
ポケモンカード かいとりもうしこみしょ #129　BW/XY/SM ※更新時点の価格です。在庫・相場・状態・仕分け有無により変動。同一カードはおひとり様１枚までの価格です。 更新2019.1.10 ※月初めは高額買取！ 千葉鑑定団
※金額の横に枚数をご記入し、レア度で分けて、スリーブを外して、買取所へお持ちください。（ミラー＝光ってるカード）　※レア分けされていない場合は正常な査定ができません。
個別リスト外　※SMシリーズにかぎる 買取 SM2L　拡張パック アローラの月光　※入手困難 SM4A　2017.9.14 SM６a　'2018.4.6　ドラゴンストーム発売 SM8 '2018.9.7 超爆インパクト SMI　イーブイ　スターターセット 買取

UR ※リスト外いちりつ ￥300 UR アクアパッチ ￥800 UR ねがいのバトン ￥2000 UR いれかえフロート ￥300 UR あとだしハンマー ￥300 未開封 炎のブースター ￥1900
SSR ※リスト外いちりつ ￥200 UR 改造ハンマー ￥400 UR カウンターエネルギー ￥1200 UR 火打石 ￥500 UR ロストミキサー ￥1000 未開封 水のシャワーズ ￥1900
SR ※リスト外いちりつ ￥200 UR 基本闘エネルギー ￥1600 UR 基本水エネルギー ￥4000 UR 竜の鉤爪 ￥200 UR こだわりメット ￥200 未開封 雷のサンダース ￥1900
P R ※リスト外プリズムスターレア ￥10 HR ヨワシGX ￥200 HR ギャラドスGX ￥400 HR レシラムGX ￥900 HR ツボツボＧＸ ￥300 C ブースターGX ￥200
R R ※SMシリーズのリスト外 ￥30 HR カプ・テテフGX ￥9000 HR ウツロイドGX ￥600 HR キングドラGX ￥400 HR ズガドーンＧＸ ￥1000 C シャワーズGX ￥200
Ｓ ※リスト外プリズムスターレア ￥10 HR ルガルガンGX ￥600 HR アクジキングGX ￥600 HR カイリューGX ￥1200 HR スイクンＧＸ ￥1000 C サンダースGX ￥200
R ※リスト外レア・ミラーいちりつ ￥5 HR メタグロスGX ￥600 HR アローラナッシーGX ￥200 HR ホワイトキュレムGX HR バンギラスＧＸ ￥1200 C イーブイGX　各種（全３種） ￥150

Ｕ／Ｃ ※ＳＭシリーズなら厚さ５ｃｍで… ￥10 SR ヨワシGX ￥100 SR ギャラドスGX ￥100 SR レシラムGX ￥600 HR ルギアＧＸ ￥1600 SM9 タッグボルト 2018.12.7
プロモ SR カプ・テテフGX ￥5000 SR ウツロイドGX ￥300 SR キングドラGX ￥400 SR ツボツボＧＸ ￥200 UR ポケモン通信 ￥800
164/XY-P フウロ　SR仕様 ￥300 SR ルガルガンGX ￥300 SR アクジキングGX ￥100 SR カイリューGX ￥400 SR ズガドーンＧＸ ￥400 UR ジャッジマンホイッスル ￥400
XY-P ギャラドス　XY-P ￥200 SR メタグロスGX ￥100 SR アローラナッシーGX ￥100 SR ホワイトキュレムGX ￥200 SR スイクンＧＸ ￥500 UR せせらぎの丘 ￥800
XY-P 基本闇エネルギー　（やみエネ） ￥1800 SR マオ ￥400 SR ルザミーネ ￥1500 SR カツラの一発勝負 ￥200 SR バンギラスＧＸ ￥400 HR セレビィ＆フシギバナGX ￥400

298/XY-P MサチコEX　※ニコ生当選 ￥40000 RR カプ・テテフGX ￥1000 SM4+ '2017.10.6 ハイクラスパック GXバトルブースト SR ヒガナ ￥800 SR ルギアＧＸ ￥500 HR コイキング＆ホエルオーGX ￥300
297/XY-P スズキサン　※ニコ生当選 ￥10000 SM2+　新たなる試練の向こう　2017.4.21 UR ルナアーラGX ￥800 ダークライ PR ビクティニ◇ ￥1600 SR アカネ ￥700 HR ピカチュウ＆ゼクロムGX ￥2000
085/SM-P ロイヤルマスク　世界に１００枚 ￥50000 UR こだわりハチマキ ￥6000 UR ソルガレオGX ￥1600 PR ワタル◇ ￥900 SR ウツギ博士のレクチャー ￥2000 HR ゲンガー＆ミミッキュGX ￥600
084/SM-P ロイヤルマスク ￥10 UR マルチつけかえ ￥400 HR フェローチェGX ￥200 SM６b　’2018.5.3 チャンピオンロード SR ザオボー ￥300 HR ラティアス＆ラティオスGX ￥600
248/SM-P プレイヤーズセレモニー ￥28000 UR 基本悪エネルギー ￥3000 HR デンジュモクGX ￥200 UR ふっかつそう ￥200 PR セレビィ♢ ￥10 HR イーブイ＆カビゴンGX ￥400
080/SM-P リーリエ 080/SM-P ￥1400 HR カプ・ブルルGX ￥600 HR テッカグヤGX ￥100 UR ポケナビ ￥500 PR ルザミーネ♢ ￥50 SR セレビィ＆フシギバナGX 096/ ￥200
239/SM-P SR　ゼクロムGX　（争奪戦） ￥25000 HR エンニュートGX ￥400 SR フェローチェGX ￥100 UR レインボーエネルギー ￥3500 PR ヒートファクトリー♢ ￥400 SR セレビィ＆フシギバナGX 097/ ￥600
239/SM-P HR　ゼクロムGX　（争奪戦） ￥250000 HR カプ・レヒレGX ￥400 SR デンジュモクGX ￥300 HR フリーザーGX ￥400 R ワタッコ ￥20 SR コイキング＆ホエルオーGX 098/ ￥200
268/SM-P リーフィアＧＸ ￥2000 HR カイリキーGX ￥400 SR テッカグヤGX ￥200 ↑2500円 HR マルマインGX ￥400 R アーゴヨン ￥1000 SR コイキング＆ホエルオーGX 099/ ￥500
269/SM-P グレイシアＧＸ ￥2000 HR ルガルガンGX ￥400 SR スイレン 　 　買取 HR バリヤードGX ￥400 R メガニウム ￥50 SR ピカチュウ＆ゼクロムGX 100/ ￥1200
124/SM-P エーフィＧＸ ￥1600 HR ダークライGX ￥1500 SR リーリエ ￥23000 HR ジュペッタGX ￥400 U ウツギ博士のレクチャー ￥300 SR ピカチュウ＆ゼクロムGX 101/ ￥2600
125/SM-P ブラッキーＧＸ ￥2000 SR カプ・ブルルGX ￥400 SR ルザミーネ ￥1500 HR ハッサムGX ￥2200 SM8a　'2018.10.5 ダークオーダー SR ゲンガー＆ミミッキュGX 102/ ￥400
220/SM-P ネクロズマＧＸ ￥800 SR エンニュートGX ￥400 RR カプ・テテフGX ￥1000 HR ボーマンダGX ￥900 UR エレキチャージャー ￥600 SR ゲンガー＆ミミッキュGX 103/ ￥600
238/SM-P ゼクロムＧＸ ￥700 SR カプ・レヒレGX ￥300 RR ホウオウ ￥200 SR フリーザーGX ￥400 UR デンジャラスドリル ￥600 SR ラティアス＆ラティオスGX 104/ ￥300
048/SM-P カプ・コケコＧＸ ￥700 SR カイリキーGX ￥100 RR ニンフィア ￥800 SR マルマインGX ￥200 UR メタルゴーグル ￥700 SR ラティアス＆ラティオスGX 105/ ￥1200
122/SM-P シルヴァディＧＸ ￥700 SR ルガルガンGX ￥300 SM5S　'2018.12.8 ウルトラサン SR バリヤードGX ￥200 HR デンリュウGX ￥600 SR イーブイ＆カビゴンGX ￥200
203/SM-P ベベノム ￥50 SR ダークライGX ￥800 UR のぞきみレッドカード ￥200 SR ジュペッタGX ￥400 HR フーパGX ￥600 SR エリカのおもてなし ￥2200

[ X Y] ハイクラスパック THE BEST OF XY SR アセロラ ￥24000 UR ミッシングクローバー ￥200 SR ハッサムGX ￥600 HR ガオガエンGX ￥900 SR タケシのガッツ ￥300
UR仕様 イベルタルEX ￥200 SR マーマネ ￥600 UR ユニットエネルギー　草炎水 ￥800 SR ボーマンダGX ￥300 HR コバルオンGX ￥300 SR ナツメの暗示 ￥300
UR仕様 シェイミEX ￥500 SM3H　2017.6.16 HR リーフィアGX ￥600 SR 地底探検隊 ￥800 SR デンリュウGX ￥300 TR アクアパッチ ￥20
SR仕様 N ￥1000 UR あなぬけのヒモ ￥400 HR ネクロズマたそがれのたてがみ ￥600 SR TVレポーター ￥1600 SR フーパGX ￥200 TR フィールドブロアー ￥20
SR仕様 オカルトマニア ￥900 UR ムキムキダンベル ￥600 HR ディアルガGX ￥200 SR ぼんぐり職人 ￥1600 SR ガオガエンGX ￥300 TR こだわりハチマキ ￥50
SR仕様 ※ほか半面イラストのキラ ￥50 UR 基本炎エネルギー ￥3500 SR リーフィアGX ￥100 SR マサキのメンテナンス ￥200 SR コバルオンGX ￥200 TR デンジ ￥20

再録絵違 シェイミEX ￥200 HR リザードンGX ￥4000 SR ネクロズマたそがれのたてがみ ￥300 SR モノマネむすめ ￥800 SR クチナシ ￥600 RR セレビィ＆フシギバナGX ￥50
再録絵違 ※ほか半面イラストのキラ ￥10 HR ホウオウGX ￥1200 SR ディアルガGX ￥100 SM７　'2018.6.1 裂空のカリスマ SR ミカン ￥1500 RR コイキング＆ホエルオーGX ￥50

SM1S　コレクションサン'2016.12.9- 買取 HR アローラベトベトンGX ￥300 SR ナタネ ￥300 UR ダートじてんしゃ ￥2200 RR ガオガエンGX ￥500 RR ピカチュウ＆ゼクロムGX ￥300
UR ハイパーボール ￥14000 HR オンバーンGX ￥400 SR ポケモンだいすきクラブ ￥500 UR レインボーブラシ ￥300 PR カプ・コケコ◇ ￥300 RR ゲンガー＆ミミッキュGX ￥50
UR ロトム図鑑 ￥300 SR リザードンGX ￥400 SR マーズ ￥900 UR ハッスルベルト ￥400 PR ブラックマーケット◇ ￥300 RR ラティアス＆ラティオスGX ￥50
UR 基本鋼エネルギー ￥2000 SR ホウオウGX ￥300 PR ダークライ ￥2500 HR ダーテングGX ￥200 RR デンリュウGX ￥300 RR イーブイ＆カビゴンGX ￥100
HR ラプラスGX ￥600 SR アローラベトベトンGX ￥200 SM5M　'2018.12.8 ウルトラムーン HR バシャーモGX ￥400 SM8b ウルトラシャイニーGX 買取 R リザードン ￥20
HR エーフィGX ￥800 SR オンバーンGX ￥200 UR クラッシュハンマー ￥300 HR ツンデツンデGX ￥400 UR カプ・ブルルGX ￥350 R カメックス ￥10
HR ソルガレオGX ￥1200 SR カキ ￥200 UR エスケープボード ￥600 HR チルタリスGX ￥500 UR カプ・レヒレGX ￥400 R ギャラドス ￥10
HR デカグースGX ￥200 SR プルメリ ￥700 UR ユニットエネルギー ￥800 HR レックウザGX ￥2000 UR カプ・コケコGX ￥2200 R フリーザー ￥10
SR ラプラスGX ￥300 SM3N　2017.6.16 HR グレイシアGX ￥900 SR ダーテングGX ￥100 UR カプ・テテフGX ￥4000 R オムスター ￥10
SR エーフィGX ￥400 UR スーパーポケモン回収 ￥400 HR ネクロズマあかつきのつばさ ￥400 SR バシャーモGX ￥200 UR ルナアーラGX ￥200 R カイリュー ￥10
SR ソルガレオGX ￥300 UR レスキュータンカ ￥4000 HR パルキアGX ￥200 SR ツンデツンデGX ￥100 UR ソルガレオGX ￥2000 R エリカのおもてなし ￥200
SR デカグースGX ￥400 UR 基本フェアリーエネルギー ￥3500 SR グレイシアGX ￥400 SR チルタリスGX ￥100 UR ウルトラネクロズマGX ￥1200 R マサキの解析 ￥10
SR イリマ ￥400 HR グソクムシャGX ￥600 SR ネクロズマあかつきのつばさ ￥200 SR レックウザGX ￥900 SSR リーフィアGX ￥500 SM9a　ナイトユニゾン　20019.1.11発売
SR ククイ博士 ￥1500 HR ネクロズマGX ￥400 SR パルキアGX ￥100 SR ダイゴの決断 ￥1600 SSR ジュナイパーGX ￥700 UR ポケギア３．０ ￥1800
RR ソルガレオＧＸ ￥300 HR マーシャドーGX ￥800 SR シロナ ￥7000 SR フウとラン ￥1200 SSR リザードンGX ￥4000 UR  電磁レーダー ￥1600

SM1M　コレクション ムーン HR サーナイトGX ￥3000 SR デンジ ￥400 SR ルチア ￥3000 SSR アローラキュウコンGX ￥400 UR エーテルパラダイス保護区 ￥1200
UR ネストボール ￥2800 SR グソクムシャGX ￥200 SR ハンサム ￥200 PR ジラーチ◇ ￥50 SSR フリーザーGX ￥500 HR デデンネ ￥3000
UR ポケモンいれかえ ￥1200 SR ネクロズマGX ￥200 PR ルナアーラ ￥20 PR ラティアス◇ ￥50 SSR グレイシアGX ￥500 HR モルフォン ￥600
UR 基本超エネルギー ￥2400 SR マーシャドーGX ￥600 PR 超ブーストエネルギー ￥2600 PR ラティオス◇ ￥50 SSR ゲッコウガGX ￥600 HR ゲッコウガ＆ゾロアーク ￥2000
HR ラランテスGX ￥400 SR サーナイトGX ￥1000 SM5+　'2018.1.19 買取 R ダイゴの決断 ￥300 SSR ミュウツーGX ￥500 HR サーナイト＆ニンフィア ￥2000
HR ルナアーラGX ￥600 SR グズマ ￥3000 UR エネルギーリサイクル ￥1000 SM７a　'2018.7.6　発売 SSR エーフィGX ￥500 SR アンズ ￥800
HR ブラッキーGX ￥400 SR ビッケ ￥400 UR ビーストリング ￥5000 UR エレキパワー ￥1600 SSR ジュペッタGX ￥300 SR キョウの罠 ￥800
HR ケンタロスGX ￥200 RR サーナイトGX ￥100 UR 鋼鉄のフライパン ￥900 UR カスタムキャッチャー ￥300 SSR ルカリオGX ￥600 SR デデンネ ￥1500
SR ルナアーラGX ￥300 SM3+ ひかる伝説　2017.7.15 発売 HR パルキアGX ￥400 UR カウンターゲイン ￥300 SSR ルガルガンGX　226/150 ￥900 SR モルフォン ￥400
SR リーリエ ￥13000 HR エンテイGX ￥500 HR アーゴヨンGX ￥700 HR ビリジオンGX ￥100 SSR ルガルガンGX　227/150 ￥200 SR ゲッコウガ＆ゾロアーク ￥1000
R クワガノン 020/060 ￥300 HR ライチュウGX ￥1100 HR ルカリオGX ￥900 HR マグカルゴGX ￥200 SSR マッシブーンGX ￥500 SR ゲッコウガ＆ゾロアーク　イラスト違 ￥2000

SM1+　サン＆ムーン　'2017.1.27発売 HR ミュウツーGX ￥1800 HR ディアルガGX ￥400 HR ゼラオラGX ￥3000 SSR ブラッキーGX ￥900 SR サーナイト＆ニンフィア ￥1000
UR ふしぎなアメ ￥3000 HR ゾロアークGX ￥7000 SR パルキアGX ￥200 HR ゲノセクトGX ￥400 SSR ダークライGX ￥1000 SR サーナイト＆ニンフィア　イラスト違 ￥2000
UR ダブル無色エネルギー ￥28000 SR エンテイGX ￥100 SR アーゴヨンGX ￥200 SR ビリジオンGX ￥100 SSR ゾロアークGX ￥1800 TR 改造ハンマ― ￥50
UR 基本草エネルギー ￥2000 SR ライチュウGX ￥300 SR ルカリオGX ￥200 SR マグカルゴGX ￥100 SSR アクジキングGX ￥400 TR まんたんのくすり ￥10
HR ジュナイパーGX ￥1600 SR ミュウツーGX ￥400 SR ディアルガGX ￥200 SR ゼラオラGX ￥1800 SSR ハッサムGX ￥400 TR エレキパワー ￥100
HR ガオガエンGX ￥700 SR ゾロアークGX ￥3000 SR ウルトラ調査隊 ￥300 SR ゲノセクトGX ￥100 SSR メタグロスGX ￥400 TR グズマ ￥300
HR アシレーヌGX ￥800 SR ポケモンブリーダー ￥400 SR マキシ ￥300 SR カヒリ ￥400 SSR サーナイトGX ￥1200 RR デデンネ ￥1200
HR クワガノンGX ￥300 H 004/072★ ひかるセレビィ ￥100 PR アルセウス ￥300 SR ジャッジマン ￥800 SSR ニンフィアGX ￥1800 RR モルフォン ￥100
HR ドヒドイデGX ￥200 H 010/072★ ひかるゲノセクト ￥100 PR ビーストエネルギー ￥300 PR メタモン◇ ￥800 SSR レックウザGX ￥3600 RR ゲッコウガ＆ゾロアーク ￥300
HR ニンフィアGX ￥7500 H 028/072★ ひかるボルケニオン ￥100 SM６　'2018.3.2　禁断の光 買取 PR サンダーマウンテン◇ ￥800 SSR シルヴァディGX ￥200 RR ゲッコウガ＆ゾロアーク ￥300
HR ジジーロンGX ￥800 H 041/072★ ひかるミュウ ￥300 UR エネポーター ￥200 RR ゼラオラGX ￥1400 SSR ※上記以外のSSR ￥200 RR サーナイト＆ニンフィア ￥300
SR ジュナイパーGX ￥600 H 043/072★ ひかるジラーチ ￥100 UR ミステリートレジャー ￥3300 U ジャッジマン ￥2 SR エーテル財団職員 ￥300 R クワガノン ￥30
SR ガオガエンGX ￥300 H 057/072★ ひかるレックウザ ￥100 UR ユニットエネルギー ￥1500 SM７b　'2018.8.3 フェアリーライズ SR グズマ ￥3000 R ゼラオラ ￥20
SR アシレーヌGX ￥300 H 059/072★ ひかるアルセウス ￥100 HR ゲッコウガGX ￥900 UR ネットボール ￥1800 SR シロナ ￥4500 R トゲキッス ￥20
SR クワガノンGX ￥100 H 83/SM-P   ひかるホウオウ ￥100 HR ジガルデGX ￥800 UR ぼうけんのカバン ￥900 SR 釣り人 ￥200 R キュレム ￥20
SR ドヒドイデGX ￥300 H 082/072   ミュウツーGX ￥400 HR イベルタルGX ￥300 UR のろいのおふだ ￥500 SR ノボリとクダリ ￥400 R ほか　Ｒ ￥20
SR ジジーロンGX ￥100 RR ゾロアークGX ￥500 HR ゼルネアスGX ￥300 HR ジュカインGX ￥900 SR やまおとこ ￥150 Ｕ 改造ハンマ― ￥5
RR ニンフィアＧＸ ￥1200 SM4S　2017.9.14 HR ウルトラネクロズマGX ￥1600 HR シンボラーGX ￥200 SR ルミタン ￥600 Ｕ まんたんのくすり ￥5
RR ジュナイパーＧＸ ￥800 UR カウンターキャッチャー ￥800 SR ゲッコウガGX ￥200 HR アローラキュウコンGX ￥5000 SR ラジュルネ ￥600 Ｕ エレキパワー ￥5

SM2K　キミを待つ島々 UR ワープエネルギー ￥300 SR ジガルデGX ￥200 HR ミミッキュGX ￥800 SR ルスワール ￥1000 Ｕ ポケギア３．０ ￥20
UR フィールドブロアー ￥2800 UR 基本鋼エネルギー ￥1400 SR イベルタルGX ￥200 SR ジュカインGX ￥400 SR ラニュイ ￥600 Ｕ 隠密フード ￥20
UR まんたんのくすり ￥1800 HR アローラゴローニャGX ￥200 SR ゼルネアスGX ￥200 SR シンボラーGX ￥100 RR カプ・テテフGX ￥1200 Ｕ びっくりボックス ￥30
UR 基本雷エネルギー ￥4500 HR マッシブーンGX ￥2000 SR ウルトラネクロズマGX ￥1200 SR アローラキュウコンGX ￥1500 RR ゾロアークGX ￥500 Ｕ フェアリーチャーム　雷 ￥10
HR バクガメスGX ￥200 HR カミツルギGX ￥600 SR おじょうさま ￥1500 SR ミミッキュGX ￥300 RR サーナイトGX ￥300 Ｕ フェアリーチャーム　特性 ￥20
HR アローラキュウコンGX ￥1200 HR シルヴァディGX ￥800 SR カルネ ￥500 SR マツバ ￥300 RR レックウザGX ￥100 Ｕ アンズ ￥50
HR カプ・コケコGX ￥900 SR アローラゴローニャGX ￥100 SR ユリーカ ￥300 SR マツリカ ￥500 S アローラロコン ￥300 Ｕ キョウの罠 ￥50
HR ジャラランガGX ￥300 SR マッシブーンGX ￥1200 PR ボルケニオン◇ ￥50 PR ゼルネアス◇ ￥100 S ゾロア ￥400 Ｕ マチスの作戦 ￥20
SR バクガメスGX ￥300 SR カミツルギGX ￥200 PR ディアンシー◇ ￥50 PR ライフフォレスト◇ ￥200 S マッシブーン ￥50
SR アローラキュウコンGX ￥600 SR シルヴァディGX ￥200 PR フラダリ◇ ￥50 RR アローラキュウコンGX ￥2800 S イーブイ ￥800
SR カプ・コケコGX ￥600 SR グラジオ ￥400 ▼ＴＲＡＩＮＮＥＲＳ　レア（Ｃ／Ｕ）　強化買取中 U ネットボール ￥100
SR ジャラランガGX ￥100 ▼ＴＲＡＩＮＮＥＲＳ　レア（Ｃ／Ｕ）　強化買取中 型番不問 ダートじてんしゃ ￥800 ▼サポート　レア（Ｃ／Ｕ）　強化買取中 ▼サポート　レア（Ｃ／Ｕ）　強化買取中 PROMO　メルメタルセット　20019.1.11発売
SR ハラ ￥100 型番不問 ねがいのバトン ￥50 型番不問 エスケープボード ￥100 型番不問 シロナ ￥50 型番不問 ルチア ￥50 PROMO メルメタルＧＸ 285/SM-P RR仕様 ￥900
RR アローラキュウコンＧＸ ￥300 型番不問 のぞきみレッドカード ￥200 型番不問 レスキュータンカ ￥100 型番不問 グズマ ￥100 型番不問 ぼんぐり職人 ￥200 PROMO メルメタルＧＸ 284/SM-P R仕様 ￥300

型番不問 化石発掘マップ ￥200 型番不問 ポケモン通信 ￥100 型番不問 ルザミーネ ￥5 型番不問 ポケモンだいすきクラブ ￥10 UR 金属製ＧＸマーカー ￥150


