
モンキー・D・ルフィ -Brother's Bond-(兄弟の絆) ¥2,400

ワンピース　新世界Ver.

ブルック　新世界Ver. ¥1,000

ジュエリー・ボニー

ナミ　新世界Ver.
ニコ・ロビン　新世界Ver.

ウソップ　as　カメレオン

¥4,400 ¥800

トニートニー・チョッパー　わたあめ大好きVer.

ワンピース　Artist Special　(初期大箱)

シャンクス　as　ライオン ¥2,800

¥4,400

トニートニー・チョッパー　as　レッサーパンダ

¥5,600¥4,800 ¥3,200

トニートニー・チョッパー　嬉しくねェよコノヤローVer.
¥1,200

トラファルガー・ロー ¥1,200

ワンピースフィギュアーツ
トニートニー・チョッパー ¥500

ゲッコー・モリア マゼラン 藤虎 イッショウ

”青雉”クザン ¥2,400

¥4,800

ナミ　as　ネコ

トラファルガー・ロー　as　ユキヒョウ

¥2,000 ¥5,600

¥8,000

マーシャル・D・ティーチ

”黄猿”ボルサリーノ ¥3,600

サンジ　as　ビッグホーン

¥5,600

エドワード・ニューゲート　as　シロクマ ¥17,600

マルコ エドワード・ニューゲート

¥1,500

¥1,200
¥1,200

¥2,000

トニートニー・チョッパー　有名人みたいじゃねーかようコンニャロVer.

¥800

¥3,200

シャンクス
シャンクス(ストロング・ワールドver.)

シーザー・クラウン

¥700
¥700
¥800

モンキー・D・ルフィ　as サル

ロロノア・ゾロ　as　トラ

モンキー・D・ルフィ　新世界編　Special Color Edition
シャンクス(頂上決戦Ver.)
シャンクス(頂上決戦Ver.)Special Color Edition ¥2,000

¥6,000

¥1,300

ジュラキュール・ミホーク

¥1,600
¥1,200

¥800
¥1,600

¥2,400

¥800

¥1,000

トニートニー・チョッパー　新世界Ver.

ロロノア・ゾロ　新世界編　Special Color Edition

¥800
¥1,000

2017/8/12

コアラ
コビー＆ヘルメッポ

ゲッコー・モリア
剣闘士ルーシー

ケイミー ¥400

フランキー　as　サイ ¥7,200 トラファルガー・ロー -ドレスローザ編-

¥6,000
S.H.Figuarts

トニートニー・チョッパー(おまえら元気かコノヤローVer.)

トニートニー・チョッパー＆Dr.ヒルルク

モンキー・D・ルフィ　新世界Ver.

クロコダイル ¥1,200

¥1,200

¥800
¥6,000

¥1,200
ニコ・ロビン　as　ハヤブサ ¥4,000

トラファルガー・ロー　-王下七武海Ver.-
トラファルガー・ロー　-王下七武海Ver.- Special Color Edition

ドンキホーテ・ドフラミンゴ ¥2,400

¥1,200

ドンキホーテ・ドフラミンゴ -ドレスローザ編- ¥4,800ポートガス・D・エース　as　クロヒョウ ¥9,600
ブルック　as　キリンの骨 ¥6,000

ナミ -Ver.ミルキーボール- ¥2,000
ニコ・ロビン -ドレスローザ編- ¥2,800モンキー・D・ルフィ　as　サル ¥5,200

マーシャル・D・ティーチ　as　カバ ¥12,000

バギー ¥1,600
バジル・ホーキンス ¥1,200
バーソロミュー・くま ¥3,200
バルトロメオ ¥4,000

ドンホーテ・ドフラミンゴ　as フラミンゴ ¥4,800 バルトロメオ　麦わらの一味傘下Ver. ¥1,600
¥3,200

¥3,200 ハンニャバル ¥2,000
藤虎 イッショウ ¥5,600

”青雉”クザン　-Battle Ver.- ¥3,200 ベビー5 ¥2,000
¥4,800 ベポ ¥2,400

サンジ　-Battle Ver.- ¥1,000 ペローナ ¥1,600
”赤犬”サカズキ　-Battle Ver.-

ペローナ　スリラーバーグ編 ¥1,600
サンジ　-Battle Ver.-悪魔風脚一級挽き肉 ¥2,800

ボア・ハンコック ¥1,500

サンジ　-Battle Ver.-悪魔風脚画竜点睛ショット ¥2,400

ジュラキュール・ミホーク　-Battle Ver.-　 ¥1,900 ボア・ハンコック 恋はいつでもハリケーンなのじゃ！！！ 強化買取
シャンクス　-Battle Ver.- ¥1,800

ボア・ハンコック&サロメ ¥800
トラファルガー・ロー　-Battle Ver.- ¥1,600 ボア・ハンコック&サロメ(わらわは黄金も似合うのじゃVer.) ¥2,400
そげキング　-Battle Ver.- ¥1,500

ボア・ハンコック　-Battle Ver.- ¥1,900 ボア・ハンコック(わらわは白も似合うのじゃVer.) ¥3,200
¥800ナミ　-Battle Ver.- ¥3,200ボア・ハンコック(見下しすぎて逆に見上げてるVer.)

ホーディ・ジョーンズ ¥1,200
ポートガス・D・エース　-Battle Ver.- ¥2,300 ポートガス・D・エース ¥1,200
ボア・ハンコック Love Hurricane ver 強化買取

ポートガス・D・エース -Brother's Bond-(兄弟の絆) ¥2,000
ポートガス・D・エース　Special Color Edition ¥1,200

¥5,200ポートガス・D・エース　-Battle Ver.十字火-
ポートガス・D・エース　-Battle Ver.十字火-Special Color Edition ¥5,200
モンキー・D・ルフィ　-ゴムゴムの鷹鞭- ¥2,400 ポートガス・D・エース(ストロング・ワールドver.) ¥800
モンキー・D・ルフィ　Battle Ver. ゴムゴムの火拳銃 ¥5,200 マーシャル・D・ティーチ ¥2,000

マゼラン ¥5,600
マルコ ¥5,600

¥1,500ロロノア・ゾロ　-Battle Ver.-
ロロノア・ゾロ　-Battle Ver.　極虎狩り- 強化買取

マルコ不死鳥ver ¥4,000
モンキー・D・ルフィ ¥700

¥3,200
ワンピースフィギュアーツ

ロロノア・ゾロ　-Battle Ver.　煉獄鬼斬り-

モンキー・D・ルフィ　イエローベストver. ¥800
”赤犬”サカズキ ¥3,200
アーロン ¥1,600 ヤソップ ¥800
ヴァイオレット ¥1,500 ユースタス・キッド ¥1,200

ルフィ・エース・サボ　-義兄弟の約束- ¥3,200
エドワード・ニューゲート ¥4,800 レベッカ ¥2,400
X・ドレーク ¥800

¥5,200エネル

キャベンディッシュ ¥2,400
キラー

サボ　新世界 Ver. ¥1,200

ジンベエ　新世界Ver. ¥2,400

ウソップ　新世界Ver. ¥800

¥4,000

サディちゃん
シーザー・クラウン

¥800 サンジ　新世界Ver. ¥800

ロロノア・ゾロ　新世界Ver.

フランキー　新世界Ver.

トニートニー・チョッパー 買い物なんか楽しくねェよコノヤローVer.

しらほし姫 ¥2,400
シルバーズ・レイリー ¥1,000

ジョズ

スモーカー　パンクハザードver. ¥1,200
セニョール・ピンク ¥4,000
戦桃丸 ¥2,400
たしぎ ¥800

スモーカー ¥1,000

¥1,600

ワンピース　Artist Special　(小箱)

ワンピース -Battle Ver.-

ベン・ベックマン ¥800

¥1,600

たしぎ　パンクハザードVer. ¥1,200



フィギュアーツZERO -ONE PIECE 20周年ver

ロロノア・ゾロ -ONE PIECE 20周年ver 強化買取

ブルック -ONE PIECE 20周年ver 強化買取
モンキー・D・ルフィ -ONE PIECE 20周年ver. 強化買取

トニートニー・チョッパー-ONE PIECE 20周年ver 強化買取

ニコ・ロビン -ONE PIECE 20周年ver

ロロノア・ゾロ　

サンジ-ONE PIECE 20周年ver 強化買取

¥1,600

ポートガス・D・エース ¥1,200
モンキー・D・ルフィ ¥1,200

¥800
¥1,600

ワンピース 5th Anniversary Edition
ロブ・ルッチ　FILM GOLD Ver.
モンキー・D・ルフィ　FILM GOLD Ver.Opening ¥2,400

トニートニー・チョッパー

¥700

モンキー・D・ルフィ　FILM GOLD Ver.
¥1,200ナミ　FILM GOLD Ver.

トニートニー・チョッパー　FILM GOLD Ver.

¥1,200

サボ

¥2,800

¥2,400

¥1,600

強化買取

¥2,000

モンキー・D・ルフィ＆トラファルガー・ロー　

強化買取

ナミ　決戦服(8 years old)Ver. ¥2,000

ナミ -ONE PIECE 20周年ver

強化買取ウソップONE PIECE 20周年ver

¥4,400

コアラ

アイン　将校服Ver. ¥2,000

フランキー　決戦服Ver. ¥2,400

¥2,400

ニコ・ロビン　決戦服Ver.

エネル 　シロクマ カバ トラ クロヒョウ サイ

¥12,000 ¥8,000 ¥9,600 ¥7,200

2017/8/12

レッサーパンダ

¥6,000
S.H.Figuarts ワンピースフィギュアーツ

ワンピース　-FILM Z-

¥5,200 ¥17,600

アイン ¥1,200

青雉クザン　FILM Z Ver. ¥1,600
ウソップ　決戦服Ver. ¥2,000
サンジ　決戦服Ver. ¥2,400
ゼット ¥2,000

トニートニー・チョッパー　FILM Z Ver. ¥800
ナミ　決戦服Ver.

¥1,600トニートニー・チョッパー　決戦服Ver.　

ブルック　決戦服Ver. ¥2,000
¥1,500モンキー・D・ルフィ　FILM Z 決戦服Ver.

¥2,400ロロノア・ゾロ　決戦服Ver.
モンキー・D・ルフィ　決戦服出陣Ver.

ワンピース　-FILM GOLD-
カリーナ ¥3,600
ギルド　テゾーロ

サボ ¥2,400

¥3,200


