
P.O.P ワンピースシリーズNEO-2

¥1,300

ナミ 青色箱 ¥4,000

Mr.2 ボン　クレー 黄色箱 ¥6,000
P.O.P ワンピースシリーズNEO-3

P.O.P ワンピースシリーズNEO-4

P.O.P ワンピースシリーズNEO-7

P.O.P ワンピースシリーズNEO-DX

P.O.P ワンピースシリーズNEO-1

モンキー・D・ルフィ ¥3,600

サンジ 初版 水色箱 ¥1,100

P.O.P ワンピースシリーズⅢ

P.O.P ワンピースシリーズⅣ

ハンコックBlue ¥4,800

 ロブ・ルッチ ¥4,800

P.O.P ワンピースシリーズ

モンキー・D・ルフィ 初版 橙色箱 ¥1,100

¥4,800

ポートガス・D・エース 初版 背景木目風箱

¥2,000

クロコダイル Repaint Ver.

しらほし姫 初回生産限定箔押しパッケージ ¥3,600

ナミ Crimin Ver.(フィギュアのみ) ¥1,600

トラファルガー・ロー ¥2,800
トラファルガー・ロー Ver.2

ハンコック ¥4,000

クロコダイル

ポートガス・D・エース 10th ベルメール 

P.O.P ワンピースシリーズNEO-DX

Mr.2 ボン・クレー 黄色箱

ポートガス・D・エース ¥4,000

¥2,800

"白ひげ"エドワード・ニューゲート限定復刻版 ¥8,000

赤犬【サカズキ】 ゲッコー・モリア

¥2,000

トニートニー・チョッパー

藤虎〔イッショウ〕

2017/8/12

モンキー・D・ルフィ ¥2,400

¥7,200 ¥8,800¥7,600

¥2,800

¥5,200

トニートニー・チョッパー カンフーポイント

黄猿【ボルサリーノ】

ロロノア・ゾロ
アーロン ¥2,400
花剣のビスタ

¥2,800

藤虎〔イッショウ〕 ¥8,800

モモの助 ¥2,400
ペローナ

¥4,400
モンキー・D・ルフィVer.2再販

ブルック ¥2,800

モンキー・D・ルフィVer.2¥2,800

¥8,800藤虎〔イッショウ〕再販

¥3,200
¥10,400

トニートニー・チョッパー　Crimin Ver,SHIBUYA EDITION ¥2,400

¥4,400

雨のシリュウ

ニコ・ロビン ¥3,200
ハイエナのベラミー ¥6,800

ブルック ファンキードンキーVer. ¥2,400

ナミ Crimin Ver.(本付完品) ¥2,400

トニートニー・チョッパー Ver.WM(ウォーターメロン) ¥5,600

トニートニー・チョッパー Ver.2015ピンクレオパード ¥2,000

¥5,200
トラファルガー・ロー Ver.2再販 ¥5,200
ナミ

¥3,200
トニートニー・チョッパー アジアツアーリミテッド ¥3,200

トニートニー・チョッパー Ver.2014ミリタリー ¥2,000
¥1,200

トニートニー・チョッパー クリミナルVer. ジャンプフェスタ2014限定¥2,100

ゲッコー・モリア
¥3,200
¥7,200

そげキング 初版orリニューアルパッケージ
ニコ・ロビン 茶色箱 ¥2,100

青キジ【クザン】(マント付き)

黄猿【ボルサリーノ】
¥1,600

P.O.P ワンピースシリーズNEO-6

¥2,400

モンキー・D・ルフィ 青色箱 ¥1,300

¥2,800トニートニー・チョッパー(キュピーン)Ver.
フランキー 青色箱

しらほし姫 再販通常パッケージ

トニートニー・チョッパー(キュピピーン)Ver.

ネフェルタリ・ビビ 青色箱 ¥2,100

片足の兵隊 ¥3,200

¥7,200

¥700

剣闘士レベッカ 初版or限定復刻版問わず ¥5,600
コアラ

¥3,200

サンジ ¥2,400

ナミVer.2 初版 背景空箱

たしぎ 初版 背景木目風箱 ¥1,300
ヴァイオレット

ベルメール ※極美に限る 背景空箱 ¥16,000
白猟のスモーカー 初版 背景空箱 ¥1,200

ウソップ

サボ

¥1,100

ロロノア・ゾロ 10th LIMITED ¥6,400
モンキー・D・ルフィ ¥800

ネフェルタリ・ビビ 初版 背景木目風箱 ¥2,100
¥4,000

P.O.P ワンピースシリーズ"Sailing Again"

ニコ・ロビン 初版 水色箱
モンキー・D・ガープ Ver.0 ドン・キホーテ限定 ¥3,600

¥4,400

¥4,800

¥1,600

マルコ

ポートガス・D・エース LAWSON限定メタリックVer. (当選通知無は円) ¥0

¥4,800
P.O.P ワンピースシリーズⅡ

マーシャル・D・ティーチ Ver.1.5

ポートガス・D・エース
¥5,200

ロロノア・ゾロ 初版 橙色箱 ¥1,600

ロロノア・ゾロ

マーシャル・D・ティーチ ¥3,600

¥5,600
モンキー・D・ルフィPAST BLUE ¥4,000

モンキー・D・ガープ

ナミ 初版 橙色箱
ポートガス・D・エース 10th LIMITED Ver.

¥2,400
ウソップ＆チョッパー 水色箱 ¥3,200

¥2,600

ベン・ベックマン ¥2,000
ベン・ベックマン パッケージリニューアル版 ¥2,000

¥1,200

ボア・ハンコック ¥4,800
ボア・ハンコック限定復刻版 ¥10,400
ボア・ハンコック Ver.BLUE

ナミ ¥3,200

ニコ・ロビン ¥4,400
ネフェルタリ・ビビ(白ドレス)¥4,400ナミ Ver.パンクハザード
バーソロミュー・くま

ドンキホーテ・ドフラミンゴ

¥7,200
鷹の目ミホーク ¥1,600

シュガー ¥5,200

"鷹の目"ジュラキュール・ミホーク Ver.2 ¥8,000

¥4,400

¥5,200
ペローナ

"白ひげ"エドワード・ニューゲート Ver.0

¥4,400トラファルガー・ロー トラファルガー・ロー

¥2,800トニートニー・チョッパー
ジンベエ

¥3,200

サンジ ¥4,000
"白ひげ"エドワード・ニューゲート ¥6,400

¥800

¥3,200

¥3,200

¥5,600

¥2,000

エドワード・ニューゲート ¥7,200
サボ ¥4,000

¥5,200トニートニー・チョッパーVer.MONO

シャンクス ¥5,600
ジュラキュール・ミホーク ¥5,600

シルバーズ・レイリー

¥10,400¥16,000

ヴァリアブルアクション Heroes ゴール・D・ロジャー ¥3,200
ウソップ ¥4,800

¥6,000 ¥5,200
神・エネル ¥4,400Portrait.Of.Pirates

¥6,400
¥6,400

¥1,100たしぎ 薄紫色箱

赤髪のシャンクス再販

¥1,600

ナミVer.2 土色箱 ¥1,800
P.O.P ワンピースシリーズNEO-5

キラー

¥1,300白猟のスモーカー 薄紫色箱

赤犬【サカズキ】 ¥7,600

青キジ

ポートガス・D・エース 青色箱 ¥1,200

赤髪のシャンクス 土色箱

¥4,000

ブルック 黒色箱

赤髪のシャンクス ¥5,200

¥2,100

サンジ 土色箱 ¥1,600

ジュエリー・ボニー

ロロノア・ゾロ 黄色箱

¥2,100ロブ・ルッチ 黒色箱
¥3,200



P.O.P”EDITION-Z”

P.O.P”MAS”

¥1,000

ニコ・ロビン 初版or再販問わず ¥1,200

ノジコ 初版or再販問わず

P.O.P ワンピースCB-2

P.O.P ワンピースCB-1

チョッパーマン メタリックピンクVer. ¥600

ブルック ¥1,600

P.O.P ワンピースCB-3

P.O.P ワンピースCB-EX

¥13,600

¥2,400

P.O.P ”SA-MAXIMUM”

トニートニー・チョッパー ホーンポイント ¥2,400

ユースタス・"キャプテン"キッド ¥3,200

ロロノア・ゾロ

P.O.P”IRO”

P.O.P”KABUKI EDITION”

サボ
サンジ
トラファルガー・ロー

¥6,000

ナミ（ローソン限定カラー）
ナミ エンディングVer.

P.O.P”KABUKI EDITION”
¥8,800
¥8,800
¥8,000
¥8,800

ナミ MUGIWARA Ver.2
ナミ Ver.BB ¥4,400

ナミVer.2 Repaint(リペイント)
ナミVer.PINK メガホビEXPO限定

¥5,600
¥6,000

¥2,000
¥2,000

トニートニー・チョッパーVer.2 ¥1,200

¥2,000

ナミVer.BLUE メガトレショップ限定
ナミVer.RED 東映アニメオンラインショップ限定
ナミ MUGIWARA Ver.

¥2,000
¥2,000 ロロノア・ゾロ

サンジ

Mr.2 ボン・クレー ドームツアー限定Ver. ¥8,800

¥3,200
¥7,200

トニートニー・チョッパー(MANGART BEAMS T 限定カラー)
¥900

¥10,400

サンジ ¥2,000

センゴク ユースタス・"キャプテン"キッド コラソン＆ロー

ハンコックVer.PURPLE メガトレショップ限定

P.O.P LIMITED EDITION

モンキー・D・ルフィ

白馬のキャベンディッシュ トラファルガー・ロー Ver.2.5

Portrait.Of.Pirates

トニートニー・チョッパーVer.2 (MANGART BEAMS T 限定カラー)
ナミ

¥6,000
ナミ MUGIWARA Ver.2 人食いのバルトロメオ

¥7,200

¥800

ポートガス・D・エース

¥1,200

¥8,000

¥10,400

¥800

フランキー
金獅子のシキ

トラファルガー・ロー

¥8,000¥10,400

チョッパーマン USJ限定 ユニバーサルブルーVer.
チョッパーマン USJ限定Ver.BLACK

ネフェルタリ・ビビ 初版or再販問わず

モンキー・D・ルフィ 初版or再販問わず ¥700

ロロノア・ゾロ 初版or再販問わず

チョッパーマン 麦わらストア限定 Ver.2013(金×黒)

ロロノア・ゾロ（ローソン限定カラー）

ボア・ハンコック
¥5,600

ペローナ【GOTHIC】

ニコ・ロビンVer.デレシ！ ¥1,200

カク

¥2,300

¥1,600

たしぎ Ver.BB

¥1,200

¥5,600
ペローナ【SWEET】

カリファ

ウソップ 初版or再販問わず

¥1,600

サンジ 初版or再販問わず ¥1,500

¥1,200

サディちゃん 初版or再販問わず ¥4,800
センゴク

キラー
カリファver　BB

レベッカ

¥800

チョッパーマン リファインドバイオレット

¥1,600

¥1,500

ロロノア・ゾロVer.2

モンキー・D・ルフィ ギア”４”「弾む男」

トニートニー・チョッパーDX

¥6,800
¥5,600

ニコ・ロビンVer.デレシ！ 10th限定復刻版

¥13,600

¥7,600

¥4,000

ルフィ＆エース －兄弟の絆－ ¥1,200

フランキー 初版or再販問わず

サボ ¥2,000

¥9,600

ロブ・ルッチ Ver.豹

チョッパーマン Returns メモリアルログin秋田限定 ¥1,200

¥1,200

チョッパーマン Ver.RED 広島NTTクレド限定
チョッパーマン パステルオレンジver. ハウステンボス限定

¥800

チョッパーマン BEAMS T Limited ¥1,200
¥1,200

チョッパーマン メモリアルログ限定Ver.

¥2,400
ポートガス・D・エース ドームツアー限定Ver.

モンキー・D・ルフィ JF-SPECIAL

ポートガス・D・エース Ver.1.5 セブンーイレブンネット限定
¥2,000
¥1,600

¥1,600
¥1,000

¥1,200
チョッパーマン パステルグリーンver. 那須ハイランドパーク限定 ¥1,200

チョッパーマン Ver.WHITE メモリアルログ限定

ユースタス・"キャプテン"キッド

チョッパーマン SUSHI EXPRESS 台湾限定 ¥4,000
チョッパーマン ZOZOTOWN Limited ver.

チョッパーマン ルスツリゾート限定 グリーンVer.

¥600

ナミ 初版or再販問わず

チョッパーマン Ver.YELLOW レオマワールド限定 ¥2,000
チョッパーマン Ver.GOLD ひらかたパーク限定
チョッパーマン Ver.SKY 麦わらストア限定

¥3,600
¥2,800

¥1,000 ハンコックVer.WHITE 東映アニメオンラインショップ限定 ¥2,000

¥1,600

¥2,000

青キジ用 海軍コート

ハンコックVer.BB
ハンコックVer.BB_GOLD

チョッパーマン 宴 ラグナシア限定

トニートニー・チョッパー ¥1,200
ハンコック WEDDINGVer.

チョッパーマン クリスマスVer. ¥1,200

赤髪のシャンクスチョッパーマン メタリックブルーVer.

チョッパーマン パステルラベンダーver. NEWレオマワールド限定

¥6,800

ネフェルタリ・ビビ Ver.BB
¥2,000

2017/8/12

¥7,200P.O.P ワンピースシリーズNEO-EX

¥7,600 ¥8,000¥7,200 ¥6,400
P.O.P LIMITED EDITION

¥7,200

¥1,600

ニコ・ロビン Repaint Ver.

白馬のキャベンディッシュ ¥7,600

¥8,800チョッパーマン シルバーカラー

ハンコックVer.GOLD メガホビEXPO限定
カルー ※正規品は差替の舌パーツのつけ根 黒色

チョッパーマン ¥800

¥12,000

ナミ Ver.BB_02Repaint
ナミ Ver.BB_PINK

不死鳥マルコ

センゴク再販

トラファルガー・ロー Ver.2.5

ナミ Ver.BB_02

コラソン＆ロー

モンキー・D・ルフィ

¥6,400

¥7,600
¥5,200

¥1,000

¥1,600

ブルック

¥700

¥10,400

トニートニー・チョッパー

フランキー

人食いのバルトロメオ
人食いのバルトロメオ改
ベンサム(ボン・クレー)10th LIMITED Ver,

ウソップ

ニコ・ロビン

ロロノア・ゾロ
モンキー・D・ルフィ（ローソン限定カラー）

P.O.P ”STRONG EDITION”

トニートニー・チョッパー

¥2,800

¥2,400ニコ・ロビン

ロブ・ルッチ Ver.1.5

¥3,200

¥1,600

¥7,200
¥7,200
¥5,200
¥4,800

ハンコック Ver.3D2Y

青雉 クザン

¥2,000

トニートニー・チョッパー BEAMS T Limited

¥1,600

¥1,600

ポートガス・D・エース Ver.1.5 別注 ¥1,200

¥2,000
¥8,000

¥1,600

¥3,200
¥2,400

¥0
¥2,400

¥2,800

¥1,600

¥2,400

¥2,000

¥2,400

¥6,000

¥2,000

モンキー・D・ルフィ

¥2,000

¥4,800

¥2,000

モンキー・D・ルフィ

ニコ・ロビン Ver.BB

¥2,400
¥4,000
¥2,400

¥13,600

ルフィ＆トリコ フィギュアセット (当選通知無は-3,000円)


