
カード番号 トレッタ名 買取金額
1-01. ケルディオ ¥500
1-02. キュレム ¥300
2-00 キュレム ¥200
2-01. レシラム ¥200
2-02. ゼクロム ¥200
2-03. ケルディオ ¥200
3-00 レシラム ¥200
3-01. ホワイトキュレム ¥100
3-02. ブラックキュレム ¥100
4-00 ゼクロム ¥200
5-00 レックウザ ¥300
5-01. ブラックキュレム ¥200
5-02. ホワイトキュレム ¥100
6-00 ミュウツー ¥500
6-01. ゲノセクト ¥100
6-02. リザードン ¥100
6-03. ダークライ ¥100
7-00 アルセウス ¥600
7-01. ミュウツー ¥100
7-02. 赤いゲノセクト ¥100
7-03. レックウザ ¥200
7-04. ビクティニ ¥200
8-00 ミュウ ¥500
8-01. レシラム ¥200
8-02. ゼクロム ¥200
8-03. キュレム ¥200
00-？？ ミロカロス ¥200
00-00 ゼルネアス ¥800
00-01 ギラティナ ¥100
00-02 メタグロス ¥100
00-03 ブリガロン ¥100
01-00 イベルタル ¥500
01-01 ミュウツー ¥200
01-02 リザードン ¥100
01-03 マフォクシー ¥100
02-00 ダークライ ¥400
02-01 ゼルネアス ¥200
02-02 イベルタル ¥200
02-03 ゲッコウガ ¥100
02-04 ルカリオ ¥200
03-00 ディアルガ ¥500
03-01 ディアンシー ¥100
03-02 バンギラス ¥100
03-03 リザードン ¥100
04-？？ ディアンシー ¥300
04-00 ゲンシグラードン ¥800
04-01 ゲンシカイオーガ ¥800
05-00 レックウザ ¥300



カード番号 トレッタ名 買取金額
Z1-XX ジガルデ ¥300
Z1-RE レックウザ ¥500
Z1-00 ゼルネアス ¥500
Z1-01 イベルタル ¥500
Z1-02 ライコウ ¥200
Z1-03 エンテイ ¥200
Z1-04 スイクン ¥200
Z1-05 メタグロス ¥200
Z1-06 リザードン ¥200
Z1-07 ピカチュウ ¥200 カード番号 トレッタ名 買取金額
Z1-08 ダークライ ¥200 U1-00 ジガルデ ¥200
Z2-XX ジガルデ ¥800 U1-01 ヤンチャム ¥100
Z2-RE キュレム ¥300 U1-02 ディアルガ ¥100
Z2-00 ホワイトキュレム ¥500 U1-03 パルキア ¥100
Z2-01 ブラックキュレム ¥500 U1-04 ギラティナ ¥100
Z2-02 コバルオン ¥200 U1-05 ガブリアス ¥100
Z2-03 テラキオン ¥200 U2-XX キュレム ¥300
Z2-04 ビリジオン ¥200 U2-00 ルギア ¥200
Z2-05 ジラーチ ¥200 U2-01 ホウオウ ¥300
Z2-06 サトシゴッコウガ ¥500 U2-02 レシラム ¥200
Z2-07 ジガルデ ¥100 U2-03 ゼクロム ¥200
Z2-08 ニンフィア ¥200 U2-04 レジギガス ¥100
Z3-XX ミュウツー ¥800 U3-?? ジラーチ ¥100
Z3-RE アルセウス ¥500 U3-XX アルセウス ¥500
Z3-00 レックウザ ¥600 U3-00 フーパ ¥300
Z3-01 ゼルネアス ¥300 U3-01 ラティオス ¥100
Z3-02 イベルタル ¥300 U3-02 ラティアス ¥100
Z3-03 レシラム ¥300 U3-03 ゲンシグラードン ¥200
Z3-04 ゼクロム ¥300 U3-04 ゲンシカイオーガ ¥200
Z3-05 ディアルガ ¥200 U3-05 ディアルガ ¥100
Z3-06 パルキア ¥200 U3-06 パルキア ¥100
Z3-07 ゲンシグラードン ¥400 U3-07 ギラティナ ¥100
Z3-08 ゲンシカイオーガ ¥400 U3-08 キュレム ¥100
Z4-XX ミュウ ¥2,000 U4-XX フーパ ¥700
Z4-RE フーパ ¥600 U4-00 セレビィ ¥200
Z4-00 ミュウツー（左向き） ¥1,000 U4-01 ミュウ ¥200
Z4-01 ミュウツー（右向き） ¥1,000 U4-02 サンダー ¥100
Z4-02 ホワイトキュレム ¥800 U4-03 ファイヤー ¥100
Z4-03 ブラックキュレム ¥800 U4-04 フリーザー ¥100
Z4-04 ルギア ¥600 U4-05 フシギバナ ¥100
Z4-05 ホウオウ ¥600 U4-06 カメックス ¥100
Z4-06 ゲンシグラードン ¥800 U4-07 リザードン（青） ¥100
Z4-07 ゲンシカイオーガ ¥800 U4-08 リザードン（赤） ¥100


