


カードNo. レアリティ カード名 買取価格 カードNo. レアリティ カード名 買取価格

          火文明 P51/Y15 プロモ 永遠のリュウセイ・カイザー ¥4,000
14/20 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 熱き侵略 レッドゾーンZ ¥1,700 S3/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 永遠のリュウセイ・カイザー ¥600
S7㊙/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 王盟合体　サンダイオー ¥250 4d/55 ﾍﾞﾘｰﾚｱ 二刀龍覇 グレンモルト「王」 ¥400
S7/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 王盟合体　サンダイオー ¥250 P26/Y13 プロモ 熱血龍 バトクロス・バトル ¥2,500
10/21 ｱﾝｺﾓﾝ 温泉湯あたり地獄 ¥200 25/93 ﾚｱ 爆殺!!　覇悪怒楽苦 ¥200
㊙V3/㊙V3 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 覚星龍界 剣聖ジゲン ¥900 1a(b)(c)/50 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 爆熱剣 バトライ刃/爆熱天守 バトライ閣/爆熱DX バトライ武神 ¥1,500
P6/Y14 プロモ 革命の鉄拳 ¥1,500 M2㊙3/M2 ﾏｽﾀｰﾚｱ "罰怒"ブランド ¥600
VV1a(b)/VV1 ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 銀河大剣 ガイハート/熱血星龍 ガイギンガ ¥1,800 b 123a(b)/??? ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 覇闘将龍剣 ガイオウバーン/勝利の覇闘 ガイラオウ ¥700
VV1a(b)㊙3/VV1 ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 銀河大剣 ガイハート/熱血星龍 ガイギンガ ¥2,000 V1/V1 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 勝利宣言　鬼丸「覇」 ¥800
FL1a(b)㊙/FL1 禁断ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 禁断 ～封印されしX/伝説の禁断 ドキンダムX ¥4,000 S7/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 不敗のダイハード・リュウセイ ¥800
P52/Y15 プロモ 轟速 ザ・ゼット ¥500 V2a/V2 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 暴龍事変 ガイグレン ¥1,000
P35/Y14 プロモ 轟速 ザ・マッハ ¥1,500 L2㊙2/L2 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ ボルシャック・ドギラゴン ¥400
8/84 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 偽りの王　ルードヴィヒ ¥300 L2/L2 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ ボルシャック・ドギラゴン ¥300
V3/V3 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 黄金世代　鬼丸「爆」 ¥400 4/55 ﾍﾞﾘｰﾚｱ ボルメテウス・サファイア・ドラゴン ¥400
S3a/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 時空の神風ストーム・カイザーＸＸ/奇跡の覚醒者ファイナル・ストームＸＸ　ＮＥＸ ¥300 P34/Y14 プロモ ボルメテウス・サファイア・ドラゴン ¥1,300
S3/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 次元龍覇 グレンモルト「覇」 ¥300 P8/Y12 プロモ 百万超邪 クロスファイア ¥3,500
P56/Y13 プロモ 次元龍覇 グレンモルト「覇」 ¥350 VV1a(b)㊙1/VV1 ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 無敵王剣 ギガハート/最強熱血 オウギンガ ¥1,500
V2/V2 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 勝利天帝 G メビウス ¥300 VV1a(b)㊙2/VV1 ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 無敵王剣 ギガハート/最強熱血 オウギンガ ¥1,700
L1/L1 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 勝利のレジェンド ガイアール ¥300 VV1a(b)㊙3/VV1 ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 無敵王剣 ギガハート/最強熱血 オウギンガ ¥1,700
2a(b)/20 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 将龍剣 ガイアール/猛烈将龍 ガイバーン ¥350 VV1a(b)/VV1 ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 無敵王剣 ギガハート/最強熱血 オウギンガ ¥1,500
24/93 ﾚｱ ダチッコ・チュリス ¥100 S7/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ メガ・マグマ・ドラゴン ¥2,800
S7/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 超音速ターボ3 ¥400 S8/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ メガ・マナロック・ドラゴン ¥300
5/15 表記なし 超次元ムシャ・ホール ¥400 M1/M1 ﾏｽﾀｰﾚｱ メラビート・ザ・ジョニー ¥300
P10/Y9 表記なし 超次元ムシャ・ホール ¥600 M1㊙2/M1 ﾏｽﾀｰﾚｱ メラビート・ザ・ジョニー ¥400
1/15 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 超Z級　ゲキシンオー ¥250 M1㊙3/M1 ﾏｽﾀｰﾚｱ メラビート・ザ・ジョニー ¥500
VV1㊙2/VV1 ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 超戦龍覇 モルトNEXT ¥2,000 L1/L2 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 燃える革命 ドギラゴン ¥200
L2/L3 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 伝説のレジェンド ドギラゴン ¥900 P65/Y15 プロモ 勇愛の天秤 ¥400
VV1a(b)㊙1/VV1 ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 闘将銀河城 ハートバーン/超戦覇龍 ガイNEXT ¥600 P44/Y11 表記なし 勇鬼ヒャクバイザー ¥1,700
VV1a(b)㊙2/VV1 ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 闘将銀河城 ハートバーン/超戦覇龍 ガイNEXT ¥600 ㊙V2/㊙V3 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 暴走龍 5000GT ¥1,200
L2㊙3/L2 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 轟く侵略 レッドゾーン ¥400 1/84 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 龍世界 ドラゴ大王 ¥800
 

・表の価格は美品状態での買取価格となります

・相場、在庫状況等により価格が変動することがあります

・同一カードの大量持ち込みは、大幅な減額の可能性があります

・カードを順に並べていただけますと、迅速な査定が出来ます

・18歳未満のお客様は、ご両親の承諾が必要になります

・リストに無いカードも買取をおこなっております

3/13更新日:

火火火火火

火火

カードラボオンラインショップ専用



カードNo. レアリティ カード名 買取価格 カードNo. レアリティ カード名 買取価格

          自然文明 27/93 ﾚｱ デスマッチ・ビートル ¥200
b 61a(b)(c)/??? 表記なし 邪帝斧 ボアロアックス/邪帝遺跡 ボアロパゴス/我臥牙 ヴェロキボアロス ¥600 b 37/??? ｱﾝｺﾓﾝ 天真妖精オチャッピィ ¥400
16a(b)(c)/50 表記なし 邪帝斧 ボアロアックス/邪帝遺跡 ボアロパゴス/我臥牙 ヴェロキボアロス ¥500 P68/Y11 プロモ 天真妖精オチャッピィ ¥400
S10/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 界王類七動目 ジュランネル ¥1,500 S9㊙/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 天風のゲイル・ヴェスパー ¥1,200
S2/S2 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ ¥200 S9/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 天風のゲイル・ヴェスパー ¥1,200
S5/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ ¥300 P46/Y12 プロモ 獰猛なる大地 ¥400
4/16 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ ¥200 P73/Y15 プロモ トレジャー・マップ ¥300
S5/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 界王類絶対目 ワルド・ブラッキオ ¥900 P69/Y14 プロモ トレジャー・マップ ¥200
P48/Y12 プロモ 霞み妖精ジャスミン ¥600 53/55 ｺﾓﾝ 爆獣マチュー・スチュアート ¥50
S9㊙/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ グレート・グラスパー ¥500 P8/Y8 プロモ 爆進イントゥ・ザ・ワイルド ¥600
S9/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ グレート・グラスパー ¥500 P22/Y13 プロモ フェアリー・ギフト ¥200
S4/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 剛撃古龍 テラネスク ¥250 Ｐ31/Ｙ11 プロモ フェアリー・ギフト ¥500
28/93 ﾚｱ コクーン・シャナバガン ¥50 P12/Y16 ｱﾝｺﾓﾝ フェアリーの火の子祭 ¥800
S10/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 古代楽園モアイランド ¥300 G10/G10 ｺﾓﾝ フェアリー・ライフ ¥150
S10㊙/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 古代楽園モアイランド ¥400 P35/Y10 プロモ フェアリー・ライフ ¥600
P54/Y14 プロモ 古龍遺跡エウル＝ブッカ ¥300 P53/Y9 プロモ フェアリー・ライフ ¥300
S10㊙/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ ジーク・ナハトファルター ¥600 P7/Y2 プロモ フェアリー・ライフ ¥7,000
S10/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ ジーク・ナハトファルター ¥500 P16/Y16 ｺﾓﾝ フェアリー・ライフ ¥3,000
37/110 ﾚｱ 式神イノセント ¥250 問わず ｱﾝｺﾓﾝ マナ・クライシス ¥300
7/30 ﾚｱ 呪紋のカルマ インカ ¥150 39/110 ﾚｱ ミステリー・キューブ ¥100
4/54 ﾍﾞﾘｰﾚｱ 恐龍界樹 ジュダイオウ/恐・古代王 サウザールピオ ¥200 P27/Y13 プロモ 密林の総督ハックル・キリンソーヤ ¥400
V4a(b)/V4 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 始原塊 ジュダイナ/古代王 ザウルピオ ¥500 9/19 表記なし 社の死神 再誕の祈 ¥100
P6/Y4 プロモ 進化設計図 ¥600 54/55 ｺﾓﾝ ラブ・エルフィン ¥200
V2a(b)/V2 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 侵攻する神秘 ニガ=アブシューム/五邪王 ニガ=ヴェルムート ¥100 17/50 表記なし 龍覇 イメン＝ブーゴ ¥200
67/84 ﾚｱ 神秘の宝箱 ¥200 P53/Y14 プロモ 龍覇 イメン＝ブーゴ ¥1,500
G5/G10 ﾚｱ 神秘の宝箱 ¥100 b 66/??? ﾚｱ 龍覇 サソリス ¥200
35/55 ｱﾝｺﾓﾝ 深緑の魔方陣 ¥100 P39/Y13 プロモ 龍覇 サソリス ¥200
問わず ｺﾓﾝ スナイプ・モスキート ¥50 b 60/??? ﾚｱ 龍覇 ザ＝デッドマン ¥100
S8/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 超獣軍隊 ベアフガン ¥200 P74/Y13 プロモ 龍覇 マリニャン ¥250
19/94 ﾚｱ Dの花道 ズンドコ晴れ舞台 ¥50 S43/??? ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 連鎖類超連鎖目 チェインレックス ¥300
 

・表の価格は美品状態での買取価格となります

・相場、在庫状況等により価格が変動することがあります

・同一カードの大量持ち込みは、大幅な減額の可能性があります

・カードを順に並べていただけますと、迅速な査定が出来ます

・18歳未満のお客様は、ご両親の承諾が必要になります

・リストに無いカードも買取をおこなっております

3/13更新日:

自然自然自然自然自然

自然自然

カードラボオンラインショップ専用



カードNo. レアリティ カード名 買取価格 カードNo. レアリティ カード名 買取価格

          文明 10/54 ﾚｱ 極・龍覇 ヘルボロフ ¥150
S2/S3 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 悪魔龍王 ドルバロムD ¥700 1a(b)/22 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 時空の悪魔龍 ディアボロス ZZ/究極の覚醒者 デビル・ディアボロスZZ ¥250
78/102 ｺﾓﾝ 悪魔の契約 ¥200 11a(b)/55 ﾚｱ 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート/凶刃の覚醒者ダークネス・ガンヴィート ¥250
36a(b)(c)/50 表記なし 悪夢卍 ミガワリ/忍者屋敷 カラクリガエシ/絡繰の悪魔龍 ウツセミヘンゲ ¥200 S5a(b)/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 時空の賢者ランブル/狂気の覚醒者ランブル・レクター ¥300
S6㊙/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 阿修羅サソリムカデ ¥1,700 P26/Y10 プロモ 地獄門デス・ゲート ¥1,200
S6/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 阿修羅サソリムカデ ¥1,500 P74/Y9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 邪眼皇ロマノフⅠ世 ¥150

ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 阿修羅ムカデ ¥250 28/110 ﾚｱ 邪魂転生 ¥200
S6㊙/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 阿修羅ムカデ ¥250 P8/Y2 ﾚｱ 邪魂転生 ¥300
P51/Y12 プロモ 威牙の幻ハンゾウ ¥2,300 40/70 表記なし 邪霊神官バーロウ ¥100
17/24 表記なし 偽りの星夜スター・イン・ザ・ラブ ¥1,000 S5㊙/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ ジョルジュ・バタイユ ¥400
V6/V12 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ ヴォルグ・サンダー/雷獣ヴォルグ・ティーガー ¥1,100 S5/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ ジョルジュ・バタイユ ¥400
V1a/V1 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ ヴォルグ・サンダー/雷獣ヴォルグ・ティーガー ¥900 P37a(b)/Y10 表記なし シルバー・ヴォルグ/撃墜王ガイアール・キラードラゴン ¥300
S5/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ S級不死 デッドゾーン ¥1,000 P77/Y16 ﾚｱ 戒王の封 ¥700
26/70 表記なし オールデリート ¥250 19/93 ﾚｱ 戒王の封 ¥400
8/54 ﾍﾞﾘｰﾚｱ オールデリート ¥200 b 48/??? ｺﾓﾝ 超次元リバイヴ・ホール ¥1,800
100/??? ｺﾓﾝ 解体人形ジェニー ¥1,000 P20/Y12 プロモ 停滞の影タイム・トリッパー ¥800
101/??? ｺﾓﾝ 解体人形ジェニー ¥900 P52/Y13 プロモ 特攻人形ジェニー ¥400
S6/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 革命魔龍 キル・ザ・ライブ ¥100 P8/Y15 プロモ 特攻人形ジェニー ¥2,500
b 81/??? ﾚｱ 学校男 ¥600 S4/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 奈落の葬儀人デス・シュテロン ¥1,400
b 166/??? 表記なし 究極生命体 Z ¥250 13/55 ﾚｱ 爆霊魔 タイガニトロ ¥800
S5/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 凶鬼09号 ギャリベータ ¥400 S4/S8 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 復活の祈祷師ザビ・ミラ ¥800
S7㊙/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 凶鬼03号ガシャゴズラ ¥800 S3/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 復活の祈禱師ザビ・ミラ ¥800
S7/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 凶鬼03号ガシャゴズラ ¥600 P40/Y12 プロモ ボーンおどり・チャージャー ¥400
S4㊙/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ グスタフ・アルブサール ¥250 問わず ﾚｱ 魔天降臨 ¥400
S4/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ グスタフ・アルブサール ¥250 b 97/??? ﾚｱ 魔天降臨 ¥800
S3/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 偽りの星夜　ブラック・オブ・ライオネル ¥200 3/55 ﾍﾞﾘｰﾚｱ 冥将ダムド ¥250
S6/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 黒神龍エンド・オブ・ザ・ワールド ¥200 V3a(b)/V4 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 滅殺刃 ゴー・トゥ・ヘル/魔壊王 デスシラズ ¥1,000
V1a(b)㊙1/V1 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 極魔王殿 ウェルカム・ヘル/極・魔壊王 デスゴロス ¥700 28/110 ﾚｱ 闇侯爵ハウクス ¥300
V1a(b)/V1 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 極魔王殿 ウェルカム・ヘル/極・魔壊王 デスゴロス ¥600 P1/Y2 ﾚｱ 闇公爵ハウクス ¥400
P65/Y13 プロモ 極・龍覇 ヘルボロフ ¥3,500 25/55 ｱﾝｺﾓﾝ 龍覇 ニンジャリバン ¥50
 

・表の価格は美品状態での買取価格となります

・相場、在庫状況等により価格が変動することがあります

・同一カードの大量持ち込みは、大幅な減額の可能性があります

・カードを順に並べていただけますと、迅速な査定が出来ます

・18歳未満のお客様は、ご両親の承諾が必要になります

・リストに無いカードも買取をおこなっております

3/13更新日:

闇闇闇闇闇

闇闇

カードラボオンラインショップ専用



カードNo. レアリティ カード名 買取価格 カードNo. レアリティ カード名 買取価格

          水文明 S3/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 水上第九院 シャコガイル ¥1,100
S4/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ I　am ¥150 25/36 ﾚｱ ストリーミング・シェイパー ¥100
S2/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ アドミラル・クイーン ¥300 b 105/??? 表記なし 精神を刻む者、ジェイス ¥250
S3㊙/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 偉大なる魔術師 コギリーザ ¥50 48/110 ｱﾝｺﾓﾝ セイレーン・コンチェルト ¥300
S3/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 偉大なる魔術師 コギリーザ ¥50 18/110 ﾚｱ センジュ・スプラッシュ ¥250
41/93 ｱﾝｺﾓﾝ 異端流し オニカマス ¥300 S2/S5/Y7 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 蒼神龍チェンジ・ザ・ワールド ¥250
36/93 ｱﾝｺﾓﾝ 一なる部隊　イワシン ¥50 S3/S10/Y5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 超神星マーキュリー・ギガブリザード ¥400
11/55 ﾚｱ 英雄奥義 スパイラル・ハリケーン ¥100 S2/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ D2W ワイルド・スピード ¥200
S3/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ S級宇宙 アダムスキー ¥350 P56/Y16 ﾚｱ Dの博才 サイバーダイス・ベガス ¥6,000
S3/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 神託の王 ゴスペル ¥200 S3/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 真実の王 ワーグナー ¥400
3/94 ﾍﾞﾘｰﾚｱ 革命龍程式 シリンダ ¥150 9m/54 ﾚｱ ドンドン吸い込むナウ ¥250
48/??? ﾍﾞﾘｰﾚｱ 斬隠オロチ ¥150 P10/Y15 プロモ ドンドン吸い込むナウ ¥8,500
S2/S5/Y7 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 斬隠蒼頭龍バイケン ¥700 24/55 ｱﾝｺﾓﾝ パクリオ ¥150
3/16 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 斬隠蒼頭龍バイケン ¥700 b 95/??? ｱﾝｺﾓﾝ パクリオ ¥1,000
L1/L3 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 禁断機関 VV-8 ¥100 S3/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ ハリケーン・クロウラー ¥1,500
L1㊙2/L3 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 禁断機関 VV-8 ¥200 2/74 ﾍﾞﾘｰﾚｱ プラチナ・ワルスラS ¥400
L1㊙3/L3 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 禁断機関 VV-8 ¥300 S4/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ マーシャル・クロウラー ¥400
P45/Y15 プロモ クリスタル・メモリー ¥4,500 S5/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 魔法特区クジルマギカ ¥150
43/55/Y6 ｺﾓﾝ 月光電人オボロカゲロウ ¥100 S3/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 夢の変形 デュエランド ¥100
b 19/??? ｱﾝｺﾓﾝ コアクアンのおつかい ¥800 21/110 ﾚｱ 終末の時計　ザ・クロック ¥150
P88/Y13 プロモ コアクアンのおつかい ¥400 b 156/??? ﾚｱ 終末の時計 ザ・クロック ¥400
S1/S3 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 甲型龍帝式 キリコ3 ¥500 P5/Y15 プロモ 終末の時計 ザ・クロック ¥300
10/55 ﾚｱ 偽りの名 iFormulaX ¥150 P18/Y12 プロモ 終末の時計 ザ・クロック　 ¥4,500
11/55 ﾚｱ コラプス・ウェーブ ¥100 S4/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 龍素記号 Sr スペルサイクリカ ¥1,000
S4㊙/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 最高学府 インテリエイル ¥150 S2/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 龍素記号 Sr スペルサイクリカ ¥1,000
S18/??? ｽｰﾊﾟｰﾚｱ サイバー・N・ワールド ¥200 2/55 ﾍﾞﾘｰﾚｱ 龍素記号 Mj リンシャンカイホ ¥150
S1/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ サイバー・Ｊ・イレブン ¥200 V1a(b)/V2 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 龍波動空母 エビデゴラス/最終龍理Q.E.D.+ ¥250
22/110 ﾚｱ シャドーウェーブ・サイクロン ¥400 V1a(b)㊙1/V2 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 龍波動空母 エビデゴラス/最終龍理Q.E.D.+ ¥600
V2a(b)/V4 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 真理銃 エビデンス/龍素王 Q.E.D. ¥400 P50/Y13 プロモ 龍覇 M・A・S ¥1,500
S3㊙/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 水上第九院 シャコガイル ¥1,200 S2/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ ルナ・コスモビュー ¥400
 

・表の価格は美品状態での買取価格となります

・相場、在庫状況等により価格が変動することがあります

・同一カードの大量持ち込みは、大幅な減額の可能性があります

・カードを順に並べていただけますと、迅速な査定が出来ます

・18歳未満のお客様は、ご両親の承諾が必要になります

・リストに無いカードも買取をおこなっております

3/13更新日:

水水水水水

水水

カードラボオンラインショップ専用



カードNo. レアリティ カード名 買取価格 カードNo. レアリティ カード名 買取価格

          光文明 1/110 ﾍﾞﾘｰﾚｱ 聖霊王イカズチ ¥150
8/55 ﾚｱ ヴァリアブル・ポーカー ¥350 S1/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 聖霊王エルレヴァイン ¥100
M1㊙3/M2 ﾏｽﾀｰﾚｱ オヴ・シディア ¥200 S1/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 聖隷王ガガ・アルカディアス ¥200
15/54 ﾚｱ オリオティス・ジャッジ ¥150 1/37 ﾍﾞﾘｰﾚｱ 聖霊龍王 アルカディアスD ¥400
P18/Y16 ﾚｱ オリオティス・ジャッジ ¥2,500 8/15 表記なし 隻眼ノ裁キ ¥150
P96/Y13 プロモ 音感の精霊龍 エメラルーダ ¥4,000 S1㊙/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 赤攻銀　マルハヴァン ¥400
1/55 ﾍﾞﾘｰﾚｱ 共鳴の精霊龍 サザン・ルネッサンス ¥100 S1/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 赤攻銀　マルハヴァン ¥400
MD1/MD1 ﾏｽﾀｰDGﾚｱ 煌龍　サッヴァーク ¥700 3/15 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 絶対の畏れ　防鎧 ¥800
MD1㊙1/MD1 ﾏｽﾀｰDGﾚｱ 煌龍　サッヴァーク ¥700 S2㊙/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 大迷宮亀 ワンダー・タートル ¥150
MD1㊙2/MD1 ﾏｽﾀｰDGﾚｱ 煌龍　サッヴァーク ¥800 S2/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 大迷宮亀 ワンダー・タートル ¥150
MD1㊙3/MD1 ﾏｽﾀｰDGﾚｱ 煌龍　サッヴァーク ¥1,500 P86/Y16 ﾍﾞﾘｰﾚｱ 断罪スル雷面ノ裁キ ¥100
S2㊙/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 気高き魂　不動 ¥250 S1/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 超九極 チュートピア ¥250
S2/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 気高き魂　不動 ¥250 P82/Y12 プロモ DNA・スパーク ¥1,000
94/??? ｺﾓﾝ 光牙忍ハヤブサマル ¥2,000 V2a(b)/V8 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 天獄の正義 ヘブンズ・ヘブン/天命讃華 ネバーラスト ¥500
G8/G10 ｺﾓﾝ 光牙忍ハヤブサマル ¥150 V1a(b)/V2 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 天獄の正義 ヘブンズ・ヘブン/天命讃華 ネバーラスト ¥300
30/??? ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 光姫聖霊ガブリエラ ¥200 問わず ｱﾝｺﾓﾝ 天雷の導士アヴァラルド公 ¥50
問わず ﾍﾞﾘｰﾚｱ 光神龍スペル・デル・フィン ¥250 24/60 ﾚｱ ドラゴンズ・サイン ¥50
S2/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 光霊姫アレフティナ ¥400 17/54 ﾚｱ ドラゴンズ・サイン ¥150
S1a/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 時空の精圧ドラヴィタ/龍圧の覚醒者ヴァーミリオン・ドラヴィタ ¥150 G4/G10 ﾚｱ ノヴァルティ・アメイズ ¥200
1a/22 ﾍﾞﾘｰﾚｱ 時空の不滅ギャラクシー/撃滅の覚醒者キング・オブ・ギャラクシー ¥300 S1/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 不敗英雄 ヴァルハラ・グランデ ¥300
S1a(b)/S4 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 時空の雷龍チャクラ/雷電の覚醒者グレート・チャクラ ¥150 V1a(b)/V4 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 不滅槍 パーフェクト/天命王 エバーラスト ¥500
V1/V2 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 獅子頂龍 ライオネル ¥1,400 P73/Y9 ﾚｱ ヘブンズ・ゲート ¥1,000
6a(b)(c)/50 表記なし 百獣槍 ジャベレオン/百獣聖堂 レオサイユ/頂天聖 レオザワルド ¥700 P51/Y13 プロモ ヘブンズ・ゲート ¥1,000
6/55 ﾚｱ 処罰の精霊ウラルス ¥500 P60/Y14 プロモ ミラクルストップ ¥600
1/24 表記なし 真実の聖霊王レオ・ザ・スター ¥700 L1㊙2/L2 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ ミラクル・ミラダンテ ¥200
V1a(b)㊙1/V1 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 真聖教会 エンドレス・へブン/真・天命王 ネバーエンド ¥700 L1㊙3/L2 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ ミラクル・ミラダンテ ¥200
V3a(b)/V8 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 真聖教会 エンドレス・へブン/真・天命王 ネバーエンド ¥400 V1/V2 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 無法神類 G・イズモ ¥500
V1a(b)/V1 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 真聖教会 エンドレス・へブン/真・天命王 ネバーエンド ¥400 8/55 ﾚｱ 予言者マリエル ¥400
15/54 ﾚｱ 制御の翼 オリオティス ¥300 6d/55 ﾚｱ 龍覇 セイントローズ ¥150
7/55 ﾚｱ 制御の翼 オリオティス ¥300 6/55 ﾚｱ 龍覇 セイントローズ ¥50
 

・表の価格は美品状態での買取価格となります

・相場、在庫状況等により価格が変動することがあります

・同一カードの大量持ち込みは、大幅な減額の可能性があります

・カードを順に並べていただけますと、迅速な査定が出来ます

・18歳未満のお客様は、ご両親の承諾が必要になります

・リストに無いカードも買取をおこなっております

3/13更新日:

光光光光光

光光

カードラボオンラインショップ専用



カードNo. レアリティ カード名 買取価格 カードNo. レアリティ カード名 買取価格

          無文明 V3/V12 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 「必勝」の頂 カイザー「刃鬼」 ¥500
S2/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ ｢祝」の頂　ウェディング ¥500 8/48 表記なし ヘルコプ太 ¥300
V1/V3 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 「俺」の頂　ライオネル ¥500 P38/Y16 記載なし ヘルコプ太 ¥1,000
P42/Y16 記載なし 消王ケシカス ¥250 V1/V2 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 「無情」の極 シャングリラ ¥100
V1/V2 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 黄金龍　鬼丸「王牙」 ¥500 P36/Y16 ｺﾓﾝ ヤッタレマン ¥200
M1/M1 ﾏｽﾀｰﾚｱ サッヴァークDG ¥100           ﾚｲﾝﾎﾞｰ文明

M1㊙1/M1 ﾏｽﾀｰﾚｱ サッヴァークDG ¥100 S2/S2 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 愛の無限オーケストラ ¥200
M1㊙2/M1 ﾏｽﾀｰﾚｱ サッヴァークDG ¥250 L2/L2 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 蒼き団長 ドギラゴン剣 ¥200
M1㊙3/M1 ﾏｽﾀｰﾚｱ サッヴァークDG ¥400 L2㊙1/L2 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 蒼き団長 ドギラゴン剣 ¥200
a S1/S6 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 「修羅」の頂 VAN・ベートーベン ¥1,200 L2㊙2/L2 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 蒼き団長 ドギラゴン剣 ¥400
S2/S2 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 「修羅」の頂 VAN・ベートーベン ¥1,200 L2㊙3/L2 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 蒼き団長 ドギラゴン剣 ¥1,200
P20/Y16 ｱﾝｺﾓﾝ ジョジョジョ・ジョーカーズ ¥350 b 41/??? 表記なし 赤龍喚士・ソニア ¥500
M1㊙3/M1 ﾏｽﾀｰﾚｱ ジョリー・ザ・ジョニー ¥100 V1a/V1 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ アクア･アタック＜BAGOOON･パンツァー＞/弩級合身!ジェット・カスケード・アタック ¥5,500
V1/V2 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 神人類　ヨミ ¥300 2/19 表記なし 悪魔神バロム・クエイク ¥350
8/84 表記なし 神聖斬 アシッド ¥500 8/15 表記なし アルカディア・スパーク ¥200
12/93 ﾚｱ 洗脳センノー ¥400 V2/V2 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 無限皇 ジャッキー ¥300
P117/Y16 ﾚｱ 洗脳センノー ¥1,000 P70/Y11 プロモ ウソと盗みのエンターテイナー ¥1,000
V2/V2 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 「戦慄」の頂　ベートーベン ¥600 b 135/??? 表記なし ウソと盗みのエンターテイナー ¥1,600
P39/Y16 レア タイム・ストップン ¥250 5/55 ﾍﾞﾘｰﾚｱ 調和と繁栄の罠 ¥400
S1/??? ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 「智」の頂 レディオ・ローゼス ¥250 9/74 ﾍﾞﾘｰﾚｱ Mの悪魔龍 リンネビーナス ¥200
S2/S7 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 「智」の頂　レディオ・ローゼス ¥200 6/13 無し 刀の３号 カツえもん剣 ¥150
P54/Y16 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ DG ～裁キノ刻～ ¥300 S9/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 禁断の轟速 レッドゾーンX ¥1,000
1㊙1/1 DGﾚｱ DG　～ヒトノ造リシモノ～ ¥500 4/12 表記なし 禁断Vキザム ¥400
1㊙2/1 DGﾚｱ DG　～ヒトノ造リシモノ～ ¥800 P71/Y15 プロモ 禁断V キザム ¥2,500
1/1 DGﾚｱ DG　～ヒトノ造リシモノ～ ¥400 V1a/V1 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 紅蓮の怒 鬼流院 刃/バンカラ大親分 メンチ斬ルゾウ ¥4,500
S2/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 真実の王 ヴィオラ・ソナタ ¥500 V1a(b)/V3 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 激沸騰！オンセン・ガロウズ/絶体絶命ガロウズ・ゴクドラゴン ¥700
S2/??? ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 真実の王 ヴィオラ・ソナタ ¥500 S5/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 偽りの王　ヴィルヘルム ¥2,400
2/3 レア バイナラドア ¥300 S55/??? ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 偽りの王 ヴィルヘルム ¥3,000
7/48 表記なし ハクション・マスク ¥150 S5a/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 時空の支配者ディアボロスＺ/最凶の覚醒者デビル・ディアボロスＺ ¥800
V1/V1 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 「必勝」の頂 カイザー「刃鬼」 ¥600 S5/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 無双恐皇ガラムタ ¥500
 

・表の価格は美品状態での買取価格となります

・相場、在庫状況等により価格が変動することがあります

・同一カードの大量持ち込みは、大幅な減額の可能性があります

・カードを順に並べていただけますと、迅速な査定が出来ます

・18歳未満のお客様は、ご両親の承諾が必要になります

・リストに無いカードも買取をおこなっております

3/13更新日:

無虹虹無虹

虹虹

カードラボオンラインショップ専用



カードNo. レアリティ カード名 買取価格 カードNo. レアリティ カード名 買取価格

          ﾚｲﾝﾎﾞｰ文明 S10/S10 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 「覇道」の頂　シュラ・ベートーベン ¥350
3/38 ﾍﾞﾘｰﾚｱ 偽りの悪魔神王デス・マリッジ ¥250 P64/Y15 ﾚｱ ハムカツ団の爆砕Go! ¥900
39/110 ﾚｱ 呪術と脈動の刃 ¥800 28/74 ﾚｱ ハムカツ団の爆砕Go! ¥100
15/22 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 勝利のガイアール・カイザー / 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン ¥1,600 P63/Y12 プロモ 天災超邪　クロスファイア2nd ¥300
V3a(b)/V3 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 勝利のガイアール・カイザー/唯我独尊ガイアール・オレドラゴン ¥2,000 L2/L2㊙3 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 龍の極限ドギラゴールデン ¥150
V12/V12 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 勝利のガイアール・カイザー/唯我独尊ガイアール・オレドラゴン ¥2,200 P35/Y16 ﾚｱ フェアリー・シャワー ¥400
V11/V12 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 勝利のリュウセイ・カイザー/唯我独尊ガイアール・オレドラゴン ¥1,500 18/55 ﾚｱ フェアリー・シャワー ¥150
14/22 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 勝利のリュウセイ・カイザー / 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン ¥1,100 60/70 表記なし フェニックス・ライフ ¥300
V2a(b)/V3 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾚｱ 勝利のリュウセイ・カイザー/唯我独尊ガイアール・オレドラゴン ¥1,200 FFL1 ﾌｧｲﾅﾙ禁断ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ FORBIDDEN　STAR　～世界最後の日～／終焉の禁断　ドルマゲドンX ¥700
27/70 表記なし 神滅翔天ポッポ・ジュヴィラ ¥300 FFL1㊙ ﾌｧｲﾅﾙ禁断ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ FORBIDDEN　STAR　～世界最後の日～／終焉の禁断　ドルマゲドンX ¥1,400
b 52/??? ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 世紀末ヘヴィ・デス・メタル ¥700 S3/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ ボルメテウス・蒼炎・ドラゴン ¥400
S5/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 聖獣王ペガサス ¥400 S3㊙/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ ボルメテウス・蒼炎・ドラゴン ¥400
3/15 表記なし 聖霊王アルファリオン ¥150 1/37 表記なし ボルメテウス・ブラック・ドラゴン ¥1,000
P67/Y11 表記なし 戦場のピアニスト VAN・ビート ¥30 L1/L2 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 百族の長 プチョヘンザ ¥300
11/19 表記なし 大地と悪魔の神域 ¥200 L1㊙1/L2 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 百族の長 プチョヘンザ ¥200
17/84 表記なし 大地と永遠の神門 ¥100 L1㊙2/L2 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 百族の長 プチョヘンザ ¥400
P39/Y9 表記なし 大地と永遠の神門 ¥200 L1㊙3/L2 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 百族の長 プチョヘンザ ¥800
b 17/??? ﾚｱ 超次元ガード・ホール ¥500 S9/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 三つ星鉄人 ミシュラ ¥400
10/19 表記なし 月の死神ベル・ヘル・デ・スカル ¥500 P71/Y14 プロモ メンデルスゾーン ¥350
24/74 ﾚｱ テック団の波壊 Go! ¥250 G2/G10 表記なし メンデルスゾーン ¥150
19/55 ﾚｱ 電磁無頼アカシック・サード ¥300 1/16 表記なし 闇鎧亜キング・アルカディアス ¥30
S5/S9 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 時の秘術師 ミラクルスター ¥300 8/16 表記なし 闇鎧亜 ジャック・アルカディアス ¥200
L3/L3 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 時の法皇 ミラダンテXII ¥400 11/54 ﾍﾞﾘｰﾚｱ 悠久を統べる者 フォーエバー・プリンセス ¥200
L3㊙2/L3 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 時の法皇 ミラダンテXII ¥400 2/13 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ リュウセイ・ジ・アース ¥700
L3㊙3/L3 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 時の法皇 ミラダンテXII ¥600 P33/Y11 プロモ 龍仙ロマネスク ¥3,500
L3㊙1/L3 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾚｱ 時の法皇 ミラダンテXII ¥900 S4/S5 ｽｰﾊﾟｰﾚｱ 龍仙ロマネスク ¥600
5/54 表記なし トップ・オブ・ロマネスク ¥350 26/??? 表記なし 竜魔神王バルカディア・NEX ¥400
5㊙/54 表記なし トップ・オブ・ロマネスク ¥400 27/??? 表記なし 竜魔神王バルカディア・NEX ¥400
10/16 表記なし 怒流牙 サイゾウミスト ¥250 P55/Y15 プロモ リロード・チャージャー ¥1,000

P88/Y12 プロモ 墓守の鐘 ベルリン ¥150

・表の価格は美品状態での買取価格となります

・相場、在庫状況等により価格が変動することがあります

・同一カードの大量持ち込みは、大幅な減額の可能性があります

・カードを順に並べていただけますと、迅速な査定が出来ます

・18歳未満のお客様は、ご両親の承諾が必要になります

・リストに無いカードも買取をおこなっております

3/13更新日:
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カードラボオンラインショップ専用


