果 カイザー・シースネーク VJMP-JP098 ｳﾙﾄﾗ 300 効果 リグラス・リーパー S2-05 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 召喚師のスキル TRC1-JP040 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 罠 波紋のバリア －ウェーブ・フォース－ SHVI-JP075 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

効果 混沌帝龍 －終焉の使者－ BPT-J02 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100 効果 リサイクル・ジェネクス DT04-JP024 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 10 魔法 所有者の刻印 LE7-JP002 ｳﾙﾄﾗ 200 罠 ブレイクスルー・スキル TRC1-JP045 ｼｰｸﾚｯﾄ 500

効果 混沌帝龍 －終焉の使者－ 306-056 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 リチュア・アビス 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10 魔法 真炎の爆発 DE04-JP033 ｳﾙﾄﾗ 50 罠 宝玉の集結 SECE-JP084 ﾉｰﾏﾙ 50

効果 カオス・ソルジャー －開闢の使者－ 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 50 効果 ラーの翼神竜 15AX-JPY59 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 魔法 スケープ・ゴート 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 50 罠 マインドクラッシュ SOD-JP056 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 600

効果 カオス・ソルジャー －開闢の使者－ 306-025 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 10 効果 ラーの翼神竜 GS06-JP002 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 600 魔法 スケープ・ゴート BE01-JP209 ｼｰｸﾚｯﾄ 600 罠 マクロコスモス EE04-JP237 ｽｰﾊﾟｰ 300

効果 カオス・ソルジャー －開闢の使者－ 306-025 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 2,700 効果 竜宮の白タウナギ 17SP-JP002 ﾉｰﾏﾙ 10 魔法 精神操作 DI2-JP003 ｳﾙﾄﾗ 200 罠 マクロコスモス GS05-JP018 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 50

効果 カオス・ソルジャー －宵闇の使者－ VE09-JP001 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 ラーの翼神竜 15AX-JPY59 ﾐﾚﾆｱﾑ 100 魔法 青天の霹靂 SECE-JP064 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 罠 マジックアーム・シールド G4-15 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 5,000

効果 ガガガシスター PRIO-JP081 ﾚｱ 10 効果 ラーの翼神竜－球体形 DP16-JP001 ｳﾙﾄﾗ 2,000 魔法 パワー・ボンド EE04-JP037 ｽｰﾊﾟｰ 10 罠 マジック・ドレイン PC3-001 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 1,000

効果 ガガガヘッド YZ09-JP001 ｳﾙﾄﾗ 50 効果 ライトレイ グレファー DS14-JPL14 ｳﾙﾄﾗ 150 魔法 パワー・ボンド CRV-JP037 ｳﾙﾄﾗ 10 罠 魔弾－デッドマンズ・バースト DBSW-JP028 ｽｰﾊﾟｰ 100

効果 影六武衆－フウマ DBSW-JP001 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 ライトロード・アーチャー フェリス TRC1-JP022 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 魔法 増援 BE02-JP116 ｽｰﾊﾟｰ 50 罠 魔封じの芳香 G4-07 ｳﾙﾄﾗ 50

効果 ガスタ・イグル 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10 効果 ライトロード・アーチャー フェリス TRC1-JP022 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 50 魔法 ヒーローアライブ PP13-JP010 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 罠 魔封じの芳香 TRC1-JP049 ｼｰｸﾚｯﾄ 800

効果 ガスタ・ガルド 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10 効果 ライトロード・アサシン ライデン DS14-JPLS3 ｳﾙﾄﾗ 50 魔法 光の援軍 DS14-JPL23 ｳﾙﾄﾗ 10 罠 魔封じの芳香 TRC1-JP049 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 50

効果 火舞太刀 JF13-JPB07 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10 効果 真紅眼の闇竜 TP05-JP002 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10 魔法 光の援軍 EXP2-JP020 ﾚｱ 10 罠 メタバース CIBR-JP076 ﾚｱ 50

効果 カメンレオン TRC1-JP025 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 ライトロード・メイデン ミネルバ DS14-JPLS2 ｳﾙﾄﾗ 100 魔法 光の援軍 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10 罠 八汰烏の骸 PP6-006 ｼｰｸﾚｯﾄ 500

効果 牙狼の双王 ロムルス－レムス EP15-JP078 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 嵐征竜－テンペスト GS06-JP007 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 100 魔法 増援 DS14-JPL37 ｳﾙﾄﾗ 50 罠 リビングデッドの呼び声 BE01-JP069 ｳﾙﾄﾗ 400

効果 巌征竜－レドックス GS06-JP004 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 50 効果 リグラス・リーパー S2-05 ｳﾙﾄﾗ 600 魔法 封印の黄金櫃 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 10 罠 レッドアイズ・スピリッツ CPD1-JP020 ﾚｱ 50

効果 儀式魔人リリーサー 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 50 効果 リボルバー・ドラゴン 302-055 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 400 魔法 ソーラー・エクスチェンジ DE02-JP143 ｽｰﾊﾟｰ 50 罠 煉獄の落とし穴 DS13-JPL35 ﾉｰﾏﾙ 50

効果 儀式魔人リリーサー AT06-JP003 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 50 効果 竜宮の白タウナギ 17SP-JP002 ｽｰﾊﾟｰ 200 魔法 封印の黄金櫃 MB01-JP023 ﾐﾚﾆｱﾑ 10 罠 煉獄の落とし穴 REDU-JP076 ｽｰﾊﾟｰ 50

効果 輝白竜 ワイバースター JF13-JPA06 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 100 効果 竜剣士ラスターＰ CORE-JP025 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 魔法 フォトン・サンクチュアリ PP14-JP009 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

効果 ギミック・パペット－ネクロ・ドール PP15-JP001 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 流星方界器デューザ WJMP-JP026 KC 50 魔法 ソーラー・エクスチェンジ DS14-JPL22 ｳﾙﾄﾗ 50

効果 銀河眼の光子竜 PHSW-JP011 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 効果 真紅眼の飛竜 GX06-JP002 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 ダーク・コーリング DE02-JP159 ｼｰｸﾚｯﾄ 50

効果 銀河眼の光子竜 PHSW-JP011 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 300 効果 レッド・デーモンズ・ドラゴン／バスター CRMS-JP004 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 10 魔法 大欲な壺 INOV-JP065 ｼｰｸﾚｯﾄ 100

効果 銀河戦士 PRIO-JP085 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 霊滅術師カイクウ PC3-006 ノーパラ 50,000 魔法 黒・魔・導・爆・裂・破 15AX-JPM02 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

効果 ギャラクシー・ドラグーン VJMP-JP081 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 霊滅術師カイクウ PC3-006 ノーマル 10,000 魔法 黒・爆・裂・破・魔・導 15AX-JPY02 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

効果 ギャラクシー・ワーム VJMP-JP104 ｳﾙﾄﾗ 400 効果 レスキューキャット FET-JP033 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 600 魔法 ブラック・ホール ST12-JPP02 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10

効果 究極完全態・グレート・モス DL5-136 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 700 効果 六武衆－ニサシ STON-JP010 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10 魔法 堕天使の追放 SPDS-JP034 ｽｰﾊﾟｰ 200

効果 究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン DE02-JP067 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 六武衆の師範 JF08-JP001 ﾉｰﾏﾙ 10 魔法 チキンレース 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 50 在庫数や相場により価格は変動します。

効果 究極完全態・グレート・モス 型番無し ｼｰｸﾚｯﾄ 30,000 効果 六武衆の師範 JF08-JP001 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10 魔法 超融合 DE02-JP091 ｳﾙﾄﾗ 100

効果 究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン PTDN-JP003 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 50 効果 六武衆の真影 VJMP-JP137 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 超融合 TRC1-JP004 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 50

効果 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 100 効果 レスキューラビット TRC1-JP020 ｼｰｸﾚｯﾄ 700 魔法 超融合 TRC1-JP004 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100

効果 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン TAEV-JP006 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 400 効果 レスキューラビット TRC1-JP020 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100 魔法 ヘルモスの爪 CPD1-JP013 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 10

効果 巨大戦艦ビッグ・コアＭｋ－ＩＩＩ MACR-JP032 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 真紅眼の鉄騎士－ギア・フリード DP18-JP002 ｽｰﾊﾟｰ 400 魔法 ペンデュラム・フュージョン PP19-JP004 ｼｰｸﾚｯﾄ 10

効果 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン TAEV-JP006 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 700 効果 真紅眼の闇竜 W6S-JP001 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 500 魔法 ツインツイスター SR04-JP024 ﾉｰﾏﾙ 100

効果 キラー・トマト BE01-JP052 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン DT08-JP010 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 100 魔法 ツインツイスター BOSH-JP067 ﾚｱ 100

効果 禁忌の壺 DOCS-JP040 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 10 効果 レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン TRC1-JP010 ｼｰｸﾚｯﾄ 700 魔法 補給部隊 ST14-JP022 ﾉｰﾏﾙ 10

効果 クイック・シンクロン DE04-JP044 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン TRC1-JP010 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 50 魔法 ﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾁｪﾝｼﾞ CDIP-JP048 ﾉｰﾏﾙ 10

効果 クリア・エフェクター 20AP-JP052 ｽｰﾊﾟｰﾊﾟﾗﾚﾙ 10 効果 真紅眼の黒炎竜 CORE-JP020 ｽｰﾊﾟｰ 200 魔法 滅びの呪文－デス・アルテマ 20AP-JP002 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 10

効果 クリアクリボー SJMP-JP004 KC 10 効果 真紅眼の黒炎竜 CORE-JP020 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 魔法 月の書 TRC1-JP043 ｼｰｸﾚｯﾄ 600

効果 グリード・クエーサー VJMP-JP018 ｳﾙﾄﾗ 10 効果 レッドアイズ・ブラックメタルドラゴン 型番無し ｼｰｸﾚｯﾄ 10,000 魔法 魔界台本「魔王の降臨」 SPDS-JP027 ｽｰﾊﾟｰ 10

効果 水晶機巧－シトリィ INOV-JP016 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 レモン・マジシャン・ガール MVPC-JP003 KC 200 魔法 月の書 TRC1-JP043 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 50

効果 水晶機巧－シトリィ INOV-JP016 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 効果 薔薇の聖弓手 VJMP-JP078 ｳﾙﾄﾗ 100 魔法 マスク・チェンジ・セカンド SD27-JP018 ﾉｰﾏﾙ 10

効果 キラー・トマト PC2-004 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 1,500 効果 六武衆－イロウ STON-JP012 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 600 魔法 ティマイオスの眼 CPL1-JP005 ｽｰﾊﾟｰ 600

効果 クリッター PC4-003 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 50 効果 六武衆－ヤイチ STON-JP007 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 300 魔法 摩天楼 －スカイスクレイパー－ CRV-JP048 ｽｰﾊﾟｰ 10

効果 クリフォート・ディスク NECH-JP024 ｽｰﾊﾟｰ 10 効果 ワーム・キング DTC1-JP053 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 魔法 ティマイオスの眼 CPL1-JP005 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 800

効果 クリッター BE02-JP034 ｽｰﾊﾟｰ 50 効果 ワイトプリンス DUEA-JP047 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 200 魔法 ティマイオスの眼 CPL1-JP005 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 1,000

効果 グレート・モス 型番無し ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 700 効果 ワイトメア STBL-JP035 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 100 魔法 デステニー・ドロー DE01-JP159 ｼｰｸﾚｯﾄ 100

効果 グレート・モス 型番無し ｼｰｸﾚｯﾄ 400 効果 ワタポン MOV-JP001 ｳﾙﾄﾗ 1,900 魔法 魔玩具補綴 DBLE-JP022 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 50

効果 ゲートウェイ・ドラゴン CIBR-JP007 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 シンクロ 虹光の宣告者 NECH-JP052 ﾚｱ 10 魔法 未来融合－フューチャー・フュージョン DE01-JP033 ｳﾙﾄﾗ 10

効果 クレーンクレーン TRC1-JP024 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 シンクロ Ａ ＢＦ－驟雨のライキリ DOCS-JP047 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 未来融合－フューチャー・フュージョン 20AP-JP037 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 10

効果 黒き森のウィッチ RB04-JP001 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 300 シンクロ 戦神－不知火 BOSH-JP054 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 手札断殺 DP07-JP022 ｽｰﾊﾟｰ 50

効果 ゲート・ガーディアン 型番無し ｳﾙﾄﾗ 2,000 シンクロ ヴァイロン・アルファ 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 手札抹殺 EX-87 ｼｰｸﾚｯﾄ 100

効果 ゲール・ドグラ 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 100 シンクロ ヴァイロン・オメガ 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 無の煉獄 DE04-JP150 ﾉｰﾏﾙ 10

効果 幻銃士 DT12-JP006 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 10 シンクロ ヴァイロン・デルタ DT10-JPB01 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 無の煉獄 TSHD-JP049 ﾚｱ 10

効果 幻銃士 DP07-JP009 ｳﾙﾄﾗ 10 シンクロ 琰魔竜 レッド・デーモン・アビス SPHR-JP040 ｽｰﾊﾟｰ 10 魔法 燃え竹光 CIBR-JP066 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 10

効果 ゲール・ドグラ 17SP-JP001 ｽｰﾊﾟｰ 1,000 シンクロ 覚醒の魔導剣士 BOSH-JP047 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 10 魔法 闇の護封剣 AT04-JP003 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 10

効果 幻影王 ハイド・ライド VJMP-JP061 ｳﾙﾄﾗ 100 シンクロ 花札衛－雨四光－ CPF1-JP039 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 10 魔法 闇の護封剣 型番問わず ﾚｱ 10

効果 幻想の見習い魔導師 VJMP-JP122 ｳﾙﾄﾗ 300 シンクロ 花札衛－五光－ RATE-JP045 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 闇の誘惑 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 10

効果 幻想の見習い魔導師 17SP-JP007 ｽｰﾊﾟｰ 400 シンクロ 輝竜星－ショウフク DUEA-JP051 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 二重召喚 DS14-JPM22 ｳﾙﾄﾗ 50

効果 幻魔皇ラビエル MC2-JP003 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 シンクロ 輝竜星－ショウフク DUEA-JP051 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 魔法 デュエリスト・アドベント MACR-JP063 ｽｰﾊﾟｰ 100

効果 幻想の見習い魔導師 17SP-JP007 ﾉｰﾏﾙ 300 シンクロ クリアウィング・シンクロ・ドラゴン CROS-JP046 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 デュエリスト・アドベント MACR-JP063 ｼｰｸﾚｯﾄ 300

効果 幻魔皇ラビエル SOI-JP003 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300 シンクロ アームズ・エイド DE04-JP158 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 魔法 トゥーンのもくじ PE-37 ｽｰﾊﾟｰ 50

効果 光帝クライス 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 50 シンクロ クリアウィング・シンクロ・ドラゴン DBLE-JPS03 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄﾊﾟﾗﾚﾙ 10 魔法 同胞の絆 MB01-JP002 ﾐﾚﾆｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞ 600

効果 光帝クライス VJMP-JP028 ｳﾙﾄﾗ 100 シンクロ Ａ・Ｏ・Ｊ ディサイシブ・アームズ 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 50 魔法 同胞の絆 SR05-JP030 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 400

効果 降雷皇ハモン 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 250 シンクロ アルティマヤ・ツィオルキン VJMP-JP095 ｳﾙﾄﾗ 200 魔法 隣の芝刈り RATE-JP066 ｽｰﾊﾟｰ 150

効果 降雷皇ハモン SOI-JP002 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 400 シンクロ アロマセラフィ－ローズマリー INOV-JP047 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 魔法 陽気な葬儀屋 型番無し ｳﾙﾄﾗ 10

効果 降雷皇ハモン 17TP-JP202 ﾉｰﾏﾙ 100 シンクロ Ｘ－セイバー ウェイン DTC1-JP055 ｼｰｸﾚｯﾄ 50 魔法 隣の芝刈り RATE-JP066 ｼｰｸﾚｯﾄ 400

効果 轟雷帝ザボルグ NECH-JP037 ｽｰﾊﾟｰ 50 シンクロ エンシェント・フェアリー・ドラゴン MFC1-JP005 ﾉｰﾏﾙ 400 魔法 トライワイトゾーン PHSW-JP059 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 200

効果 轟雷帝ザボルグ 17SP-JP006 ｽｰﾊﾟｰ 300 シンクロ 水晶機巧－クオンダム INOV-JP044 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 龍の鏡 EE04-JP040 ｽｰﾊﾟｰ 100

効果 Ｋｏｚｍｏ－ダークシミター EP16-JP008 ｽｰﾊﾟｰ 10 シンクロ 水晶機巧－グリオンガンド RATE-JP046 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 ドラゴン・目覚めの旋律 GS06-JP013 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 1,000

効果 ゴブリンゾンビ GB8-B02 ｳﾙﾄﾗ 10 シンクロ エンシェント・フェアリー・ドラゴン 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 200 魔法 螺旋のストライクバースト 20AP-JP059 ｼｰｸﾚｯﾄﾊﾟﾗﾚﾙ 10

効果 轟雷帝ザボルグ 17SP-JP006 ﾉｰﾏﾙ 100 シンクロ エンシェント・フェアリー・ドラゴン ANPR-JP040 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300 魔法 ドン・サウザンドの契約 20AP-JP058 ｽｰﾊﾟｰﾊﾟﾗﾚﾙ 50

効果 光竜星－リフン DUEA-JP032 ｽｰﾊﾟｰ 300 シンクロ 幻層の守護者アルマデス JOTL-JP045 ｽｰﾊﾟｰ 10 魔法 貪欲な壺 EEN-JP037 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200

効果 混沌の黒魔術師 307-010 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 200 シンクロ 幻竜星－チョウホウ CROS-JP047 ｼｰｸﾚｯﾄ 10 魔法 ナナナ PRTX-JP001 ﾉｰﾏﾙ 300

効果 混沌の黒魔術師 307-010 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 700 シンクロ 源竜星－ボウテンコウ INOV-JP048 ｽｰﾊﾟｰ 10 魔法 影霊衣の万華鏡 SPTR-JP021 ｽｰﾊﾟｰ 500

効果 サイバース・ガジェット VJMP-JP130 ｳﾙﾄﾗ 200 シンクロ エンシェント・フェアリー・ドラゴン ANPR-JP040 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 400 魔法 ハーピィの羽根帚 15AX-JPM47 ﾉｰﾏﾙ 300

効果 サイバー・ダーク・エッジ CDIP-JP002 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300 シンクロ 琰魔竜 レッド・デーモン YF06-JP001 ｳﾙﾄﾗ 50 魔法 ＲＵＭ－クイック・カオス CPL1-JP041 ｳﾙﾄﾗ 10

効果 サイバー・ダーク・エッジ CDIP-JP002 ｽｰﾊﾟｰ 50 シンクロ コズミック・ブレイザー・ドラゴン 20AP-JP051 ｼｰｸﾚｯﾄﾊﾟﾗﾚﾙ 10 魔法 ＲＵＭ－クイック・カオス CPL1-JP041 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 10

効果 サイバー・ダーク・キール CDIP-JP003 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200 シンクロ 極神聖帝オーディン STOR-JP040 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 50 魔法 ハーピィの羽根帚 20AP-JP015 ｽｰﾊﾟｰﾊﾟﾗﾚﾙ 300

効果 サイバー・ダーク・キール CDIP-JP003 ｽｰﾊﾟｰ 50 シンクロ 邪竜星－ガイザー NECH-JP051 ｳﾙﾄﾗ 10 魔法 ハーピィの羽根帚 型番無し ｳﾙﾄﾗ 700

効果 サイバー・ダーク・ホーン CDIP-JP001 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200 シンクロ 邪竜星－ガイザー NECH-JP051 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10 魔法 ＲＵＭ－ヌメロン・フォース JOTL-JP059 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 10

在庫数や相場により

価格は変動します。


