
レア カード名 買取金額 レア カード名 買取金額

SR+ 希望の聖君主 クロム ¥1,100 SR ロザンヌの英雄 セルジュ ¥100
SR+ 聖王の守護騎士 フレデリク ¥1,100 SR 魔性の黒翼 インバース ¥1,000 #
SR+ 魔性の黒翼 インバース ¥1,200 SR 光の救世主 セリス ¥1,000 #
SR+ 光の救世主 セリス ¥1,800 SR 光の神の末裔 ユリア ¥1,000
SR+ 光の神の末裔 ユリア ¥3,800 SR 流星の剣皇 シャナン ¥100
SR+ 流星の剣皇 シャナン ¥800 SR 正義の大泥棒 パティ ¥100
R+X レンスター軍の盟主 リーフ ¥100 SR 聖光を継ぐ竜姫 アルテナ ¥500
R+ 神竜の力を得た聖王 ルキナ ¥1,000 SR 暗黒を宿す皇子 ユリウス ¥200
R+ 見えない盾 カラム ¥100 R 神竜の力を得た聖王 ルキナ ¥30
R+ 気高き友情の乙女 マリアベル ¥200 R 悠久を生きる巫女 チキ ¥100
R+ 悠久を生きる巫女 チキ ¥1,000 R 清光の雷姫 ティニー ¥200
R+ 天を舞う流星 ラクチェ ¥250 N 異形の兵士 屍兵(a) ¥40
R+ 魔剣の継承者 アレス ¥100 N 異形の兵士 屍兵(b) ¥30
R+ 清光の雷姫 ティニー ¥700 N 異形の兵士 屍兵(c) ¥30
SR 希望の聖君主 クロム ¥400
SR 不死なる絶望の君主 クロム ¥400
SR 伝説の軍師 ルフレ(女) ¥1,000
SR 聖王の守護騎士 フレデリク ¥1,000

・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





レア カード名 買取金額 レア カード名 買取金額

SR+ 烈火を継ぐ勇者 エリウッド ¥3,000 SR 勇ましき真紅の翼 ヒノカ ¥300
SR+ 剛腕の猛将 ヘクトル ¥3,500 SR 白き光風の王子 タクミ ¥350 #
SR+ 白夜王国を統べる者 リョウマ ¥600 SR 白夜に舞う桜花 サクラ ¥400 #
SR+ 勇ましき真紅の翼 ヒノカ ¥800 SR 艶姿槍乙女 オボロ ¥600
SR+ 白き光風の王子 タクミ ¥700 R リキアーの騎士 エリウッド ¥100
SR+ 白夜に舞う桜花 サクラ ¥1,500 R 晴雲の天馬少女 フロリーナ ¥150
R+X 予言されし炎 ロイ ¥300 HN 白夜王国の女王 ミコト ¥5
R+ 暗雲の天馬少女 フロリーナ ¥400
R+ ワガママ気ままな少女司祭 セーラ ¥350
R+ つつましき野花 レベッカ ¥250
R+ 死神と呼ばれた男 ジャファル ¥150
R+ 祝賀の忍装束 サイゾウ ¥200
R+ 祝賀の晴れ姿 カゲロウ ¥200
R+ のんきな金鵄武者 セツナ ¥200
SR 烈火を継ぐ勇者 エリウッド ¥1,500
SR 剛腕の猛将 ヘクトル ¥400
SR 精霊に認められし剣姫 リン ¥400
SR 魔道の申し子 ニノ ¥3,800

・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



レア カード名 買取金額 レア カード名 買取金額

SR+ 光の戦士の末裔 シグルド ¥1,300 SR 麗しき漆黒姫 カミラ ¥600
SR+ 運命の聖女 ディアドラ ¥4,500 SR 冷魔の闇皇子 レオン ¥700 #
SR+ 暗夜王国を統べる者 マークス ¥1,100 SR 暗野に咲く姫花 エリーゼ ¥500 #
SR+ 麗しき漆黒姫 カミラ ¥1,800 SR 荒ぶる女子力 シャーロッテ ¥300
SR+ 冷魔の闇皇子 レオン ¥1,100 SR 透魔竜 ハイドラ ¥200
SR+ 暗野に咲く姫花 エリーゼ ¥1,800 R 氷雪の翔騎 フュリー ¥50
R+ 獅子王 エルトシャン ¥250 R 見敵必殺 ベルカ ¥100
R+ 不撓の姫騎士 エスリン ¥300 R 可愛い破壊神 フェリシア ¥10
R+ 蒼き忠槍 フィン ¥200 R フローズンハート フローラ ¥10
R+ 獅子の妹 ラケシス ¥600 HN えいってしちゃうの！ ピエリ ¥10
R+ フローズンハート フローラ ¥600 N 精霊の森の少女 ディアドラ ¥10
SR 光の戦士の末裔 シグルド ¥200 N 主君を探す翼 フュリー ¥10
SR 運命の聖女 ディアドラ ¥3,600
SR 聖光を纏う槍騎 キュアン ¥200
SR 流星の剣姫 アイラ ¥400
SR 導きの風 レヴィン ¥200
SR 神炎の継承者 アルヴィス ¥800
SR 暗夜王国を統べる者 マークス ¥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



レア カード名 買取金額 レア カード名 買取金額

SR+ 封炎を受け継ぎし者 ロイ ¥1,700 SR 剣聖を継ぐ者 フィル ¥600
SR+ 可憐な盟主 リリーナ ¥5,000 SR 竜血を継ぐ巫女 ソフィーヤ ¥600 #
SR+ 狡猾なる竜将 ナーシェン ¥1,500 SR 狡猾なる竜将 ナーシェン ¥600 #
SR+ 希望の巫女 ミカヤ ¥2,800 SR 希望の巫女 ミカヤ ¥1,000
SR+ 希望の守護者 サザ ¥1,000 SR 希望の守護者 サザ ¥150
SR+ ベグニオン皇帝 サナキ ¥2,800 SR 永遠なる忠誠の槍 ジョフレ ¥50
R+ 百戦錬磨の強者 ディーク ¥150 SR ベグニオン皇帝 サナキ ¥500
R+ イリアの元気な花 シャニー ¥300 SR 蒼炎の勇者 アイク ¥700
R+ イリアの凛々しき花 ティト ¥300 SR 頂へ昇る剣士 ワユ ¥600
R+ イリアの優美な花 ユーノ ¥300 R 神と呼ばれし竜 ファ ¥300
R+ ハタリの女王 ニケ ¥150 R イリアの優美な花 ユーノ ¥30
R+ 清真女王 エリンシア ¥1,000 R 清真女王 エリンシア ¥200
R+ 凍風の参謀 セネリオ ¥250 R 神使親衛隊の隊長 シグルーン ¥30
R+ ゴルドアの王子 クルトナーガ ¥250 R ゴルドアの王子 クルトナーガ ¥30
R+X リキアーの騎士 エリウッド ¥300 HN 気ままなリトルレディ クラリーネ ¥10
SR 封炎を受け継ぎし者 ロイ ¥200 HN 黒疾風 ハール ¥20
SR 可憐な盟主 リリーナ ¥1,600 N 半人前の天馬騎士 シャニー ¥10
SR 緋怨の修羅 ルトガー ¥50 N 黒き竜騎士 ハール ¥10

・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

セイクリッドアイドル 織部つばさ(サイン) 光の英雄王 マルス(サイン) 聖瞳の公主 ルキナ(サイン) 光の英雄王マルス

パーフェクト・ジーニアス ティアモ 聖瞳の公主 ルキナ 愛慕の闘剣 セレナ



レア カード名 買取金額 レア カード名 買取金額

SR+ セイクリッドアイドル 織部 つばさ(サイン) ¥800 SR ザ・ライトスタッフ 蒼井 樹 ¥350
SR+ 覚醒するヒーロー 赤城 斗馬(サイン) ¥500 SR 聖瞳の公主 ルキナ ¥1,300 #
SR+ 光の英雄王 マルス(サイン) ¥2,000 SR 聖王の神軍師 ルフレ(男) ¥300 #
SR+ ザ・ライトスタッフ 蒼井 樹(サイン) ¥500 SR フェリアの鬼神 ロンクー ¥300
SR+ 聖瞳の公主 ルキナ(サイン) ¥1,700 SR パーフェクト・ジーニアス ティアモ ¥2,500
SR+ 聖王の神軍師 ルフレ(男)(サイン) ¥600 SR 愛慕の闘剣 セレナ ¥650
R+ 全国民の妹 源 まもり(サイン) ¥150 R 仮面の黒騎士 シリウス ¥30
R+ 一流を超えた一流 剣 弥代(サイン) ¥50 R 時の迷い子 マーク(女) ¥150
R+ 仮面の黒騎士 シリウス ¥50 R 正義の翼 シンシア ¥300
R+ マケドニア王 ミシェイル ¥50 HNX 幻影のウタロイド チキ ¥20
R+ クールorキュート? 黒乃 霧亜 ¥100 HN カリスマシンガー 黒乃 霧亜 ¥10
R+ プレシャスアクトレス 弓弦 エレオノーラ(サイン) ¥200 HN 野望の若手女優 弓弦 エレオノーラ ¥30
R+ 時の迷い子 マーク(女) ¥350 HN 未来から来た剣士 ルキナ ¥10
R+ 正義の翼 シンシア ¥400 HN 西王の後継者 ロンクー ¥5
SR セイクリッドアイドル 織部 つばさ ¥400 ### #N/A #N/A
SR 覚醒するヒーロー 赤城 斗馬 ¥100 ### #N/A #N/A
SR 光の英雄王 マルス ¥1,800
SR 灼赤の将姫 ミネルバ ¥250

・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

灼赤の将姫 ミネルバ 時の迷い子 マーク(女) 正義の翼 シンシア 光の英雄王マルス

パーフェクト・ジーニアス ティアモ 聖瞳の公主 ルキナ 愛慕の闘剣 セレナ



レア カード名 買取金額 レア カード名 買取金額

SR+ 神剣の勇将 アイク(サイン) ¥1,100 SR 黎明の歌姫 アクア ¥150
SR+ 宿敵を待つ少女 ワユ(サイン) ¥1,200 SR 挺身の風忍 スズカゼ ¥350 #
SR+ 神装の魔将 漆黒の騎士(サイン) ¥600 SR 終焔の黒神子 カムイ(男) ¥200 #
SR+ 黎明の歌姫 アクア(サイン) ¥800 SR 逢魔の歌姫 アクア ¥300
SR+ 逢魔の歌姫 アクア(サイン) ¥800 SR 氷のメイド フローラ ¥300
SR+ 氷のメイド フローラ(サイン) ¥1,100 R 兄を探す聖天馬 マーシャ ¥50
R+ 解放への疾槍 ネフェニー ¥200 R 目覚めしサギの王女 リアーネ ¥50
R+ 決意の赤竜騎 ジル ¥50 R 美声の聖天馬 シグレ ¥300
R+ フェニキス王 ティバーン ¥100 R 金毛の妖娘 キヌ ¥30
R+ 星瞳の戦巫女 ミタマ ¥150 R 父愛深き仔狼 ベロア ¥10
R+ 金毛の妖娘 キヌ ¥300 HN 魔陰の教鞭 シェイド ¥10
R+ 父愛深き仔狼 ベロア ¥100 HN 父を超える槍 シノノメ ¥5
SR 神剣の勇将 アイク ¥400 N 可憐な忍者 エリーゼ ¥5
SR 再興を祈る翼 エリンシア ¥600 N 涼風の忍 スズカゼ ¥10
SR 聖心の戦乙女 ミスト ¥400 N 歌う天馬武者 シグレ ¥10
SR 勇将の軍師 セネリオ ¥700 N じゃれつき妖狐 キヌ ¥5
SR 宿敵を待つ少女 ワユ ¥400 ### #N/A #N/A
SR 終焔の白神子 カムイ(女) ¥2,200 ### #N/A #N/A

・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



レア カード名 買取金額 レア カード名 買取金額

SR+ 神刀に選ばれし皇子 カムイ(男)(サイン) ¥400 SR 仁愛の戦巫女 サクラ ¥600
SR+ 轟雷の剣聖 リョウマ(サイン) ¥800 SR 敏腕メイド フェリシア ¥400 #
SR+ 仁愛の戦巫女 サクラ(サイン) ¥1,500 SR 神刀に選ばれし皇女 カムイ(女) ¥550 #
SR+ 神刀に選ばれし皇女 カムイ(女)(サイン) ¥2,200 SR 暗黒の聖騎士 マークス ¥100
SR+ 暗黒の聖騎士 マークス(サイン) ¥800 SR 美しき死神 カミラ ¥1,600
SR+ 暗天の明星 エリーゼ(サイン) ¥2,800 SR ダークネス・プリンス レオン ¥1,000
R+ 白き歌い手 アクア ¥50 SR 暗天の明星 エリーゼ ¥1,600
R+ 爆炎使い サイゾウ ¥50 SR ファイティング・バトラー ジョーカー ¥400
R+ 桜花の守り人 カザハナ ¥100 R 陽光に立つ剣士 ソレイユ ¥20
R+ 完璧なる翼 ツバキ ¥100 R 負けず嫌いな弓騎士 ルーナ ¥20
R+ 黒き歌い手 アクア ¥50 HN 白き神竜姫 カンナ(女) ¥10
R+ 美装の王子 フォレオ ¥50 HN 愛を知らぬ刃 ベルカ ¥10
R+ 陽光に立つ剣士 ソレイユ ¥100 N 白夜の弟王子 タクミ ¥10
R+ 宵闇のソーサラー オフェリア ¥100 N 見習い天馬武者 エマ ¥10
SR 神刀に選ばれし皇子 カムイ(男) ¥100
SR 轟雷の剣聖 リョウマ ¥150
SR 紅蓮の将姫 ヒノカ ¥700
SR 風纏う神射手 タクミ ¥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

仁愛の戦巫女 サクラ 暗天の明星 エリーゼ 美しき死神 カミラ 神刀に選ばれし皇女 カムイ(女)

(サイン) 仁愛の戦巫女 サクラ(サイン) 神刀に選ばれし皇女 カムイ(女)(サイン)



レア カード名 買取金額 レア カード名 買取金額

SR+ 救国の英雄 マルス(サイン) ¥800 SR ブラックナイツ カミュ ¥100
SR+ 愛を説く翼 シーダ(サイン) ¥1,500 SR 新たなる聖王 クロム ¥200 #
SR+ 紅の死神 ナバール(サイン) ¥600 SR 未来を知る者 ルキナ ¥400 #
SR+ 新たなる聖王 クロム ¥300 SR スイーテストアサシン ガイア ¥300
SR+ 未来を知る者 ルキナ(サイン) ¥1,300 SR 完璧なる天馬騎士 ティアモ ¥1,200
SR+ 愛と執念の闇使い サーリャ ¥1,000 SR 愛と執念の闇使い サーリャ ¥700
R+ プリンセス ミネルバ ¥100 SR 選ばれし希望の戦士 ウード ¥100
R+ 天馬三姉妹の長姉 パオラ ¥100 R プリンセス ミネルバ ¥30
R+ 天馬三姉妹の次女 カチュア ¥100 R 聖王の神軍師 ルフレ(女) ¥30
R+ 天馬三姉妹の末っ子 エスト ¥100 R 心優しき自警団の花 スミア ¥100
R+ 聖王の神軍師 ルフレ(女)(サイン) ¥400 R 永遠の幼子 ノノ ¥1,000
R+ イーリス聖王国の王女 リズ(サイン) ¥400 R ロザンヌの守護者 セルジュ ¥20
R+ 孤高の刃 ロンクー ¥50 R 花の似合う男 アズール ¥30
R+ 花の似合う男 アズール ¥100 HN 物陰の闇使い サーリャ ¥10
SR 救国の英雄 マルス ¥250 HN 飛翔せし漆黒の翼 ジェローム ¥20
SR 愛を説く翼 シーダ ¥1,200 HN マルスを名乗る剣士 ルキナ ¥10
SR 紅の死神 ナバール ¥200 N 花占いの乙女 スミア ¥10
SR マムクート・プリンセス チキ ¥2,300 N おてんばマムクート ノノ ¥10

慈愛の聖女 レナ マムクート・プリンセス チキ 永遠の幼子 ノノ 完璧なる天馬騎士 ティアモ

未来を知る者 ルキナ(サイン)

・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


