
¥2,400

2018/2/14

 DX　1 エース DX　3　　ミホーク DX　22.23　　コラソン エドワード　ニューゲート　墓 GRA 15 チョッパー　　 CHI　Z 　チョッパー HOOD2サボ

¥2,100 ¥800 ¥900
プライズフィギュア GRANDLINE MEN　15ｔｈ

GRA 15 ドフラミンゴ ¥500

¥1,500 ¥1,200 ¥1,500

¥500

GRANDLINE MEN GRA 15 ロビン ¥800
DX　1　ルフィ ¥500 GRA 15 ナミ ¥800

DX　2 シャンクス ¥900 GRA　Z　ウソップ ¥300

DX　1 エース ¥1,500 DX F FILM　Z
DX　2　ルフｨ ¥500 GRA　Z　ルフィ

DX　3　　ミホーク ¥1,200 GRA　Z　サンジ ¥500
DX　3 ルフィ ¥500 GRA　Z　ゾロ ¥900

DX　4　ロー　 ¥600 CHI　Z 　チョッパー ¥800
DX　4 ルフィ ¥500 CHI　Z 　ナミ　ちび ¥800

DX　5 ルフィ　 ¥400 GRA　Z　アイン ¥500
DX　5 ロー　 ¥600 LADY　Z　ナミ ¥500

DX　5 キッド　 ¥300 GRANDLINE　CHILDREN
DX　6　サンジ　 ¥300 CHILDREN　サボ ¥400

DX 7 サンジ　 ¥300 CHILDREN　エース ¥400
DX　6  レイリー ¥600 CHILDREN　ルフィ ¥600

DX　7 キッド ¥300 CHILDREN　ルッチ ¥50
DX　7 バギー　 ¥500 CHILDREN　ハンコック ¥10

 DX　8　ベックマン ¥100 CHILDREN　スパンダム ¥10
 DX　8 シャンクス ¥600 CHILDREN　ジャブラ ¥10

 DX　9 ゾロ ¥400 CHILDREN　　ロビン ¥50
 DX　9  ヤソップ ¥100 CHILDREN　ファンクフリード ¥300

 DX　10 ウソップ ¥300 CHILDREN　カク ¥50
 DX　10 ルフィ ¥1,100 CHILDREN　ゾロ ¥300

DX　11 マルコ ¥300 CHILDREN　ウソップ ¥100
DX　11  ロジャー ¥300 CHILDREN　サンジ　 ¥400

DX 12 サンジ ¥500 CHILDREN　ボニー ¥100
DX　12 ゾロ ¥800 CHILDREN　しらほし ¥300

¥600

DX　13　フランキー ¥700 CHILDREN　　ロー ¥500
DX　12　 チョッパー ¥600 CHILDREN　　ペローナ ¥500

DX　15 アーロン ¥300 VOL1ヨンジ ¥800

DX　14  ブルック ¥500 GRANDLINE　SERIES　VINSMOKE　FAMILY
DX　14 チョッパー ¥500 VOL1サンジ

DX　16 スモーカー ¥500 VOL2レイジュ ¥800
DX　15 タ イガー ¥300 VOL2サンジ ¥700

DX　17　ヴェルゴ ¥300 VOL3ジャッジ ¥600
DX　17　ドフラミンゴ ¥600 VOL3サンジ ¥700

DX　19　キッド ¥300 VOL4ジャッジ ¥600
DX 　18　トラファルガー ¥300 VOL4ニジ ¥800

¥500

DX　21　サボ ¥600 VOL5レイジュ ¥800
DX　20　キラー ¥100 VOL5イチジ ¥800

DX　0　 シャンクス ¥300 FILM GOLD1ルフィ ¥300

DX　22　　ロー ¥300 DXF ONE PIECE FILM GOLD
DX　22　　コラソン ¥1,500 チョッパー　猿

DX　0 シキ ¥400 FILM GOLD2チョッパー ¥500
DX　0 ガープ ¥400 FILM GOLD1　テゾーロ ¥400

¥500

DX 　23　　ドフラミンゴ ¥600 FILM GOLD3ゾロ ¥300
DX 23　コラソン ¥1,500 FILM GOLD2ブルック ¥500

MEN? ボンクレー ¥500 FILM GOLD5フランキー ¥500

GRANDLINE MEN ? FILM GOLD4サンジ ¥100
MEN? イワンコフ ¥500 FILM GOLD5チョッパー

GRANDLINE MEN SPECIAL FILM GOLD6ルフィ ¥300
エドワード　ニューゲート　白ひげ ¥900 FILM GOLD6ウソップ ¥100

GOLDSPルフィ ¥500

エドワード　ニューゲート　墓 ¥2,400 GOLDSPサンジ ¥600

¥400

クザン　自転車 ¥900 LADYGOLD1ナミ ¥400

THE GRANDLINE VEHICLE GOLDSPゾロ ¥600
ブラキオタンク5号 ¥500

LADY　ボニー ¥400 LADYGOLD2ロビン ¥600

GRANDLINE LADY LADYGOLD1カリーナ ¥500
LADY　ナミ ¥500 LADYGOLD2ナミ

¥600

LADY　オルビア ¥500 MEN&LADYコアラSP ¥800
LADY　ロビン ¥800 MEN&LADYサボSP ¥800

LADY 　コアラ ¥400 BROTHER HOOD エース ¥900

LADY　ハンコック ¥800 BROTHER HOOD
LADY　たしぎ ¥400 BROTHER HOOD ルフィ

GRANDLINE MEN　15ｔｈ BROTHER HOOD2
GRA 15 フランキー ¥300 ルフィ ¥900

¥400

GRA 15 ルフィ ¥900 サボ ¥900
GRA 15 ウソップ ¥100 エース　 ¥800

GRA 15 ゾロ　 ¥800 MANHOOD ゼット ¥400

GRA 15 チョッパー　　 ¥2,100 DXF MANHOOD
GRA 15 ブルック ¥600 MANHOOD ルフィ

GRA 15 トラファルガー ¥100
GRA 15 サンジ　 ¥300



VOL 4 造形王 ティーチ

¥1,500 ¥1,400 ¥1,500

2018/2/14

SHOWCASE 1ｓｔ サンジ DRAMATIC　　4th　　　ルフィ king of　artist 　ルフィ VOL 3 造形王 ナイトメアルフィ VOL 7 造形王 センゴク 彩色　ルフィ

DX 七武海　モリア ¥900

¥900 ¥1,400 ¥900
プライズフィギュア 七武海

DX 七武海　ジンベエ　 ¥1,100

¥1,700

¥800

テゾーロ ¥300 DX 七武海　クロコダイル ¥900

DXF MANHOOD　　GOLD DX 七武海　ドフラミンゴ ¥600
ルフィ ¥300

RIVAL ティーチ ¥800 DX 七武海　ハンコック ¥800

THE　RIVAL DX 七武海　ミホーク ¥1,000
RIVAL エース ¥800 DX 七武海　ティーチ

DRAMATIC　SHOWCASE 1ｓｔ DX 七武海　くま ¥800
SHOWCASE ｖｏl 1 ゾロ　 ¥600 海軍

SHOWCASE ｖｏl 2ルフィ　 ¥600 DX 海軍　黄猿 ¥800
SHOWCASE ｖｏl 1 チョッパー ¥800 DX 海軍　センゴク ¥800

SHOWCASE ｖｏl 3 ナミ ¥900 DX 海軍　青キジ ¥800
SHOWCASE ｖｏl 2 ウソップ ¥500 DX 海軍　赤犬 ¥800

SHOWCASE  ｖｏl 3 サンジ ¥1,700 海軍
DRAMATIC　SHOWCASE　2nd DX 海軍　センゴク ¥800

SHOWCASE ｖｏl 1 ウソップ ¥100 DX 海軍　赤犬 ¥800
SHOWCASE ｖｏl 1 ルフィ　 ¥100 DX 海軍　黄猿 ¥800

king of　artist 　ルフィ ¥1,400

SHOWCASE ｖｏl 2 サンジ ¥300 DX 海軍　青キジ ¥800

¥900

SHOWCASE ｖｏl 3 ルフィ　 ¥100 king of　artist 　ロー　ズボン紺 ¥500

SHOWCASEｖｏl 2 ナミ ¥500 king of　artist 
SHOWCASE ｖｏl 3 ゾロ　 ¥300

 SHOWCASE ｖｏl 1 ナミ ¥500 king of　artist ロー　ズボン黒 ¥500

DRAMATIC　SHOWCASE 3rd king of　artist エース ¥900
 SHOWCASE ｖｏl 1 　ゾロ ¥500 king of　artist エーススペシャル

SHOWCASE　 ｖｏl 2  ルフィ ¥300 king of　artist ロー　ズボン白 ¥500
 SHOWCASE　ｖｏl 2  　そげキング ¥500 king of　artist ロー　ズボン青 ¥500

 SHOWCASE ｖｏl 3 サンジ ¥500 THE SANJI　　サンジピンク ¥900
 SHOWCASE ｖｏl 3 チョッパー ¥500 THE SANJI　　サンジ黒 ¥900

SHOWCASE ｖｏl 4 ルフィ ¥500 THE ウソップ ¥600
SHOWCASE　ｖｏl 4　ロビン ¥900 THE SANJI　　サンジ白 ¥900

DRAMATIC　SHOWCASE 4th THE PORTGAS・D・ACE Ⅱ ¥600
DRAMATIC　4th　シャンクス　 ¥600 THE RORONOA.ZORO ¥500

ゾロ【ホワイト】 ¥600

DRAMATIC　　4th　　　ルフィ ¥1,500 ルフィ　20TH　LIMITED ¥600

¥900

DRAMATIC　5th　エース ¥700 ゾロ【ブルー】 ¥600

DRAMATIC　 SHOWCASE5th ゾロ【パープル】 ¥600
DRAMATIC　5th　ルフィ ¥600

DRAMATIC　6th　ゼフ ¥1,000 PORTGAS・D・ACE　Ⅲ ¥800

DRAMATIC　 SHOWCASE6th ゾロ【レッド】 タイトー ¥900
DRAMATIC　6th　サンジ ¥300 ゾロ【グリーン】　ナムコ

DRAMATIC　 SHOWCASE7th 彩色王頂上決戦
DRAMATIC　7th　　ゾロ ¥500 彩色　ルフィ ¥1,400

DRAMATIC　8th 　ヒルルク ¥400 Dの称号　ガープ ¥1,000

DRAMATIC　7th　　ミホーク ¥500 Dの称号
DRAMATIC　 SHOWCASE8th Dの称号　ルフィ ¥500

DRAMATIC　8th 　　　チョッパー ¥300 Dの称号　エース ¥100
DRAMATIC　8th 　　　チョッパー 旗 ¥900 Dの称号　ロジャー ¥300

Cry heart 冬島に降る桜  造形王SPECIAL
Cry heart ｖｏl 1 チョッパー　 ¥300  FILM GOLDモンキー・D・ルフィ ¥300
Cry heart ｖｏl 1 チョッパー　パン ¥300 造形王頂上決定戦
Cry heart ｖｏl 1 ヒルルク ¥300 VOL  1 造形王 ナミ ¥400

Cry heart  vol.2　ドクトリーヌ ¥50 VOL 2 造形王 ルフィ ¥800
Cry heart 　vol.2 チョッパー　きのこ ¥300 VOL  1 造形王　サンジ ¥400

¥600

Cry heart ルフィ children ¥300 VOL 3 造形王 ドルトン ¥100
Cry heart  vol.2 パーツ ¥400 VOL 2 造形王 ミホーク ¥900

Cry heart children ガープ ¥100 VOL 4 造形王 ルッチ ¥300

Cry heart children's dream VOL 3 造形王 ドレーク ¥100
Cry heart エース children ¥300 VOL 4 造形王 エース

Cry heart カーリー・ダダン children ¥100 VOL 6 造形王 エネル ¥800
Cry heart パーツ children ¥500 VOL 5 造形王 ゾロ ¥600

Cry heart ルフィ children ¥300 VOL 7 造形王 ワイパー ¥300
Cry heart サボ children ¥300 VOL 6 造形王 ジャンゴ ¥300

愛してくれてありがとう 造形王頂上決定戦2
エース ¥300 VOL 1 造形王 しらほし ¥300

エースの墓 ¥1,200 VOL 3 造形王 クロコダイル ¥900
エース（幼少期） ¥100 VOL 2 造形王 ペローナ ¥300

愛してくれてありがとう2 VOL 4 造形王 ティーチ ¥900
ルフィ　 ¥10 VOL 5 造形王 ホーディ ジョーンズ ¥500

白ひげの墓 ¥900
白ひげ ¥300 VOL 6 造形王　ブルック ¥500

エース ¥300

愛してくれてありがとう3
ルフィ ¥300

パーツ ¥300



¥1,200

2018/2/14

SP 造形王 ルフィギア4 サニー号 ナミ　ゴールド ゾロ 特別からー　ゾロ 特別カラーナミ 特別カラーハンコック2（ドレス）

¥1,100 ¥700 ¥1,200
プライズフィギュア 造形王頂上決戦 vol.6

ナミ ¥0

¥1,000 ¥1,200 ¥1,100

VOL 2 造形王 錦えもん ¥500 ゴムゴムのピストル ¥500

造形王頂上決定戦3 ナミレアカラー【白黒】 ¥0
VOL 1 造形王 ゾロ ¥900 長造形

VOL 3 造形王 ナイトメアルフィ ¥1,500 MASTERSTARSPIECE
VOL 4 造形王 シンドリ- ¥400 MSP ルフィ 白箱 ¥800

VOL 6 造形王 トラファルガー　ロー ¥500 MSP ルフィ　ギガント ¥1,200
VOL 5 造形王 チョッパー ¥800 MSP ルフィ　バン博限定 ¥0

¥500

VOL 8 造形王 フランキー将軍 ¥800 MSP エース 　黒箱　手元炎 ¥800
VOL 7 造形王 センゴク ¥900 MSP ロロノア　ゾロ ¥900

VOL 2　ナミ　 ¥900  MSP　サボ ¥900

造形王頂上決定戦4 MSP ゼット ¥500
VOL 1　ルフィ　 ¥900 MSP トラファルガー　ロー

VOL 4　バギー ¥600 MSP ルフィ　 新しい方　赤箱 ¥1,100
VOL 3　ゾロ ¥800 MSP エース　 新しい方　　茶色箱 ¥900

VOL 6　キャプテンキッド ¥600 MSP 　ロー　スペシャル帽子付き ¥500
VOL 5　サボ ¥800 MSP　シャンクス ¥900

VOL 8　パウリー ¥300   MSP　ゾロスペシャル バンダナなし ¥600
VOL 7　エース ¥400   MSP　サボ スペシャル帽子なし ¥800

造形王頂上決定戦5 SQフィギュア
 Vol 1ウルージ ¥300 SQ ハンコック ¥800

¥600

 Vol.1ウルージレアカラー ¥300 SUPER DX
 Vol.2ウルージ ¥300 スーパー DX エース ¥1,100

Vol.3バルトロメオレアカラー ¥300 LADY ペローナ ¥600

 Vol.2ウルージレアカラー ¥300 THE GRANDLINE LADY SPECIAL
Vol.3バルトロメオ ¥400 LADY しらほし

Vol.4バルトロメオ ¥400 Q　posket
Vol.4バルトロメオレアカラー ¥300 Q　posket しらほし ¥500

Vol.5トラファルガー・ロー　レアカラー ¥400 Q　posket ハンコック　紫 ¥500
Vol.5トラファルガー・ロー ¥500 Q　posket ペローナ ¥500

Vol.6トラファルガー・ローレアカラー ¥300 ハンコック（ブルー） ¥500
Vol.6トラファルガー・ロー ¥300 Q　posket ハンコック　黄色 ¥500

造形王頂上決戦6 ハンコック（ピンク） ¥500
モンキー・D・ルフィ ¥900 しらほし（イエロー） ¥500

ジンベエ ¥800 ペローナ（ブルー） ¥500
モンキー・D・ルフィレアカラー(白黒) ¥600 しらほし（ブルー） ¥500

スモーカー ¥600 ビビ ¥500
ジンベエレアカラー(白黒) ¥600 ペローナ（イエロー） ¥500

¥1,200

たしぎ ¥600 プリン ¥600
スモーカーレアカラー(白黒) ¥600 レイジュ ¥600

ドフラミンゴレアカラー(白黒) ¥600 モビーディック ¥500

たしぎレアカラー(白黒) ¥500 GRANDLINESHIPS
ドフラミンゴ ¥700 サニー号

マルコ ¥900 CREATOR×CREATOR　
マルコレアカラー(白黒) ¥400 KUZAN ¥900

¥1,100

エースレアカラー(白黒) ¥300 ゾロ ¥1,200
エース ¥500 特別カラーKUZAN ¥900

SP 造形王 ゾロ ¥900 特別カラーミホーク ¥1,100

造形王頂上決定戦BIG 特別からー　ゾロ ¥1,100
SP 造形王 ドフラミンゴ ¥800 ミホーク

SP 造形王 ルフィギア4　SPECIAL ¥1,000 特別カラーナミ ¥700
SP 造形王 ルフィギア4 ¥1,500 ナミ ¥500

SP 造形王 サボ ¥500 特別カラーシャンクス ¥400
SP 造形王 ロー ¥800 シャンクス ¥500

造形物語 ゾロ(銅像上半身) ¥400
 ポートガス・D・エース ¥400 特別カラーゾロ(銅像上半身) ¥400

ロロノア　ゾロ ¥500 特別カラーハンコック ¥600
 ポートガス・D・エースSPECIAL COLOR ¥500 ハンコック ¥600

レイリー ¥600

ロロノア　ゾロSPECIAL COLOR ¥600 サー・クロコダイル黒 ¥800

¥600

ゾロレアカラー【白黒】 ¥900 特別カラーレイリー ¥800

造形王頂上決戦 vol.1 サー・クロコダイル白 ¥900
ゾロ ¥600

シャンクスレアカラー【白黒】 ¥0 ルッチ ¥500

造形王頂上決戦 vol.2 しらほし ¥500
シャンクス ¥0 特別カラーしらほし

造形王頂上決戦 vol.3 特別カラールッチ ¥500
ルフィ ¥0 ルフィ ¥800

特別カラーハンコック2（ドレス） ¥1,200

ルフィレアカラー【白黒】 ¥0 特別カラールフィ ¥900

¥500

ミホークレアカラー【白黒】 ¥0 チョッパー ¥500

造形王頂上決戦 vol.4 ハンコック2（ドレス） ¥900
ミホーク ¥0

しらほしレアカラー【白黒】 ¥0 ボン・クレーB ¥500

造形王頂上決戦 vol.5 特別カラー　チョッパー ¥500
しらほし ¥0 ボン クレーA
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¥400

プライズフィギュア JEANS　FREAK
レベッカ黄色 ¥300

ナミ2 ¥500 バルトロメオ紺 ¥400

CREATOR×CREATOR　 レベッカ青 ¥300
ボン・クレーC ¥500 バルトロメオ黒

¥400

ブルック ¥500 エース紺 ¥300
特別カラーナミ2 ¥600 エース黒 ¥300

ビビ特別カラー ¥600 ロー ¥400

ブルック特別カラー ¥500  JEANS FREAK THE Last Word
ビビ ¥400 ルフィ

GLITTER＆GLAMOURS ハンコック ¥400
ナミ　注意服の色ホワイト ¥700 Girly Girls

ハンコック注意服の色紫 ¥600 ペローナ【赤】 ¥500
ナミ　注意服の色ゴールド ¥1,100 ペローナ【黒】 ¥500

ロビン注意帽子付き ¥800 ハンコック【ピンク】 ¥400
ハンコック注意服の色黄色 ¥700 ハンコック【グリーン】 ¥400

ロビン注意ポニーテール ¥800 剣士ノ刹那　其ノ壱
ボニー注意服の色黒 ¥600 ゾロ ¥500

¥500

ボニー注意服の色白 ¥600 剣士ノ刹那 其ノ弐
ナミ　注意服の色　ピンク ¥600 シャンクス ¥500

ナミ　注意服の色　ブルー ¥600 クロコダイル ¥500

ナミ　注意服の色　黒 ¥600 ABILIATORS
ナミ　注意服の色　紫 ¥600 エース

ハンコック注意服の色　ホワイト ¥700 CⅡ：FIGURE
ハンコック注意服の色　黒 ¥600 ニコ　ロビン ¥500
ハンコック注意服の色　赤 ¥700 和装小町
ハンコック注意服の色　緑 ¥700 ナミ【ピンク】 ¥600

ボニー注意服の色　赤 ¥600
ボニー注意服の色　白 ¥600 ナミ【ブルー】 ¥900

ロビン注意服の色　ブルー ¥700
ロビン注意服の色　ｼﾙﾊﾞｰ ¥700

レイジュ メタリック ¥900
レイジュ ¥800

ビビ ¥700
ビビ ¥600

ナミクリスマス（黒） ¥600
ナミクリスマス（赤） ¥600

しらほし【台座青】 ¥600
しらほし【台座緑】 ¥600

ハンコック【青】 ¥700

FLAGDIAMOND　SHIP
ハンコック ¥600

ナミ ¥600
ハンコック【黒】 ¥700

ロブルッチB ¥300

BODY CALENDAR
ロブルッチA ¥300

サンジB ¥300
サンジA ¥300

サボB ¥400
サボA ¥400

ウソップB ¥300
ウソップA ¥300

ルフィB ¥400
ルフィA ¥400

JEANS　FREAK
ルフィ　ジャッケット青 ¥400

ルフィ　ジャンプフェスタ ¥900
ルフィ　ジャッケット紺 ¥400

ナミ赤 ¥500
ナミ白 ¥500

ロビン紺 ¥400
ロビン赤 ¥400

ロー　白 ¥300
ロー黄色 ¥300

ペローナ白 ¥400
ペローナ黒 ¥400

ゾロ黒 ¥300
ゾロ紺 ¥300

ハンコック赤 ¥500
ハンコック黒 ¥400

サンジ白 ¥300
サンジ黒 ¥300

ビビピンク ¥500
ビビ白 ¥500


