
規格 商品名 買取額 規格 商品名 買取額 規格 商品名 買取額

 KS03646BK Toyota Alphard 350S C Package (ブラック) ¥2,500 05012BK フェラーリ 512BBi ブラック ¥1,500 F012-05 FA)アストン・マーチン 2010 one 77 マットブラック ¥4,500

 KS03646WP Toyota Alphard 350S C Package (ホワイトパールクリスタルシャイン) ¥2,500 05012R フェラーリ 512BBi レッド ¥3,000 F012-06 FA)アストン・マーチン 2010 one 77 レッド ¥3,600

03073K ロータス ヨーロッパスペシャル ¥3,200 05021W フェラーリ テスタロッサ レイトバージョン ホワイト ¥3,000 F024-02 FA)SSC Tuatara ホワイト ¥7,000

03141A ランチア・ストラトス ターボ Gr.5 アリタリア ¥1,500 05041R フェラーリ F40 レッド ¥4,100 FA003-05 FA)ランボルギーニ・アヴェンタドール LP700-4 マットブラック ¥6,300

03141C ランチア・ストラトス ターボ Gr.5 1977 ¥2,000 05041Y フェラーリ F40 イエロー ¥3,200 GL002 レーシング43)フェラーリ599GTB フィオラノ ジアッロモデナ ¥9,000

03162CW サーキットの狼 フェアレディZ 240ZG パトカー 沖田使用 ¥2,000 05042ＢＫ フェラーリ F40 ライトウェイト ブラック ¥1,500 GL003 レーシング43)フェラーリ 599GTB フィオラノ グリジオイングリッド ¥9,000

03163BW ニッサンフェアレディZ432 ダークブルー ¥4,500 05042PW フェラーリ F40 ライトウｪイト ホワイト ¥3,000 GL011 レーシング43)フェラーリ 430 スクーデリア レッド ¥4,500

03168A ダットサン・スポーツ 240Z #25 ¥1,500 05042R フェラーリ F40 ライトウェイト レッド ¥2,000 JC51009WH トヨタ・クラウン アスリート ホワイトパール ¥2,500

03171Ｗ サーキットの狼 ポルシェ 911 カレラRS 73 ホワイト ¥5,400 05051R フェラーリ365 GTB/4 デイトナ 1969　エンジン付 レッド ¥2,000 JCK59001KT 三菱 i  ハローキティ ¥5,000

03201BKS ランボルギーニ・イオタ SVR ブラック/シルバー ¥2,500 05051S フェラーリ365 GTB/4 デイトナ 1969　エンジン付 シルバー ¥1,500 K03195A マツダ・サバンナ RX-3 1975 イエロー/グリーン ¥3,600

03201C ランボルギーニ・イオタ SVR 表参道1周年 クロームシルバー ¥1,500 05071BK フェラーリGTO ブラック ¥2,500 K03321R ホンダ・NSX フォーミュラレッド ¥2,500

03201CR ランボルギーニ イオタ SVR 15周年記念 クロームレッド ¥2,000 05071R フェラーリ GTO レッド ¥4,100 K03391A ニッサン パイクカーセット ¥12,600

03201CW ランボルギーニ・イオタ SVR サーキットの狼 潮来のオックス ¥2,500 05081RS フェラーリ ディーノ246GT レッド/内装ベージュ ¥5,400 K03610B ロータス 100T 鈴鹿　中嶋悟 ¥1,500

03201R ランボルギーニ・イオタ SVR レッド ¥1,500 05091R フェラーリF50 レッド      ¥1,500 K03L50 京商50th記念 ランボルギーニ3台セット ¥3,000

03215PW ランボルギーニ・ディアブロ GTR-S パールホワイト 京商20th ¥2,000 05121A フェラーリ 250GTO#19 ルマン 1962 総合2位 GTクラス ウィナー ¥2,800 K05061R フェラーリ308 GTB クワトロバルボーレ レッド ¥3,200

03330C ニッサン R390GT1 1997 ル・マン #23 ¥2,000 05121B フェラーリ 250GTO 1962年 ル・マン24ｈレース 総合3位 #22 ¥1,500 K05081R フェラーリ・ディーノ 246GT レッド ¥5,000

03381 MJ スカイライン GT-R（BNR34) VスペックⅡ 後期型 ¥1,000 05121C フェラーリ 250 GTO　LM1963 #2 ¥3,000 K05541DBK ロールスロイス・ファントム EWB ダイヤモンドブラック ¥2,300

03392BK ニッサン・フィガロ 相棒ver ¥4,100 05121D フェラーリ 250 GTO ＃172   ¥2,700 K3610E ロータス 100T #2/1988 中嶋悟 ¥1,500

03633BK トヨタ・センチュリー 神威 ブラック ¥2,000 05501W ニッサン GT-R(R35) ボンネット・トランク開閉モデル ホワイト ¥2,300 KCW001B サーキットの狼 フェラーリ ディーノ ヤタベ RS リアルカーVer #17 ¥5,400

03633LB トヨタ・センチュリー 瑞雲 ライトブルー ¥2,000 05510W ニッサン・スカイライン 2000GT-R ホワイト ¥3,600 KCW002A サーキットの狼 ヤタベ RS 流石島レース仕様 ¥4,500

03645P トヨタ・クラウン ハイブリッド アスリートG ピンク ¥1,000 05511W ニッサン・スカイライン 2000GT-R 1969 前期型WW ホワイト ¥2,300 KO5032R フェラーリ360 スパイダー レッド ¥3,600

03707A スカイライン GTS-R ヨーロッパツーリングカー 1988 ¥3,600 05531EW ロールス・ロイス ファントム クーペ イングリッシュホワイト ¥2,700 KO5111R フェラーリ250 GTO 1962 レッド ¥4,000

03707D カルソニック・スカイライン GTS-R #32 ¥1,000 05532MB ロールスロイスファントム　ドロップヘッドクーペ ブルー ¥3,600 KR431027 コジマ KE009 FUJI 1977 #52 ¥2,700

03708A トヨタ スープラ 3.0 GT ターボ A 1988 ブラック ¥3,600 05532SP ロールス・ロイス ファントム ドロップヘッドクーペ シルバー ¥4,100 KS05571BKR ランボルギーニ・ヴェネーノ ブラック/レッドライン ¥2,500

03T50 京商50th記念 TOYOTA 3台セット ¥3,600 05542LBL ロールスロイス ファントムEWB ルナブルー ¥3,600 KS05571RPW ランボルギーニ・ヴェネーノ レッドパール/ホワイトライン ¥4,500

04011BL ニッサン・スカイライン GT-R VスペックⅡ ベイサイドブルー ¥3,600 05543EW ロールス・ロイス ファントム EWB イングリッシュホワイトⅡ ¥3,200 KS05572RM ランボルギーニ・ヴェネーノ ロードスター レッド ¥1,500

04101BK ランボルギーニカウンタックLP400 ブラック ¥5,400 05551DBK ロールス・ロイス ゴースト EWB ダイヤモンドブラック ¥3,600 KY-J001-02 FA)ランボルギーニ・ミウラ JOTA SVR ホワイト ¥3,200

04101BL ランボルギーニ・カウンタック LP400 ブルーメタリック ¥2,300 05551EW ロールスロイス ゴースト EWB ホワイト ¥1,000 KY-J001-06 FA)ランボルギーニ・ミウラ JOTA SVR レッド ¥3,200

04101P ランボルギーニ・カウンタック LP400 オレンジ ¥4,500 05561GW ベントレー コンチネンタル フライングスパー W12 グラシアルホワイト ¥4,500 LS297 LS)ランボルギーニ・ムルシエラゴ R-GT #53 JCTC2006 ¥3,200

04101R ランボルギーニ・カウンタックLP400 レッド ¥4,100 05571GR ランボルギーニ・ヴェネーノ グレー/レッドライン ¥2,000 LS315B LS)ランボルギーニ・エストーケ 2008 パリMS マットグレー ¥4,500

04101RS ランボルギーニ・カウンタックLP400 グリーン ¥5,400 05571GRW ランボルギーニ・ヴェネーノ グレー/ホワイトライン ¥2,600 LS338A LS)ランボルギーニ・ディアブロ 6.0 メタリックイエロー ¥3,600

04101W ランボルギーニ・カウンタック LP400 ホワイト ¥4,100 05571MBK ランボルギーニ ヴェネーノ マットブラック/レッドライン ¥3,200 LS352A LS)ランボルギーニ・ミウラ SVJ sha di Persia ¥5,000

04101Y ランボルギーニ カウンタック LP400 イエロー ¥4,100 05571RM ランボルギーニ・ヴェネーノ レッドメタリック ¥1,500 LS370B LS)ランボルギーニ・ガヤルド LP570-4 Super leggeera ¥3,000

04111BL フェラーリFXX ブルー/ホワイトストライプ ¥6,300 05581NX アストン・マーチン ヴァンキッシュ オニキス ¥2,700 LS379A LS)ランボルギーニ・ムルシエラゴ R-SV メタリックグレー ¥5,000

04111RF フェラーリ FXX FRANCK MULLER レッド ¥3,000 05581SS アストン・マーチン ヴァンキッシュ 2013 シルバー ¥2,500 LS379B LS)ランボルギーニ・ムルシエラゴ R-SV オレンジ ¥3,600

04211R フェラーリ FXX エヴォリューション レッド ¥6,300 EX00013 EXOTO) レーシングチーム トランスポーター フェラーリタイプ ¥4,000 LS397C LS)フェラーリ F12 ベルリネッタ オレンジレッド ¥7,200

05001BK エンツォフェラーリ ブラック ¥1,000 EX00014 EXOTO) レーシングチーム トランスポーター マルティニポルシェ ¥7,200 PS012 PS)ランボルギーニ・イオタ SVR メタリックレッド ¥1,200

05001PR エンツォフェラーリ ロッソ スクーデリア ¥2,000 F003-06 FA)ランボルギーニ・アヴェンタドール LP700-4 レッド ¥4,100 TSM11SS2 TSM)シャパラル2台セット 1966 2D/2E J.ホール ¥10,800

05001R エンツォフェラーリ レッド ¥2,500 F003-18 FA)ランボルギーニ・アヴェンタドール LP700-4 オレンジレッド ¥1,000 TSM124303 TSM)アルファ・ブラバム BT46B ファンカー 1978 スゥエーデンGP ¥1,500

05001ＲＫ エンツォフェラーリ レッド/カーボンルーフ ¥3,000 F003-20 FA)ランボルギーニ・アヴェンタドール LP700-4 シルバーグレー ¥4,500

05011R フェラーリ 512BB レッド ¥2,500 F012-01 FA)アストン・マーチン 2010 one 77 シルバー ¥4,500

05011RS フェラーリ512BB レッド/内装ベージュ ¥2,000 F012-02 FA)アストン・マーチン 2010 one 77 ホワイト ¥5,400

LS=ルックスマート FA=FRONTIART PS=POSTHOBBY


