
ラストワン賞 トラファルガー・ロー ¥500

ワンピース アニメ15周年感謝祭 

ワンピース ドレスローザ編 

ワンピース 剣士編 

D賞 パッパグ&チョッパー

ワンピース パンクハザード編 

ワンピース ART OF Chopper ヴィンテージクリーチャーズ 

ワンピース VS海軍編 

B賞 赤犬フィギュア ¥1,200

¥600

¥600

ワンピース GIRLS COLLECTION vol.2 ～The Strong Girls～ 

D賞 ロビン

B賞 ラブーン&チョッパー ¥600

A賞 ビッグソフビフィギュア

A賞 ホロホロゴースト&チョッパー
A賞 サニー号
B賞 ゾロ ¥400

¥600

D賞 ボニー ¥500
¥500 ラストワン賞 ペローナ幼少期

C賞 サンジ

¥1,500
C賞 ニュース・クー&チョッパー ¥500

¥300

¥2,000
B賞 ユースタス・“キャプテン”キッド ¥500 C賞 ビビ ¥800

ワンピース 新時代幕開け編　スペシャルエディション

¥600

ラストワン賞 たしぎフィギュア スモーカーver.¥300 ¥600

A賞 ペローナフィギュア スペシャルver. ¥900
¥500

C賞 モンキー・D・ルフィ
¥800

C賞 ヒストリーフィギュア「アラバスタ」編 ¥500
D賞 ヒストリーフィギュア「スカイピア」編

A賞 トラファルガー・ロー ¥500 B賞 ナミ

¥1,100

A賞 スモーカー

¥500
ワンピース チョッパー「行くぞ！魚人島」

B賞 ヒストリーフィギュア「ドラム王国」編 ¥500 B賞 トラファルガー・ロー

¥300
A賞 トラファルガー・ロー ¥500 D賞 トラファルガー・ロー

¥900

¥500

C賞 モンキー・D・ルフィ

C賞 モンキー・D・ルフィ ¥200 ラストワン賞 ゴーイング・メリー号 限定カラーver.

E賞 ヒストリーフィギュア「スリラーバーク」編

ワンピース ROMANCE DAWN for the new world～前編～ 

E賞 ブルック

ワンピース ヒストリー オブ チョッパー 

A賞 シャンクス ¥600

B賞 ジオラマフィギュア ¥1,200

C賞 ルフィ ¥200
D賞 シャンクス

A賞 海軍軍艦フィギュア ¥1,500

A賞 火拳のエースフィギュア ¥600 C賞 ヒストリーフィギュア ~ONE PIECE FILM~『冬に咲く、奇跡の桜』 ¥500
D賞 ヒストリーフィギュア ~ONE PIECE FILM~『STRONGWORLD』

¥500

B賞 リューマ

B賞 エドワード・ニューゲート スペシャルカラーver.

¥300
D賞 フランキー ¥800

¥500

ラストワン賞 ミス・オールサンデーの電伝虫&チョッパー ¥500

¥1,200

¥600
B賞 ユースタス・“C”・キッド

ラストワン賞 ゾロ スペシャルカラーver.

一番くじフィギュア ヒストリー オブ チョッパー ～ONE PIECE FILM～
A賞 ヒストリーフィギュア ~ONE PIECE FILM~ 『Z』 ¥600

ワンピース マリンフォード編　 B賞 ヒストリーフィギュア ~ONE PIECE FILM~『砂漠の王女と海賊たち』 ¥500

¥2,700 ¥2,100 ¥1,500 ¥2,100 ¥1,800 ¥2,100
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¥2,700

B賞 イヌアラシフィギュア C賞 ネコマムシフィギュア B賞 彩式エドワード・ニューゲートフィギュア A賞 咲き誇れ！ナミフィギュア B賞 華麗なり！ロビンフィギュア ラストワン賞 ナミフィギュア～格別ver.～ B賞 コラソンフィギュア

¥1,800

¥1,200

A賞 ルフィフィギュア ¥500

C賞 ヒストリーフィギュア「魚人島」

C賞 幼少期フィギュア ¥1,500

¥300 C賞 黄猿フィギュア ¥1,700
ラストワン賞 クザンフィギュア ¥900

¥900

ワンピース ヒストリーオブルフィ 

¥500

A賞 火拳のエース ¥800

B賞 シャンクスフィギュア

B賞 旅立ちエース ¥600

ラストワン賞 シャンクスフィギュアスペシャルカラーver. ¥800
ワンピース ヒストリーオブエース 

A賞 ゴール・D・ロジャー ¥600 ラストワン賞 火拳のエース SPカラーver. ¥900
B賞 モンキー・D・ルフィ ¥500 ワンピース ヒストリーオブゾロ
ラストワン賞 シルバーズ・レイリー ¥300 A賞 ゾロ 覇気・武装色ver. ¥900

B賞 師弟 THE GRANDLINE MEN ¥1,300ワンピース チョッパー&クリーチャー 

ワンピース Emotional Episode ドラム王国 

A賞 チョッパー&クリーチャーフィギュア～サウスバード～ ¥500 C賞 ゾロ THE GRANDLINE MEN ¥500
ラストワン賞 ゾロ メタリックカラーver. ¥1,100B賞 チョッパー&クリーチャーフィギュア～ハイキングベア～ ¥500

A賞 しらほし ¥900 A賞 トラファルガー・ロー ¥600

C賞 チョッパー&クリーチャーフィギュア～クンフージュゴン～ ¥400
D賞 チョッパー&クリーチャーフィギュア～偽チョッパー～ ¥300 A賞 エモーショナルフィギュア ¥700

B賞 ユースタス・キッド ¥600
C賞 ペローナ ¥600 C賞 キラーフィギュア ¥600

ワンピース 最悪の世代編

B賞 ハンコック

¥900

C賞 ヒストリーフィギュア「スカイピア」編 ¥200 H賞 ロジャー ¥500

¥600
A賞 ルフィ＆シャンクス ¥2,700

¥1,400

A賞 ヒストリーフィギュア「ドラム王国」編 ¥300 B賞 ルフィ ¥400
B賞 ヒストリーフィギュア「アラバスタ」編 ¥500 E賞 シャンクス ¥600

ラストワン賞 トラファルガー・ロー アナザーヘッドver.

C賞 ドンキホーテ・ドフラミンゴフィギュア ¥600

ラストワン賞 ヒストリーフィギュア「魚人島」編 ¥300 A賞 ルーシーフィギュア ¥1,100

ラストワン賞 トラファルガー・ローフィギュア 変装ver. ¥900
C賞 エース ¥800

B賞 エドワード・ニューゲート　フィギュア ¥1,500

ラストワン賞 ゼット ¥900

ワンピース 新時代幕開け編 

D賞 シルバーズ・レイリー

ラストワン賞 ルフィ&レイリー ¥600

B賞 トラファルガー・ローフィギュア

ワンピース GIRLS COLLECTION

E賞 ヒストリーフィギュア「シャボンディ諸島」編 ¥300

B賞 ロジャー ¥1,200

ワンピースメモリーズ 

¥300

ワンピース ROMANCE DAWN for the new world～後編～ 

ラストワン賞 レジェンドフィギュア EDWARD・NEWGATE ¥800

B賞 ルフィ ¥300

A賞エドワード・ニューゲート ¥1,200

¥800

B賞 ミホーク

E賞 ユースタス・“キャプテン”キッド ¥500

ラストワン賞 しらほし幼少期 ¥700
ヒストリー オブ チョッパー GOLDEN EDITION

D賞 ヒストリーフィギュア「スリラーバーク」編 ¥300

E賞 ウソップ&チョッパー ¥300
ワンピース The Legend of EDWARD・NEWGATE編

ラストワン賞ヒストリーフィギュア ~ONE PIECE FILM~『ギューニューブーム』¥500

¥1,200A賞 ゾロ

A賞 ゴール・D・ロジャー ¥900
ワンピース Change of Generation 

¥2,100
C賞 たしぎ ¥800

ワンピース The Legend of GOL・D・ROGER編

C賞 ナミ

¥1,700
ワンピース ハッピーバースデー　チョッパー 

ワンピース マリンフォード最終決戦編 

ワンピース マリンフォード編　スペシャルエディション 

B賞 エドワード・ニューゲート　フィギュア　メタリックカラーver.

C賞 ルフィ ¥300

A賞 火拳のエースフィギュア　メタリックカラーver.



A賞 サボフィギュア ¥600

ラストワン賞 ドレスアップローフィギュアラストワンカラー ¥800
ワンピース 大海賊シャンクス ～The Great Captain～　

ワンピース～military style～　

C賞 ゾロフィギュア
¥600

B賞 青年期シャンクスフィギュア ¥300

ワンピース ドレスローザバトル編　

一番くじ ワンピース目指せ！！ホールケーキアイランド

¥1,100 ¥1,800¥2,000
C賞 バギーフィギュア

¥2,700 ¥1,300
A賞 ルーシーフィギュア

¥2,100 ¥2,700
ラストワン賞 ゾロ スペシャルカラーver. B賞 リューマ A賞 ルフィ＆シャンクス B賞 師弟 THE GRANDLINE MEN B賞 ナミ
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ワンピース メモリーズ2　

¥800

A賞 サンジフィギュア ¥600
ワンピース コロシアム決戦編 B賞　ヨンジフィギュア ¥900

A賞 謎の男フィギュア ¥600 C賞 レイジュフィギュア ¥1,700

一番くじフィギュア

B賞 変装ver.謎の男フィギュア ¥600 ラストワン賞 サンジフィギュアスペシャルカラーver. ¥900
C賞 コアラフィギュア ¥600
ラストワン賞 謎の男フィギュアスペシャルカラーver. ¥500

ワンピース 熱き絆編　
A賞 サボフィギュアメラメラver. ¥900
B賞 エースフィギュア ¥900

¥900

A賞 ルフィフィギュア～ワンピース フィルム ゴールド～ ¥600

A賞 ドレスアップローフィギュア ¥600

¥600
ラストワン賞 サボフィギュア スペシャルver.

THE DIMENSIONS賞 SMSP エース 二次元彩色 ¥4,800

ワンピース THE GREAT GALLERY～頂点を極めし者達～　

ワンピース 咲き誇れ！艶色 麦わら絵巻　

ワンピース 麦わらの一味、航海の軌跡　

ラストワン賞 サボフィギュア

A賞 赤髪のシャンクスフィギュア ¥500

ラストワン賞 赤髪のシャンクスフィギュア ラストワンカラーver. ¥500

A賞 ルフィフィギュア ¥700
B賞 ゾロフィギュア ¥900
ラストワン賞 ゾロフィギュア～スペシャルver.～ ¥900

A賞 咲き誇れ！ナミフィギュア ¥1,500
B賞 華麗なり！ロビンフィギュア ¥2,100
ラストワン賞 ナミフィギュア～格別ver.～ ¥1,800

B賞 ゾロフィギュア ¥700
A賞 ルフィフィギュア

C賞 サンジフィギュア ¥600
D賞 ローフィギュア ¥700
ラストワン賞 ルフィフィギュア ラストワンver. ¥600

B賞 ハンコックフィギュア～世界一の美女～ ¥800
A賞 ミホークフィギュア～世界一の大剣豪～ ¥900

C賞 バギーフィギュア～世界一の大海賊（自称）～ ¥1,800
ラストワン賞 ミホークフィギュア～世界一の大剣豪～ラストワンver. ¥900

B賞 彩式エドワード・ニューゲートフィギュア ¥2,100
C賞 彩式シャンクスフィギュア ¥1,100
D賞 墨式エドワード・ニューゲートフィギュア ¥1,500
E賞 墨式シャンクスフィギュア ¥900
アミューズメント一番くじ ワンピース SUPER MASTER STARS PIECE THE PORTGAS・D・ACE　

THE BRUSH賞 SMSP エース ブラシ彩色 ¥1,800
THE SEPIA賞 SMSP エース セピア彩色 ¥1,800
THE TONES賞 SMSP エース 白黒トーン彩色 ¥2,400

C賞 ドンキホーテ・ドフラミンゴフィギュア ¥900
B賞 ジュラキュール・ミホークフィギュア

D賞 王下七武海会議招集メンバー 全6種セット ¥600

A賞 クロコダイルフィギュア ¥800
一番くじフィギュアセレクション ワンピース 王下七武海

一番くじ ワンピース ガルチュー!!ゾウの国

¥1,000

ラストワン賞 聖地マリージョア 七武海会議テーブルセット ¥1,500

A賞 サンジフィギュア ¥600
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B賞 イヌアラシフィギュア ¥1,800
C賞 ネコマムシフィギュア

B賞　ネフェルタリ・ビビフィギュア ¥1,200

ラストワン賞　コレクションブック　ルフィフィギュアセット ¥2,700

01　A　ブラシ彩色　THEBRUSH ¥2,400
アミューズメント一番くじ ワンピース SUPER MASTER STARS PIECE THE SANJI

03　C　白黒トーン彩色THETONES ¥1,700

¥2,100

02　B　ブラシ彩色ⅡTHEBRUSHⅡ ¥2,400

C賞　マルコフィギュア ¥2,100

A賞　ロブ・ルッチフィギュア ¥1,500

ラストワン賞 サンジフィギュアスペシャルカラーver. ¥900
¥2,700

04　D　二次元彩色　DIMENSIONS ¥5,400

B賞 ドフラミンゴフィギュア ¥900

ワンピース ヒストリーオブロー編　

B賞 コラソンフィギュア


