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茨城鑑定団　デュエルマスターズ買取表 2017/12/10

弾数 レア ﾏｰｸ 文明 カード名 型番 買取価格
DMX18 自然 邪帝斧 ボアロアックス/邪帝遺跡 ボアロバゴス/我臥牙 ヴェロキボアロス 16a/50 150
DMX22-b 自然 邪帝斧 ボアロアックス 61a/??? 300
DMR19 ｽｰﾊﾟｰ ✜ 自然 裏革命目 ギョギョラス S8/S9 10
DMR19 ｽｰﾊﾟｰ ✜ 自然 S級原始 サンマッド S9/S9 10
RP1 ｱﾝｺ U 自然 桜風妖精ステップル 55/93 10

ﾍﾞﾘｰ ✪ 自然 お目覚めメイ様 10
DMR17 ｽｰﾊﾟｰ ✜ 自然 界王類七動目 ジュランネル S10/S10 400

ｽｰﾊﾟｰ ✜ 自然 界王類邪龍目 ザ＝デッドブラッキオ 150
DMX26 ｽｰﾊﾟｰ ✜ 自然 界王類邪龍目 ザ＝デッドブラッキオ S5/S5 200
DMR13 ｽｰﾊﾟｰ ✜ 自然 界王類絶対目 ワルド・ブラッキオ S5/S5 500
DMR19 ﾍﾞﾘｰ ✪ 自然 革命目 ギョギョウ 9/87 10
DMR20 ｽｰﾊﾟｰ ✜ 自然 革命類侵略目 パラスキング S7/S9 100
ﾌﾟﾛﾓ ｱﾝｺ ◆ 自然 華獣の覚醒者アリゲーター/時空の花カイマン P12b/Y9 100
ﾌﾟﾛﾓ ｺﾓﾝ ● 自然 霞み妖精ジャスミン P47/Y11 50
ﾌﾟﾛﾓ ｺﾓﾝ ● 自然 霞み妖精ジャスミン P48/Y12 300
DMX24 ｺﾓﾝ ● 自然 霞み妖精ジャスミン 50/54 10
DM28 ｺﾓﾝ ● 自然 カブラ･カターブラ 107/110/Y7 10
DMR16真 ﾍﾞﾘｰ ✪ 自然 恐･古代王 サウザールピオ/恐龍界樹 ジュダイオウ 4ｂ/54 10
DM23 ｱﾝｺ ◆ 自然 曲芸メイド･リン･ララバイ 35/55/Y5 50
RP2 ｽｰﾊﾟｰ SR 自然 グレート･グラスパー S9/S10 600
RP2 ｼｰｸﾚｯﾄ SR 自然 グレート･グラスパー S9秘/S10 700
DMR17 ﾍﾞﾘｰ ✪ 自然 幻影 ミスキュー 11/94 50
DMR23 ｽｰﾊﾟｰ ✜ 自然 剛撃古龍 テラネスク S4/S9 300
DM9 ｺﾓﾝ ● 自然 強欲の開拓 55/55 10
DMR13 ﾋﾞｸﾄﾘｰ Ｖ 自然 古代王 ザウルピオ/始原塊 ジュダイナ V4b/V4 500
RP2 ｽｰﾊﾟｰ SR 自然 古代楽園モアイランド S10/S10 350
RP2 ｼｰｸﾚｯﾄ SR 自然 古代楽園モアイランド S10秘/S10 400
DMR13 ﾚｱ ★ 自然 古龍遺跡エウル＝ブッカ 39/110 50
ﾌﾟﾛﾓ ﾚｱ ★ 自然 古龍遺跡エウル＝ブッカ P51/Y14 600
ﾌﾟﾛﾓ ﾚｱ ★ 自然 古龍遺跡エウル＝ブッカ P54/Y14 300
ﾌﾟﾛﾓ ﾚｱ R 自然 古龍遺跡エウル＝ブッカ P70/Y16 100
DMR15 ｽｰﾊﾟｰ ✜ 自然 始英雄 ザウロディレクス S5/S5 10

ｺﾓﾝ ● 自然 次元の霊峰 10
ｱﾝｺ ◆ 自然 獅子王の遺跡 10

ﾌﾟﾛﾓ ｱﾝｺ ◆ 自然 シビレアシダケ P40/Y4 150
DMX12-b ﾍﾞﾘｰ ✪ 自然 口寄の化身 58/??? 50

ｽｰﾊﾟｰ ✜ 自然 邪帝類五龍目 ドミティウス 10
DMX15 ﾚｱ ★ 自然 呪紋のカルマ インカ 7/30 150
DMX25 ｺﾓﾝ ● 自然 堀師の銀 19/51 10
ﾌﾟﾛﾓ ﾚｱ ★ 自然 進化設計図 P6/Y4 400
ﾌﾟﾛﾓ ﾚｱ ★ 自然 神秘の宝箱 P55/Y9 2,800

ﾚｱ ★ 自然 神秘の宝箱 10
ｱﾝｺ ◆ 自然 深緑の魔方陣 100

ﾌﾟﾛﾓ ｺﾓﾝ ● 自然 スナイプ・モスキート P17/Y14 30
DMX19 ｽｰﾊﾟｰ ✜ 自然 大神砕グレイトフル・ライフ S40h/??? 100

ｽｰﾊﾟｰ ✜ 自然 大神砕グレイトフル・ライフ 50
ﾌﾟﾛﾓ ｱﾝｺ ◆ 自然 大勇者「大地の猛攻」 WINNER 2,800

ﾚｱ ★ 自然 魂の大番長「四つ牙」/バンカラ大親分 メンチ斬ルゾウ 10
ﾌﾟﾛﾓ ｺﾓﾝ ● 自然 ダンディ・ナスオ P29/Ｙ4 400

ﾍﾞﾘｰ ✪ 自然 地掘類蛇蝎目 ディグルピオン 10
DMR18 ｽｰﾊﾟｰ ✜ 自然 超幻影 ワラシベイベー S9/S9 10
DM36 ｺﾓﾝ ● 自然 超次元フェアリー･ホール 109/110(V.C.) 10
DMX25 ｺﾓﾝ ● 自然 超次元フェアリー･ホール 20/51 10
DMR18 ｽｰﾊﾟｰ ✜ 自然 超獣軍隊 ベアフガン S8/S9 50

ﾍﾞﾘｰ ✪ 自然 超神星ジュピター･キングエンパイア 9/110/Y5 250
ﾌﾟﾛﾓ ﾍﾞﾘｰ ✪ 自然 超天星バルガライゾウ P37/Y9 200

ﾍﾞﾘｰ ✪ 自然 超天星バルガライゾウ 10
DMX22-b ﾍﾞﾘｰ ✪ 自然 超天星バルガライゾウ 35/??? 10
DMR-22 ｽｰﾊﾟｰ ✜ 自然 D2B バブール S3/S9 10
DMR21 ﾚｱ ★ 自然 Dの花道 ズンドコ晴れ舞台 19/94 10
RP1 ﾚｱ R 自然 デスマッチ･ビートル 27/93 200
DMX22-b ｱﾝｺ ◆ 自然 天真妖精オチャッピィ 37/??? 500
ﾌﾟﾛﾓ ｱﾝｺ ◆ 自然 天真妖精オチャッピィ P68/Y11 700
RP3 ｽｰﾊﾟｰ SR 自然 天風のゲイル･ヴェスパー S9/S9 400
RP3 ｼｰｸﾚｯﾄ SR 自然 天風のゲイル･ヴェスパー S9秘/S9 400
DM14 ｽｰﾊﾟｰ ✜ 自然 闘匠メサイヤ S9/S10 50



2 P弾数 レア ﾏｰｸ 文明 カード名 型番 買取価格
ﾌﾟﾛﾓ ﾚｱ ★ 自然 獰猛なる大地 P46/Y12 300
DMR14 ﾚｱ ★ 自然 トレジャー･マップ 19d/55 100
ﾌﾟﾛﾓ ﾚｱ ★ 自然 トレジャー･マップ P96/Y14 100
ﾌﾟﾛﾓ ﾚｱ ★ 自然 トレジャー･マップ P73/Y15 200
RP1 ｽｰﾊﾟｰ SR 自然 ハイパー･マスティン S9/S10 100
RP1 ｼｰｸﾚｯﾄ SR 自然 ハイパー･マスティン S9秘/S10 100
DM32 ﾚｱ ★ 自然 爆進イントゥ・ザ・ワイルド 39/110/Y8 10
ﾌﾟﾛﾓ ﾚｱ ★ 自然 爆進イントゥ・ザ・ワイルド P33/Y15 10
ﾌﾟﾛﾓ ﾚｱ ★ 自然 爆進イントゥ・ザ・ワイルド P8/Y8 700
RP1 ｽｰﾊﾟｰ SR 自然 パンプパンプ･パンツァー S10/S10 10
RP1 ｼｰｸﾚｯﾄ SR 自然 パンプパンプ･パンツァー S10秘/S10 10

ﾍﾞﾘｰ ✪ 自然 ビクトリー・アップル 50
ﾌﾟﾛﾓ ｺﾓﾝ ● 自然 フィーバー･ナッツ P26/Y3 100
DM12 ｺﾓﾝ ● 自然 フィーバー･ナッツ 54/55 10
ﾌﾟﾛﾓ ｱﾝｺ ◆ 自然 フェアリー・ギフト P22/Y13 150
ﾌﾟﾛﾓ ｱﾝｺ ◆ 自然 フェアリー・ギフト P31/Y11 400
DMD34 自然 フェアリー･トラップ 5/13 50

ｺﾓﾝ ● 自然 フェアリーの火の子祭 10
ﾌﾟﾛﾓ ｺﾓﾝ C 自然 フェアリーの火の子祭 P12/Y16 650
DMX24 ｺﾓﾝ ● 自然 フェアリー・ライフ 53/54 10
DMX22-b ｺﾓﾝ ● 自然 フェアリー・ライフ 70/??? 10
ﾌﾟﾛﾓ ｺﾓﾝ ● 自然 フェアリー･ライフ P16/Y15 10
ﾌﾟﾛﾓ ｺﾓﾝ ● 自然 フェアリー・ライフ P17/Y11 150
ﾌﾟﾛﾓ ｺﾓﾝ ● 自然 フェアリー・ライフ P35/Y10 700
ﾌﾟﾛﾓ ｺﾓﾝ ● 自然 フェアリー・ライフ P53/Y9 500
ﾌﾟﾛﾓ ｺﾓﾝ ● 自然 フェアリー・ライフ P6/Y2 10
ﾌﾟﾛﾓ ｺﾓﾝ ● 自然 フェアリー・ライフ P7/Y2 6,500
ﾌﾟﾛﾓ ｺﾓﾝ ● 自然 フェアリー・ライフ P87/Y13 200
ﾌﾟﾛﾓ ｺﾓﾝ C 自然 フェアリー･ライフ P16/Y16 2,500
ﾌﾟﾛﾓ ｺﾓﾝ C 自然 フェアリー･ライフ P19/Y16 200
DMR20 ﾍﾞﾘｰ ✪ 自然 武家類武士目 ステージュラ 7/70 50
DMR23 ﾍﾞﾘｰ ✪ 自然 ベイB ジャック 5/74 50
ﾌﾟﾛﾓ ｺﾓﾝ ● 自然 冒険妖精ポレゴン P15/Y3 30
RP3 ｽｰﾊﾟｰ SR 自然 マイト･アンティリティ S8/S9 10
RP3 ｼｰｸﾚｯﾄ SR 自然 マイト･アンティリティ S8秘/S9 10

ｱﾝｺ ◆ 自然 マナ・クライシス 300
DMR9 ﾚｱ ★ 自然 ミステリー・キューブ 39/110 10
ﾌﾟﾛﾓ ﾚｱ ★ 自然 密林の総督ハックル・キリンソーヤ P27/Y13 250
ﾌﾟﾛﾓ ﾚｱ ★ 自然 鳴動する ギガ･ホーン P39/Y4 150
SP1 ｽｰﾊﾟｰ SR 自然 メガロ･カミキュロス 6/48 50

ｽｰﾊﾟｰ ✜ 自然 恵みの大地ババン・バン・バン 50
DMD33 自然 社の死神 再誕の祈 9/19 50
DMX26 ｺﾓﾝ ● 自然 雪精 ジャーベル 25/54 30
DM39 ﾚｱ ★ 自然 獣王の手甲 15/99 10
DMX26 ﾚｱ ★ 自然 龍魂遺跡 グリーネ 23a/54 10
DMX18 自然 龍覇 イメン＝ブーゴ 17/50 250
ﾌﾟﾛﾓ 自然 龍覇 イメン＝ブーゴ P53/Y14 2,500
DMX22-b ﾚｱ ★ 自然 龍覇 サソリス 66/??? 100
ﾌﾟﾛﾓ ﾚｱ ★ 自然 龍覇 サソリス P39/Y13 350
DMX22-b ﾚｱ ★ 自然 龍覇 ザ＝デッドマン 60/??? 50
ﾌﾟﾛﾓ ｱﾝｺ ◆ 自然 龍覇 マリニャン P74/Y13 100
DMX26 ｱﾝｺ ◆ 自然 龍覇 マリニャン 24/54 10
DM12 ｽｰﾊﾟｰ ✜ 自然 緑神龍アーク・デラセルナ S1/S5 10
ﾌﾟﾛﾓ 自然 緑神龍ソウルガルダス P32/Y3 50
ﾌﾟﾛﾓ ﾚｱ ★ 自然 緑神龍ミルドガルムス P41/Y5 100
DMX19 ｽｰﾊﾟｰ ✜ 自然 連鎖類超連鎖目 チェインレックス 500


