
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 ヴェルズ・バハムート 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 200 リンク ファイアウォール・ドラゴン COTD-JP043 ｳﾙﾄﾗ 300 効果 トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール G6-02 ｳﾙﾄﾗ 5,700

エクシーズ 永遠の淑女 ベアトリーチェ VJMP-JP108 ｳﾙﾄﾗ 100 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 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

エクシーズ エヴォルカイザー・ドルカ EP12-JP027 ｳﾙﾄﾗ 300 リンク ファイアウォール・ドラゴン COTD-JP043 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,100 効果 怒炎壊獣ドゴラン EP16-JP021 ｳﾙﾄﾗ 100

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 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 500 効果 怒炎壊獣ドゴラン EP16-JP021 ｼｰｸﾚｯﾄ 300

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 リンク 副話術士クララ&ルーシカ EXFO-JP049 ｼｰｸﾚｯﾄ 800 効果 トーチ・ゴーレム DP07-JP011 ｳﾙﾄﾗ 300

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 リンク ライトロード・ドミニオン キュリオス LVP1-JP011 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 効果 トリックスター・キャロベイン VJMP-JP141 ｳﾙﾄﾗ 300

エクシーズ ＣＮｏ.１０１ Ｓ・Ｈ・Ｄａｒｋ Ｋｎｉｇｈｔ LVAL-JP046 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 100 リンク リンクリボー SJMP-JP006 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 1,500 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 200

エクシーズ ガガガガンマン TRC1-JP037 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 罠 虚無空間 TRC1-JP047 ｼｰｸﾚｯﾄ 600 効果 ナイトエンド・ソーサラー EXP2-JP028 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 200 種類 カード名 ナンバー レアリティ 買取
エクシーズ 銀河眼の光波竜 CPF1-JP029 ｳﾙﾄﾗ 300 罠 永遠の魂 15AX-JPY03 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 効果 ニュート S2-03 ｳﾙﾄﾗ 700 魔法 オッドアイズ・フュージョン DOCS-JP063 ｼｰｸﾚｯﾄ 100

エクシーズ 銀河眼の光波竜 CPF1-JP029 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 400 罠 王宮の鉄壁 GS06-JP017 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 ネフティスの鳳凰神 FET-JP005 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200 魔法 オレイカルコスの結界 RC02-JP046 ｼｰｸﾚｯﾄ 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 600 罠 神の警告 GS05-JP020 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 400 効果 不死王リッチー PH-00 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 1,300 魔法 おろかな副葬 RATE-JP065 ｽｰﾊﾟｰ 200

エクシーズ 恐牙狼 ダイヤウルフ CBLZ-JP051 ｽｰﾊﾟｰ 300 罠 神の宣告 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 300 効果 ハーピィズペット竜 型番なし ｳﾙﾄﾗ 300 魔法 おろかな副葬 RATE-JP065 ｼｰｸﾚｯﾄ 400

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 200 罠 神の通告 BOSH-JP079 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 効果 ハーピィ・ハーピスト TFSP-JPB01 ｳﾙﾄﾗ 600 魔法 おろかな埋葬 RC02-JP040 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,900

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 罠 神の通告 RC02-JP050 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 瀑征竜－タイダル GS06-JP005 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 100 魔法 強制転移 PC5-JP003 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 1,500

エクシーズ ゴーストリックの駄天使 NECH-JP090 ｽｰﾊﾟｰ 100 罠 神の通告 RC02-JP050 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 300 効果 バスター・ブレイダー 303-054 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 800 魔法 局所的ハリケーン EXFO-JP062 ｼｰｸﾚｯﾄ 300

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 罠 拮抗勝負 CIBR-JP077 ｽｰﾊﾟｰ 400 効果 ハネクリボー GX1-JP002 ｳﾙﾄﾗ 300 魔法 緊急テレポート DE03-JP022 ｽｰﾊﾟｰ 200

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 罠 拮抗勝負 CIBR-JP077 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,000 効果 ハネクリボー TLM-JP005 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300 魔法 金満な壺 SECE-JP063 ｼｰｸﾚｯﾄ 100

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 罠 強制脱出装置 TRC1-JP046 ｼｰｸﾚｯﾄ 600 効果 破滅竜ガンドラＸ MVPC-JP001 KC 200 魔法 クイック・リボルブ CIBR-JP056 ｼｰｸﾚｯﾄ 300

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 罠 激流葬 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 100 効果 灰流うらら RC02-JP009 ｼｰｸﾚｯﾄ 4,200 魔法 クローザー・フォレスト YDT1-JP002 ｳﾙﾄﾗ 300

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 罠 砂塵のバリア －ダスト・フォース－ BOSH-JP076 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 灰流うらら RC02-JP009 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 2,300 魔法 黒の魔導陣 TDIL-JP057 ｽｰﾊﾟｰ 100

エクシーズ ＳＮｏ.３９ 希望皇ホープＯＮＥ VE10-JP001 ｳﾙﾄﾗ 600 罠 醒めない悪夢 MACR-JP079 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 効果 灰流うらら RC02-JP009 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 2,500 魔法 黒の魔導陣 TDIL-JP057 ｼｰｸﾚｯﾄ 400

エクシーズ 深淵に潜む者 EP13-JP025 ｳﾙﾄﾗ 400 罠 次元障壁 INOV-JP078 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 灰流うらら MACR-JP036 ｽｰﾊﾟｰ 2,300 魔法 高等儀式術 DE01-JP102 ｳﾙﾄﾗ 100

エクシーズ 深淵に潜む者 EP13-JP025 ｼｰｸﾚｯﾄ 900 罠 呪術抹消 PC6-JP005 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 900 効果 灰流うらら MACR-JP036 ｼｰｸﾚｯﾄ 4,200 魔法 強欲で貪欲な壺 TDIL-JP066 ｽｰﾊﾟｰ 200

エクシーズ 深淵に潜む者 17SP-JP008 ﾉｰﾏﾙ 100 罠 昇天の角笛 型番無し ｳﾙﾄﾗ 200 効果 光の創造神 ホルアクティ YGOPR-JP001 ｳﾙﾄﾗ 24,900 魔法 強欲で貪欲な壺 TDIL-JP066 ｼｰｸﾚｯﾄ 400

エクシーズ 深淵に潜む者 17SP-JP008 ｽｰﾊﾟｰ 300 罠 神風のバリア －エア・フォース－ CORE-JP076 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 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 強欲で貪欲な壺 RC02-JP010 ｼｰｸﾚｯﾄ 500

エクシーズ 神騎セイントレア SECE-JP052 ｽｰﾊﾟｰ 100 罠 スキルドレイン RC02-JP048 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,500 効果 フィッシュボーグ－アーチャー PR03-JP008 ﾉｰﾏﾙ 100 魔法 強欲で貪欲な壺 RC02-JP010 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300

エクシーズ 神騎セイントレア SECE-JP052 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 罠 スターライト・ロード DDY2-JP004 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 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 800 魔法 強欲で貪欲な壺 RC02-JP010 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 300

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 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 300 効果 封印されしエクゾディア 307-057 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 500 魔法 黒炎弾 SOD-JP042 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200

エクシーズ 真竜皇Ｖ.Ｆ.Ｄ. MACR-JP046 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 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 封印されしエクゾディア 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 100 魔法 コズミック・サイクロン TDIL-JP065 ｼｰｸﾚｯﾄ 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 罠 デモンズ・チェーン TRC1-JP048 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 効果 妖精伝姫－シラユキ RC02-JP016 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,600 魔法 サイクロン PC1-005 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 7,000

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 罠 破壊輪 G4-18 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 1,500 効果 妖精伝姫－シラユキ RC02-JP016 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100 魔法 サンダー・ボルト 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 300

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 罠 ブレイクスルー・スキル TRC1-JP045 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 効果 浮幽さくら RC02-JP021 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 魔法 死者蘇生 2017-JPP03 ｳﾙﾄﾗ 11,600

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 罠 マインドクラッシュ SOD-JP056 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 400 効果 浮幽さくら RC02-JP021 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100 魔法 死者蘇生 TRC1-JP002 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200

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 600 罠 マクロコスモス RC02-JP049 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 浮幽さくら SHVI-JP040 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 魔法 死者蘇生 15AX-JPM38 ｼｰｸﾚｯﾄ 300

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 罠 魔弾-デッドマンズ・バースト DBSW-JP028 ｽｰﾊﾟｰ 100 効果 無頼特急バトレイン RC02-JP014 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 魔法 死者蘇生 TRC1-JP002 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 200

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 罠 魔のデッキ破壊ウイルス FET-JP058 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100 効果 ＢＦ－白夜のグラディウス VJMP-JP068 ｳﾙﾄﾗ 200 魔法 死者転生 RDS-JP045 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200

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 200 罠 魔封じの芳香 TRC1-JP049 ｼｰｸﾚｯﾄ 700 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 2,400 魔法 召喚師のスキル TRC1-JP040 ｼｰｸﾚｯﾄ 500

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 罠 無限泡影 FLOD-JP077 ｽｰﾊﾟｰ 1,100 効果 ブラック・マジシャン・ガール G3-11 ﾚｱ 100,000 魔法 所有者の刻印 LE7-JP002 ｳﾙﾄﾗ 100

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 罠 無限泡影 FLOD-JP077 ｼｰｸﾚｯﾄ 2,800 効果 ブラック・マジシャン・ガール LE5-002 ｳﾙﾄﾗ 200 魔法 スケープ・ゴート BE01-JP209 ｼｰｸﾚｯﾄ 400

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 罠 八汰烏の骸 PP6-006 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 効果 ブラック・マジシャン・ガール 15AY-JPA04 ｳﾙﾄﾗ 500 魔法 聖剣 ＥＸ－カリバーン EP14-JP019 ｼｰｸﾚｯﾄ 200

エクシーズ トーテムバード EP13-JP047 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 罠 リビングデッドの呼び声 BE01-JP069 ｳﾙﾄﾗ 500 効果 ブラック・マジシャン・ガール 15AY-JPB03 ｳﾙﾄﾗ 500 魔法 精神操作 DI2-JP003 ｳﾙﾄﾗ 200

エクシーズ Ｎｏ.１１ ビッグ・アイ VB14-JP002 ｳﾙﾄﾗ 200 儀式 カオス・ソルジャー 304-054 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 1,600 効果 ブラック・マジシャン・ガール 15AY-JPC10 ｳﾙﾄﾗ 500 魔法 閃刀起動－エンゲージ DBDS-JP030 ｽｰﾊﾟｰ 1,800

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 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 400 効果 ブラック・マジシャン・ガール MVPL-JP001 KC 1,900 魔法 閃刀術式－アフターバーナー DBDS-JP031 ｽｰﾊﾟｰ 100

エクシーズ Ｎｏ.２９ マネキンキャット CP17-JP041 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 200 儀式 グングニールの影霊衣 SECE-JP044 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 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 54,900 魔法 増援 BE02-JP116 ｽｰﾊﾟｰ 100

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 儀式 サクリファイス 型番問わず ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 300 効果 プリミティブ・バタフライ VJMP-JP090 ｳﾙﾄﾗ 500 魔法 増援 DS14-JPL37 ｳﾙﾄﾗ 100

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 儀式 サクリファイス DP19-JP000 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 800 効果 青眼の亜白龍 RC02-JP000 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 2,200 魔法 大欲な壺 INOV-JP065 ｼｰｸﾚｯﾄ 100

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 儀式 終焉の王デミス SOI-JP035 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300 効果 青眼の亜白龍 2017-JPP02 ｼｰｸﾚｯﾄ 65,000 魔法 堕天使の追放 SPDS-JP034 ｽｰﾊﾟｰ 100

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 儀式 超戦士カオス・ソルジャー DOCS-JP042 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 効果 青眼の亜白龍 MVPC-JP000 KC 1,200 魔法 チキンレース RC02-JP047 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,400

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 儀式 破滅の女神ルイン SOI-JP034 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 600 効果 青眼の亜白龍 MVPC-JPS00 KCｳﾙﾄﾗ 2,200 魔法 超融合 TRC1-JP004 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 300

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 儀式 マジシャン・オブ・ブラックカオス 型番無し ｳﾙﾄﾗ 1,900 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 1,000 魔法 ツインツイスター RC02-JP044 ｼｰｸﾚｯﾄ 3,900

エクシーズ Ｎｏ.６２ 銀河眼の光子竜皇 PRIO-JP040 ｳﾙﾄﾗ 100 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 宝玉獣 エメラルド・タートル FOTB-JP003 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 900 魔法 ツインツイスター RC02-JP044 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 400

エクシーズ Ｎｏ.６２ 銀河眼の光子竜皇 PRIO-JP040 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200 効果 アーティファクト－デスサイズ EP14-JP031 ﾚｱ 200 効果 宝玉獣 コバルト・イーグル FOTB-JP006 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 1,000 魔法 月の書 TRC1-JP043 ｼｰｸﾚｯﾄ 800

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 600 効果 青き眼の賢士 SHVI-JP020 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 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 ティマイオスの眼 RC02-JP035 ｼｰｸﾚｯﾄ 400
エクシーズ Ｎｏ.６２ 銀河眼の光子竜皇 PRIO-JP040 ｼｰｸﾚｯﾄ 15,000 効果 闇黒の魔王ディアボロス SR06-JP001 ウルトラ 300 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 5,500 魔法 手札抹殺 EX-87 ｼｰｸﾚｯﾄ 200

エクシーズ Ｎｏ.６４ 古狸三太夫 SHSP-JP051 ｽｰﾊﾟｰ 200 効果 暗黒竜 コラプサーペント JF13-JPB06 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 300 効果 ホルスの黒炎竜 ＬＶ６ SOD-JP007 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200 魔法 デュエリスト・アドベント MACR-JP063 ｼｰｸﾚｯﾄ 300

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 古代の機械巨人 TLM-JP006 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 700 効果 ホルスの黒炎竜 ＬＶ８ SOD-JP008 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300 魔法 同胞の絆 SR05-JP030 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 イグザリオン・ユニバース G6-03 ｳﾙﾄﾗ 1800 効果 水精鱗－ディニクアビス EP13-JP034 ｳﾙﾄﾗ 100 魔法 同胞の絆 MB01-JP002 ﾐﾚﾆｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞ 200

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 インスペクト・ボーダー EXFO-JP035 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 効果 水精鱗－ディニクアビス EP13-JP034 ｼｰｸﾚｯﾄ 600 魔法 隣の芝刈り RC02-JP041 ｼｰｸﾚｯﾄ 100
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 インフェルニティ・デーモン TRC1-JP017 ｼｰｸﾚｯﾄ 600 効果 魔界発現世行きデスガイド TRC1-JP018 ｼｰｸﾚｯﾄ 900 魔法 トライワイトゾーン PHSW-JP059 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 200

エクシーズ Ｎｏ.１０７ 銀河眼の時空竜 LTGY-JP044 ｳﾙﾄﾗ 300 効果 インフェルニティ・ビショップ VJMP-JP101 ｳﾙﾄﾗ 700 効果 魔轟神グリムロ 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 100 魔法 龍の鏡 EE04-JP040 ｽｰﾊﾟｰ 100

エクシーズ Ｎｏ.１０７ 銀河眼の時空竜 LTGY-JP044 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 400 効果 インフェルノイド・ネヘモス SECE-JP019 ｳﾙﾄﾗ 500 効果 魔轟神獣ケルベラル 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 200 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 1400
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 600 効果 インフェルノイド・ネヘモス SECE-JP019 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 600 効果 魔導獣 キングジャッカル EXFO-JP026 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 魔法 トリックスター・マジカローラ LVB1-JP007 ｳﾙﾄﾗ 300

エクシーズ Ｎｏ．４２ スターシップ・ギャラクシー・トマホーク RC02-JP030 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 インフェルノイド・ネヘモス SECE-JP019 ｼｰｸﾚｯﾄ 3,000 効果 魔導獣 マスターケルベロス EXFO-JP027 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 魔法 貪欲な壺 EEN-JP037 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 400

エクシーズ Ｎｏ．６２ 銀河眼の光子竜皇 RC02-JP004 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 インフェルノイド・リリス CROS-JP032 ｳﾙﾄﾗ 250 効果 マスマティシャン CPL1-JP023 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100 魔法 ナナナ PRTX-JP001 ﾉｰﾏﾙ 700

エクシーズ Ｎｏ.５ 亡朧竜 デス・キマイラ・ドラゴン PP20-JP005 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 効果 Ｖ・ＨＥＲＯ ヴァイオン PP19-JP018 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 魔導書士 バテル 17SP-JP005 ﾉｰﾏﾙ 200 魔法 成金ゴブリン RC02-JP043 ｼｰｸﾚｯﾄ 2,000

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 ＷＷ－グラス・ベル DBLE-JP014 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 100 効果 魔導書士 バテル 型番問わず ｽｰﾊﾟｰ 200 魔法 成金ゴブリン RC02-JP043 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100

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 ヴォルカニック・ロケット JF08-JP002 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 300 効果 メタル・デビルゾア 型番無し ｼｰｸﾚｯﾄ 1,400 魔法 影霊衣の万華鏡 SPTR-JP021 ｽｰﾊﾟｰ 300

エクシーズ 彼岸の旅人 ダンテ EP15-JP015 ｳﾙﾄﾗ 300 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 屋敷わらし FLOD-JP033 ｽｰﾊﾟｰ 300 魔法 ハーピィの羽根帚 15AX-JPM47 ﾉｰﾏﾙ 100

エクシーズ 彼岸の旅人 ダンテ EP15-JP015 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 エルフの聖剣士 MVPL-JP002 KC 200 効果 屋敷わらし FLOD-JP033 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,800 魔法 ハーピィの羽根帚 型番無し ｳﾙﾄﾗ 700

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 Ｅ・ＨＥＲＯ オネスティ・ネオス RC02-JP007 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 効果 幽鬼うさぎ RC02-JP008 ｼｰｸﾚｯﾄ 2,400 魔法 ハーピィの羽根帚 P5-02 ｳﾙﾄﾗ 100

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 50 効果 Ｅ・ＨＥＲＯ ブレイズマン RC02-JP012 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 効果 幽鬼うさぎ RC02-JP008 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 1,000 魔法 ハーピィの羽根帚 P5-02 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 100

エクシーズ 風紀宮司ノリト CPZ1-JP031 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 200 効果 Ｅ・ＨＥＲＯ エアーマン VJMP-JP017 ｳﾙﾄﾗ 300 効果 幽鬼うさぎ RC02-JP008 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 1,200 魔法 ハーピィの羽根帚 15AX-JPY50 ｼｰｸﾚｯﾄ 400



エクシーズ フレシアの蟲惑魔 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 200 効果 Ｅ・ＨＥＲＯ ソリッドマン VJMP-JP142 ｳﾙﾄﾗ 300 効果 幽鬼うさぎ CROS-JP033 ｽｰﾊﾟｰ 800 魔法 ハーピィの羽根帚 RC02-JP042 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 DB12-JPS03 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 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 200 効果 幽鬼うさぎ 20AP-JP100 ｽｰﾊﾟｰﾊﾟﾗﾚﾙ 800 魔法 パワー・ボンド CRV-JP037 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300

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 Ｅ・ＨＥＲＯ プリズマー ADDR-JP001 ｳﾙﾄﾗ 300 効果 幽鬼うさぎ CROS-JP033 ｼｰｸﾚｯﾄ 2,100 魔法 左腕の代償 RC02-JP037 ｼｰｸﾚｯﾄ 300

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 Ｅ・ＨＥＲＯ プリズマー TRC1-JP012 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 雪天気シエル DBSW-JP029 ｽｰﾊﾟｰ 300 魔法 ブラック・ガーデン CSOC-JP048 ｽｰﾊﾟｰ 100
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 Ｅ・ＨＥＲＯ プリズマー TRC1-JP012 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100 効果 ユニゾンビ RC02-JP018 ｼｰｸﾚｯﾄ 800 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 ラヴァルバル・チェイン TRC1-JP038 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100 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 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム 301-051 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 1,000 魔法 ブラック・ホール BE01-JP098 ｳﾙﾄﾗ 1,300

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 おジャマ・ブルー JF09-JP009 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 300 効果 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム 301-051 ｼｰｸﾚｯﾄ 700 魔法 宝玉の絆 DP19-JP039 ｽｰﾊﾟｰ 300

エクシーズ 伝説の白き龍 EP13-JP051 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 5,000 効果 オシリスの天空竜 GS06-JP003 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 900 効果 妖精王オベロン S2-01 ｳﾙﾄﾗ 1,100 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 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 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 妖刀－不知火 BOSH-JP031 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 魔法 魔法効果の矢 GB7-004 ｳﾙﾄﾗ 9,100

エクシーズ 真紅眼の鋼炎竜 CORE-JP054 ｳﾙﾄﾗ 100 効果 オネスト LODT-JP001 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 400 効果 ラーの翼神竜 15AX-JPY59 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 魔法 万華鏡－華麗なる分身－ 型番無し ｳﾙﾄﾗ 500

エクシーズ 真紅眼の鋼炎竜 CORE-JP054 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200 効果 オベリスクの巨神兵 15AX-JPY58 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 効果 ラーの翼神竜 GS06-JP002 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｰｸﾚｯﾄ 1,000 魔法 闇の誘惑 TRC1-JP042 ｼｰｸﾚｯﾄ 2,600

エクシーズ 真紅眼の鋼炎竜 CORE-JP054 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 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 700 効果 ラーの翼神竜-球体形 RC02-JP006 ｼｰｸﾚｯﾄ 600 魔法 闇の誘惑 TRC1-JP042 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 400

シンクロ アームズ・エイド DE04-JP158 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-球体形 RC02-JP006 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100 魔法 融合 15AY-JPB30 ｳﾙﾄﾗ 200

シンクロ アルティマヤ・ツィオルキン RC02-JP023 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 オベリスクの巨神兵 MVPY-JP001 KC 1,000 効果 ラーの翼神竜－球体形 DP16-JP001 ｳﾙﾄﾗ 300 魔法 陽気な葬儀屋 型番無し ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 200

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 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 400 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 400 魔法 妖刀竹光 NECH-JP068 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 400

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 効果 オルターガイスト・マルチフェイカー FLOD-JP014 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 効果 リグラス・リーパー S2-05 ｳﾙﾄﾗ 1,400 魔法 ライトニング・ボルテックス FET-JP040 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 400

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 100 効果 怨邪帝ガイウス SECE-JP035 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 リボルバー・ドラゴン 302-055 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 1,300 魔法 ＲＵＭ－アージェント・カオス・フォース PP16-JP018 ｼｰｸﾚｯﾄ 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 500 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 竜剣士ラスターＰ CORE-JP025 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 魔法 ＲＵＭ－アストラル・フォース TRC1-JP008 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100

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 400 効果 カードエクスクルーダー SD16-JPSE4 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 300 効果 レスキューキャット FET-JP033 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 700 魔法 竜の霊廟 SD25-JP020 ｽｰﾊﾟｰ 100

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 効果 海亀壊獣ガメシエル RC02-JP020 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,200 効果 レスキューラビット TRC1-JP020 ｼｰｸﾚｯﾄ 800 魔法 ルドラの魔導書 COTD-JP062 ｽｰﾊﾟｰ 100

シンクロ クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン RC02-JP024 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 効果 カイザー・シースネーク VJMP-JP098 ｳﾙﾄﾗ 400 効果 レスキューラビット TRC1-JP020 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100 魔法 ルドラの魔導書 COTD-JP062 ｼｰｸﾚｯﾄ 500

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 300 効果 混沌帝龍 －終焉の使者－ BPT-J02 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100 効果 真紅眼の闇竜 W6S-JP001 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 1,000 魔法 煉獄の虚夢 CORE-JP063 ｼｰｸﾚｯﾄ 300

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 400 効果 カオス・ソルジャー －開闢の使者－ 306-025 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 2,800 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 ワン・フォー・ワン DE03-JP141 ｽｰﾊﾟｰ 400

シンクロ クリムゾン・ブレーダー TRC1-JP033 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 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 真紅眼の黒炎竜 CORE-JP020 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 融合 古代の機械究極巨人 LODT-JP043 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100

シンクロ 源竜星－ボウテンコウ INOV-JP048 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 効果 銀河眼の光子竜 PHSW-JP011 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 300 効果 レッドアイズ・ブラックメタルドラゴン 型番無し ｼｰｸﾚｯﾄ 2,600 融合 古代の機械混沌巨人 RATE-JP041 ｼｰｸﾚｯﾄ 100

シンクロ コズミック・ブレイザー・ドラゴン 20AP-JP051 シークレットパラレル 200 効果 ギャラクシー・ワーム VJMP-JP104 ｳﾙﾄﾗ 300 効果 レモン・マジシャン・ガール MVPC-JP003 KC 300 融合 ＸＹＺ－ドラゴン・キャノン 302-052 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300

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 400 効果 究極完全態・グレート・モス DL5-136 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 800 効果 薔薇の聖弓手 VJMP-JP078 ｳﾙﾄﾗ 100 融合 ＸＹＺ－ドラゴン・キャノン 302-052 ｼｰｸﾚｯﾄ 200

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 300 効果 究極完全態・グレート・モス 型番無し ｼｰｸﾚｯﾄ 35,400 効果 六武衆－イロウ STON-JP012 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 400 融合 ＸＹ－ドラゴン・キャノン 302-051 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 400

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 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 400 効果 六武衆－ヤイチ STON-JP007 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 400 融合 エルシャドール・ウェンディゴ SECE-JP047 ｼｰｸﾚｯﾄ 700

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 効果 キラー・トマト PC2-004 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 2,300 効果 ワーム・キング DTC1-JP053 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 融合 エルシャドール・ネフィリム DUEA-JP049 ｳﾙﾄﾗ 300

シンクロ 超重荒神スサノ－Ｏ SECE-JP048 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 クリボー 型番無し ﾉｰﾏﾙﾚｱ 400 効果 ワイトプリンス DUEA-JP047 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 100 融合 エルシャドール・ネフィリム DUEA-JP049 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 500

シンクロ ＴＧ ワンダー・マジシャン RC02-JP027 ｼｰｸﾚｯﾄ 600 効果 グレート・モス 型番無し ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 1,000 効果 ワタポン MOV-JP001 ｳﾙﾄﾗ 1,900 融合 エルシャドール・ミドラーシュ DUEA-JP048 ｽｰﾊﾟｰ 300

シンクロ ＴＧ ハイパー・ライブラリアン TRC1-JP034 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 効果 グレート・モス 型番無し ｼｰｸﾚｯﾄ 1,300 通常 アクア・マドール 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 60,000 融合 Ｅ・ＨＥＲＯ ガイア VJMP-JP036 ｳﾙﾄﾗ 200

シンクロ ＴＧ ワンダー・マジシャン EXVC-JP040 ｽｰﾊﾟｰ 800 効果 クレーンクレーン TRC1-JP024 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 通常 暗黒騎士ガイア PH-52 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 3,400 融合 Ｅ・ＨＥＲＯ セイラーマン EOJ-JP034 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 200

シンクロ 天狼王 ブルー・セイリオス VJMP-JP062 ｳﾙﾄﾗ 100 効果 黒き森のウィッチ RB04-JP001 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 300 通常 エビルナイト・ドラゴン 型番無し ｳﾙﾄﾗ 500,000 融合 Ｅ・ＨＥＲＯ ノヴァマスター DPEX-JPP02 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 100

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 100 効果 ゲート・ガーディアン 型番無し ｳﾙﾄﾗ 1,200 通常 エルフの剣士 型番無し ｽｰﾊﾟｰ 100 融合 Ｅ・ＨＥＲＯ マッドボールマン GX1-JPB01 ｳﾙﾄﾗ 200

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 効果 ゲール・ドグラ 17SP-JP001 ｽｰﾊﾟｰ 400 通常 Ｅ・ＨＥＲＯ スパークマン YSD-JPS01 ﾉｰﾏﾙ 400 融合 ＥＭオッドアイズ・メタル・クロウ YS01-JP001 ｳﾙﾄﾗ 100

シンクロ ナチュル・ビースト 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 ゲール・ドグラ 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 100 通常 Ｅ・ＨＥＲＯ バーストレディ DMG-JP001 ﾉｰﾏﾙ 5,000 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

シンクロ 爆竜剣士イグニスターＰ CORE-JP050 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 幻影王 ハイド・ライド VJMP-JP061 ｳﾙﾄﾗ 400 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 キメラテック・メガフリート・ドラゴン RC02-JP002 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 1800

シンクロ 氷結界の虎王ドゥローレン DT03-JP033 ｳﾙﾄﾗ 200 効果 幻想の見習い魔導師 17SP-JP007 ﾉｰﾏﾙ 300 通常 Ｅ・ＨＥＲＯ バーストレディ PP8-JP002 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 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 200

シンクロ 氷結界の虎王ドゥローレン DT03-JP033 ｼｰｸﾚｯﾄ 700 効果 幻想の見習い魔導師 17SP-JP007 ｽｰﾊﾟｰ 400 通常 Ｅ・ＨＥＲＯ フェザーマン ADD-JP001 ﾉｰﾏﾙ 2,500 融合 旧神ヌトス EP15-JP033 ｳﾙﾄﾗ 300

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 効果 幻想の見習い魔導師 VJMP-JP122 ｳﾙﾄﾗ 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 旧神ヌトス EP15-JP033 ｼｰｸﾚｯﾄ 600

シンクロ 氷結界の龍 トリシューラ DT08-JP042 ｼｰｸﾚｯﾄ 900 効果 幻魔皇ラビエル SOI-JP003 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200 通常 Ｅ・ＨＥＲＯ フェザーマン PP8-JP001 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 融合 旧神ノーデン EP14-JP048 ｽｰﾊﾟｰ 100

シンクロ 氷結界の龍 トリシューラ DTC3-JP060 ｼｰｸﾚｯﾄ 4,000 効果 降雷皇ハモン SOI-JP002 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 700 通常 オッドアイズ・アークペンデュラム・ドラゴン RC02-JP005 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 1200 融合 混沌幻魔アーミタイル LE10-JP001 ｳﾙﾄﾗ 100

シンクロ 氷結界の龍 トリシューラ TRC1-JP030 ｼｰｸﾚｯﾄ 700 効果 光竜星－リフン DUEA-JP032 ｽｰﾊﾟｰ 200 通常 女剣士カナン 型番無し ｳﾙﾄﾗ 130,000 融合 サイバー・エンド・ドラゴン CRV-JP036 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 200

シンクロ 氷結界の龍 ブリューナク DTC1-JP022 ｼｰｸﾚｯﾄ 2,200 効果 混沌の黒魔術師 307-010 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 1,300 通常 くいぐるみ 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 300 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 700

シンクロ フォーミュラ・シンクロン TRC1-JP035 ｼｰｸﾚｯﾄ 700 効果 サイバー・ダーク・エッジ CDIP-JP002 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300 通常 ジェネクス・コントローラー 型番問わず ﾚｱ 100 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 200

シンクロ フォーミュラ・シンクロン TRC1-JP035 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100 効果 サイバー・ダーク・キール CDIP-JP003 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300 通常 千年の盾 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 400 融合 スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン INOV-JP038 ｼｰｸﾚｯﾄ 300

シンクロ 浮鵺城 JF14-JP009 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 400 効果 サイバー・ドラゴン CRV-JP015 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 900 通常 タクリミノス 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 1,200 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

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 効果 サイファー・スカウター S2-02 ｳﾙﾄﾗ 1,300 通常 ヂェミナイ・エルフ BC-34 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 500 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 1100

シンクロ 青眼の精霊龍 SHVI-JP052 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 効果 サイファー・スカウター S2-02 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 通常 デーモンの召喚 RB-03 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 200 融合 超魔導剣士－ブラック・パラディン 303-051 ｼｰｸﾚｯﾄ 200

シンクロ 魔王龍 ベエルゼ PP16-JP007 ﾉｰﾏﾙ 200 効果 サイレント・ソードマン ＬＶ５ MVPM-JP001 KC 600 通常 デーモンの召喚 SC-51 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 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 3800

シンクロ 魔王龍 ベエルゼ PP16-JP007 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 サイレント・ソードマン ＬＶ７ DI2-JPB01 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 通常 デビルゾア 型番無し ｳﾙﾄﾗ 100 融合 沼地のドロゴン 17PR-JP008 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 100

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 効果 電磁ミノ虫 S2-04 ｳﾙﾄﾗ 1,000 通常 デュナミス・ヴァルキリア G3-01 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 融合 覇王龍ズァーク MACR-JP039 ｼｰｸﾚｯﾄ 100

シンクロ 魔轟神レイジオン 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 300 効果 サブテラーの導師 VJMP-JP138 ｳﾙﾄﾗ 100 通常 トビペンギン 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 500 融合 Ｆ・Ｇ・Ｄ 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 100

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 効果 ジェネクス・ウンディーネ RC02-JP017 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 通常 トライホーン・ドラゴン 型番無し ｳﾙﾄﾗ 6,700 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

シンクロ ミスト・ウォーム 型番問わず ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 紫宵の機界騎士 EXFO-JP020 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 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 青眼の究極竜 P3-01 ｽｰﾊﾟｰﾊﾟﾗﾚﾙ 300

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 600 効果 蛇神ゲー AGMM-JP001 ｳﾙﾄﾗ 200 通常 ハーピィ・ガール RDS-JP004 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 1,300 融合 青眼の究極竜 SDX-JP001 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 400

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 100 効果 ジャンク・アンカー VJMP-JP091 ｳﾙﾄﾗ 300 通常 ブラック・マジシャン 型番無し ｳﾙﾄﾗ 1,200 融合 青眼の究極竜 BE01-JP207 ｼｰｸﾚｯﾄ 300

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 効果 ジャンク・コレクター DDY2-JP001 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 通常 ブラック・マジシャン 15AY-JPA03 ｳﾙﾄﾗ 300 融合 青眼の究極竜 15AX-JP000 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 800

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 効果 ジャンク・シンクロン DE03-JP158 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 通常 ブラック・マジシャン SJMP-JP002 ｳﾙﾄﾗ 200 融合 青眼の双爆裂龍 VJMP-JP111 KC 100

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 400 効果 守護神官マハード MVPC-JP004 KC 300 通常 ブラック・マジシャン LN-53 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 2,400 融合 究極竜騎士 GB7-003 ｳﾙﾄﾗ 15000

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 効果 守護神官マハード MVPC-JPS04 KCｳﾙﾄﾗ 1,500 通常 ブラック・マジシャン TRC1-JP001 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 300 融合 竜騎士ガイア 309-057 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 900

融合 ミレニアム・アイズ・サクリファイス DP19-JP003 ｳﾙﾄﾗ 100 効果 ジュラック・アウロ 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 200 通常 ブラック・マジシャン MVPI-JP001 KC 100 融合 竜騎士ブラック・マジシャン RC02-JP001 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 1500

リンク アカシック・マジシャン CIBR-JP051 ｽｰﾊﾟｰ 300 効果 召喚僧サモンプリースト TRC1-JP013 ｼｰｸﾚｯﾄ 700 通常 ブラック・マジシャン 20AP-JP101 ﾎﾛﾊﾟﾗﾚﾙ 500 融合 竜騎士ガイア 型番無し ｼｰｸﾚｯﾄ 1500

リンク アカシック・マジシャン CIBR-JP051 ｼｰｸﾚｯﾄ 900 効果 召喚僧サモンプリースト TRC1-JP013 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100 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 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール CPL1-JP004 ｳﾙﾄﾗ 200

リンク アンダークロックテイカー EXFO-JP039 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 効果 処刑人－マキュラ DL2-000 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 900 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 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

リンク ヴァレルロード・ドラゴン CIBR-JP042 ｳﾙﾄﾗ 300 効果 白き霊龍 SHVI-JP018 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 通常 青眼の白龍 型番無し ｳﾙﾄﾗ 1,500 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 300

リンク ヴァレルロード・ドラゴン CIBR-JP042 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300 効果 神炎皇ウリア 型番問わず ｳﾙﾄﾗ 100 通常 青眼の白龍 LB-01 ｳﾙﾄﾗ 700 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 200

リンク ヴァレルロード・ドラゴン CIBR-JP042 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,000 効果 神炎皇ウリア SOI-JP001 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 500 通常 青眼の白龍 VJMP-JP080 ｳﾙﾄﾗ 200 融合 レインボー・ネオス PTDN-JP044 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 100

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 500 効果 人造人間－サイコ・ショッカー 308-057 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 1000 通常 青眼の白龍 SCB1-JPP01 ｳﾙﾄﾗ 400

リンク ヴァレルロード・ドラゴン LVB1-JPS04 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 深夜急行騎士ナイト・エクスプレス・ナイト RC02-JP013 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 通常 青眼の白龍 SM-51 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 15,000

リンク エクスコード・トーカー EXFO-JP038 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 効果 真竜皇リトスアジムＤ RATE-JP019 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 通常 青眼の白龍 型番無し ｼｰｸﾚｯﾄ 200,000

リンク X・HERO ワンダー・ドライバー PP20-JP002 ｳﾙﾄﾗ 100 効果 スカル・コンダクター WB01-JPB01 ｳﾙﾄﾗ 100 通常 青眼の白龍 15AX-JPY07 ｼｰｸﾚｯﾄ 700

リンク X・HERO ワンダー・ドライバー PP20-JP002 ｼｰｸﾚｯﾄ 600 効果 蒼穹の機界騎士 EXFO-JP014 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 通常 青眼の白龍 TRC1-JP000 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 1,800

リンク オルターガイスト・ヘクスティア EXFO-JP046 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 増殖するＧ 型番問わず ﾉｰﾏﾙ 500 通常 青眼の白龍 15AX-JPY07 ﾐﾚﾆｱﾑ 200

リンク 水晶機巧－ハリファイバー LVP1-JP091 ｳﾙﾄﾗ 2,200 効果 増殖するＧ EXP4-JP037 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 500 通常 青眼の白龍 MVPI-JP002 KC 200

リンク 水晶機巧－ハリファイバー LVP1-JP091 ｼｰｸﾚｯﾄ 3,000 効果 増殖するＧ TRC1-JP026 ｽｰﾊﾟｰ 500 通常 青眼の白龍 JMPR-JP001KCｳﾙﾄﾗ 300

リンク サブテラーマリスの妖魔 EP17-JP001 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 増殖するＧ TRC1-JP026 ｼｰｸﾚｯﾄ 15,000 通常 ホーリー・ナイト・ドラゴン 型番無し ｼｰｸﾚｯﾄ 20,000

リンク サモン・ソーサレス VJMP-JP140 ｳﾙﾄﾗ 900 効果 増殖するＧ TRC1-JP026 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 3,000 通常 磁石の戦士α G3-07 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 500

リンク 鎖龍蛇-スカルデット EXFO-JP048 ｳﾙﾄﾗ 900 効果 ダーク・ネクロフィア LN-14 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 2,200 通常 磁石の戦士β G3-08 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 200

リンク 鎖龍蛇-スカルデット EXFO-JP048 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,800 効果 闇紅の魔導師 VJMP-JP019 ｳﾙﾄﾗ 100 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

リンク 鎖龍蛇-スカルデット EXFO-JP048 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 900 効果 大天使クリスティア TRC1-JP014 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,000 通常 ヤマドラン 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 500

リンク ＳＰＹＲＡＬ－ザ・ダブルヘリックス EP17-JP018 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 大天使クリスティア TRC1-JP014 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100 通常 ヤランゾ 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 1,300

リンク 聖騎士の追想 イゾルデ LVP1-JP051 ｳﾙﾄﾗ 100 効果 堕天使イシュタム RC02-JP019 ｼｰｸﾚｯﾄ 900 通常 妖精の贈りもの 型番無し ｳﾙﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 500

リンク 聖騎士の追想 イゾルデ LVP1-JP051 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 堕天使イシュタム RC02-JP019 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100 通常 真紅眼の黒竜 型番無し ｳﾙﾄﾗ 3,000

リンク 星杯剣士アウラム COTD-JP049 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 効果 堕天使スペルビア VJMP-JP041 ｳﾙﾄﾗ 300 通常 真紅眼の黒竜 PG-09 ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾗﾚﾙ 600

リンク 星杯戦士ニンギルス COTD-JP050 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 効果 堕天使スペルビア TRC1-JP016 ｼｰｸﾚｯﾄ 700 通常 真紅眼の黒竜 301-056 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 5,000

リンク セキュリティ・ドラゴン VJMP-JP139 ｳﾙﾄﾗ 400 効果 堕天使スペルビア TRC1-JP016 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100 通常 真紅眼の黒竜 15AX-JPM07 ｼｰｸﾚｯﾄ 100

リンク 閃刀姫－カガリ DBDS-JP027 ｳﾙﾄﾗ 750 効果 堕天使ナース－レフィキュル GX05-JP001 ｳﾙﾄﾗ 1,100 通常 真紅眼の黒竜 DP18-JP000 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 1,600

リンク 閃刀姫－カガリ DBDS-JP027 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,000 効果 ダンディライオン BE02-JP206 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 魔法 アームズ・ホール ADDR-JP003 ｳﾙﾄﾗ 200

リンク 閃刀姫－シズク DBDS-JP028 ｽｰﾊﾟｰ 700 効果 ヂェミナイ・デビル PP6-004 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 魔法 相乗り LVAL-JP070 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 500

リンク デコード・トーカー ST17-JP041 ｳﾙﾄﾗ 200 効果 調弦の魔術師 RC02-JP015 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 魔法 相乗り LVAL-JP070 ﾉｰﾏﾙﾚｱ 500

リンク 電影の騎士ガイアセイバー COTD-JP051 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 効果 超重武者カゲボウ－Ｃ SECE-JP007 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 魔法 悪夢の拷問部屋 301-030 ﾚｱ 200

リンク 天球の聖刻印 LVP1-JP031 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 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 200 魔法 アドバンスド・ダーク DE02-JP160 ｼｰｸﾚｯﾄ 100

リンク トポロジック・トゥリスバエナ FLOD-JP036 ｼｰｸﾚｯﾄ 700 効果 沈黙の魔術師-サイレント・マジシャン RC02-JP011 ｼｰｸﾚｯﾄ 800 魔法 暗黒界の取引 STON-JP038 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 300

リンク トポロジック・トゥリスバエナ FLOD-JP036 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ 400 効果 沈黙の魔術師-サイレント・マジシャン RC02-JP011 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 100 魔法 古代の機械融合 DP19-JP032 ｽｰﾊﾟｰ 400

リンク トポロジック・ボマー・ドラゴン COTD-JP046 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100 効果 Ｄ.Ｄ.クロウ DE01-JP095 ｳﾙﾄﾗ 100 魔法 命削りの宝札 RC02-JP036 ｼｰｸﾚｯﾄ 500

リンク トポロジック・ボマー・ドラゴン COTD-JP046 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 効果 ＤＤＤ運命王ゼロ・ラプラス YA03-JP001 ｳﾙﾄﾗ 200 魔法 簡易融合 TRC1-JP041 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,200

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 効果 デス・ヴォルストガルフ G6-01 ｼｰｸﾚｯﾄ 100 魔法 簡易融合 TRC1-JP041 ｺﾚｸﾀｰｽﾞ 200

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 効果 デス・コアラ PC7-JP004 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 900 魔法 エクシーズ・チェンジ・タクティクス VE10-JP005 ｳﾙﾄﾗ 300

リンク トリックスター・ベラマドンナ FLOD-JP038 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 効果 Ｄ－ＨＥＲＯ ディアボリックガイ DP05-JP011 ｳﾙﾄﾗ 300 魔法 エクスチェンジ DL2-136 ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 100

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 効果 夢幻崩界イヴリース FLOD-JP017 ｽｰﾊﾟｰ 300 魔法 炎舞－「天?」 TRC1-JP044 ｼｰｸﾚｯﾄ 600

リンク トロイメア・グリフォン FLOD-JP048 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 夢幻崩界イヴリース FLOD-JP017 ｼｰｸﾚｯﾄ 1,300 魔法 大嵐 PC4-004 ﾉｰﾏﾙ 200

リンク トロイメア・ゴブリン FLOD-JP044 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 鉄騎龍ティアマトン FLOD-JP032 ｼｰｸﾚｯﾄ 400 魔法 大嵐 PC4-004 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 2,800

リンク トロイメア・ユニコーン FLOD-JP047 ｽｰﾊﾟｰ 100 効果 デブリ・ドラゴン TRC1-JP011 ｼｰｸﾚｯﾄ 300 魔法 大嵐 BE02-JP068 ｳﾙﾄﾗ 200

リンク トロイメア・ユニコーン FLOD-JP047 ｼｰｸﾚｯﾄ 500 効果 天空の女神 ジュノー EP17-JP053 ｴｸｽﾄﾗｼｰｸﾚｯﾄ 100 魔法 オーバーロード・フュージョン DE01-JP031 ｽｰﾊﾟｰ 100

リンク 虹天気アルシエル DBSW-JP035 ｼｰｸﾚｯﾄ 200 効果 天輪の葬送士 VJMP-JP088 ｳﾙﾄﾗ 200 魔法 おジャマ・カントリー JF09-JP010 ﾉｰﾏﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 100

在庫数や相場により

価格は変動します。


