
作品名 メーカー・シリーズ 商品名 買取価格 作品名 メーカー・シリーズ 商品名 買取価格

ドラゴンボール 一番くじ　DB30th!! D賞　孫悟空 ¥4,000 グリッドマン 一番くじ SSSS.GRIDMAN アニメカラー賞  新条アカネ アニメカラー ¥2,500

ドラゴンボール 一番くじ　DB30th!! ラストワン賞　孫悟空 ¥7,000 ソードアートオンライン 一番くじ　STAGE2 B賞　アスナ ¥3,800

ドラゴンボール 一番くじ　DBZ　限界突破編 大猿フィギュア賞 ¥6,500 ソードアートオンライン 一番くじ　STAGE3 A賞　ユウキ ¥3,000

ドラゴンボール 一番くじ　DBZ　ナメック星編 フリーザフィギュア賞 ¥10,000 ワンピース 一番くじ　STORY　AGE A賞　ルフィ ¥2,500

ドラゴンボール 一番くじ　DB改　激突編 A賞　神龍 ¥6,000 ドラゴンボール 一番くじ  SUPER MASTER STARS DIORAMA II THE BRUSH賞  ベジータ＆トランクス ¥6,000

ドラゴンボール 一番くじ　DB改　激突編 B賞　孫悟空　界王拳 ¥2,000 ドラゴンボール 一番くじ  SUPER MASTER STARS DIORAMA II THE BRUSH賞  ベジータ＆トランクス ¥5,500

ドラゴンボール 一番くじ　DB改　激突編 S賞　ピッコロ ¥2,000 ジョジョの奇妙な冒険 一番くじ  SUPER MASTER STARS PIECE 空条承太郎 A賞 空条承太郎 THE BRUSH ¥4,000

ドラゴンボール 一番くじ　DB改　最強ライバル B賞　フリーザ ¥3,800 ジョジョの奇妙な冒険 一番くじ  SUPER MASTER STARS PIECE 空条承太郎 B賞 空条承太郎 THE ORIGINAL ¥5,000

ドラゴンボール 一番くじ　DB改　最強ライバル ラストワン賞　ブロリー ¥7,000 ジョジョの奇妙な冒険 一番くじ  SUPER MASTER STARS PIECE 空条承太郎 C賞 空条承太郎 THE TONES ¥4,000

ドラゴンボール 一番くじ　DB改　最高レベルの決戦編 B賞　セル　完全体 ¥2,000 ジョジョの奇妙な冒険 一番くじ  SUPER MASTER STARS PIECE 空条承太郎 D賞 空条承太郎 TWO DIMENSIONS ¥5,500

ドラゴンボール 一番くじ　DB改　対決編 A賞　大猿ベジータVS孫悟空 ¥9,000 ドラゴンボール 一番くじ THE 20TH FILM E賞 超サイヤ人悟空 ¥3,000

ドラゴンボール 一番くじ　DB超　THE 20TH FILM A賞　ブロリー　超サイヤ人フルパワー ¥4,800 ドラゴンボール 一番くじ THE ANDROID BATTLE ラストワン賞  人造人間21号 変身-善 ¥2,800

ドラゴンボール 一番くじ　DB超　THE 20TH FILM D賞　孫悟空　SSGSS ¥2,800 ドラゴンボール 一番くじ THE ANDROID BATTLE スペシャルコラボ賞  人造人間21号変身 ¥3,000

ドラゴンボール 一番くじ　DBメモリーズ A賞　孫悟空　超サイヤ人 ¥13,000 ワンピース 一番くじ　THE ANDROID BATTLE with  DBF A賞　人造人間18号 ¥3,800

ドラゴンボール 一番くじ　DBメモリーズ B賞　ベジータ　超サイヤ人 ¥10,000 ワンピース 一番くじ　THE BEST EDITION A賞　ルフィ ¥3,500

ドラゴンボール 一番くじ　DBメモリーズ C賞　孫悟空　超サイヤ人ゴッド ¥14,000 ワンピース 一番くじ　THE BEST EDITION B賞　ゾロ ¥4,000

ドラゴンボール 一番くじ　DBメモリーズ ラストワン賞　ベジータ　超サイヤ人 ¥6,000 ドラゴンボール 一番くじ THE GOGETA TWO DIMENSIONS賞  ゴジータ ¥10,000

ドラゴンボール 一番くじ　DBワールド B賞　メカフィギュア ¥5,000 ドラゴンボール 一番くじ THE GOGETA SMSP THE BRUSH II賞  ゴジータ 金髪 ¥2,000

ワンピース 一番くじ　EXTRA CLOSET Re :Members Log  C賞　マルコ ¥8,000 ワンピース 一番くじ　THE GREATEST SAIYAN B賞　孫悟空　超サイヤ人4 ¥2,500

ドラゴンボール 一番くじ　EXTREME SAIYAN A賞　孫悟空　身勝手の極意 ¥3,500 ワンピース 一番くじ　THE GREATEST SAIYAN C賞　ベジータ　超サイヤ人4 ¥3,800

ドラゴンボール 一番くじ　EXTREME SAIYAN B賞　ベジット ¥4,500 ワンピース 一番くじ　THE GREATEST SAIYAN ラストワン賞　黄金大猿孫悟空ソフビ ¥11,000

ドラゴンボール 一番くじ　EXTREME SAIYAN C賞　ゴジータブルー ¥3,000 ワンピース 一番くじ  The Legend of  EDWATD・NEWGATE ラストワン賞 エドワード ¥4,000

ドラゴンボール 一番くじ　EXTREME SAIYAN ラストワン賞　孫悟空　身勝手の極意 ¥2,500 物語 一番くじ TVアニメ拾周年記念 A賞 忍野忍 渡辺明夫氏O.D.C. ¥4,000

僕のヒーローアカデミア 一番くじ feat. SMASH RISING ラストワン賞　緑谷出久 ¥2,800 フェイト 一番くじ　TYPE-MOON 10周年記念 　 A賞　セイバー ¥2,000

マクロス 一番くじ 　FIGURE SPIRITS KUJI マク ロ スF 10t h　 A賞  シェリル　Crimson Scarlet Queen ¥3,500 ドラゴンボール 一番くじ  ULTIMATE EVOLUTION wit hドラ ゴンボールZ C賞  SSGSSベジータ ¥2,800

マクロス 一番くじ 　FIGURE SPIRITS KUJI マク ロ スF 11t h　 B賞  シェリルRoyal Blue Queen ¥2,500 ドラゴンボール 一番くじ ULTIMATE VARIATION C賞  超サイヤ人ブロリーフルパワー ¥3,500

鋼の錬金術師 一番くじ FULLMETAL ALCHEMIST B賞  アルフォンス・エルリック ¥3,000 ドラゴンボール 一番くじ ULTIMATE VARIATION D賞  超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ゴジータ ¥3,000

ソードアートオンライン 一番くじ GAME PROJECT 5th  An n ive rsa ry 1 A賞  シノン ¥2,000 ドラゴンボール 一番くじ ULTIMATE VARIATION ラストワン賞  神龍 ¥6,000

リゼロ 一番くじ　Happy Birthday REM＆RAM A賞　レム＆ラム ¥4,500 ドラゴンボール 一番くじ　VS EXISTENCE A賞　孫悟空＆孫悟飯 ¥6,000

フェイト 一番くじ　Heaven’s Feel　Part1 A賞　セイバーオルタ ¥2,000 ドラゴンボール 一番くじ　VS EXISTENCE ラストワン賞　孫悟空＆孫悟飯 ¥3,800

ドラゴンボール 一番くじ　HISTORY OF RIVALS A賞　ヤムチャ ¥3,000 ワンピース 一番くじ　VS海軍編 C賞　黄猿 ¥2,300

ドラゴンボール 一番くじ　HISTORY OF RIVALS B賞　ブロリー ¥2,000 フェイト 一番くじ　Zero　Part1 A賞　ライダー ¥2,500

ドラゴンボール 一番くじ　HISTORY OF RIVALS ラストワン賞　ヤムチャ＆プーアル ¥4,500 フェイト 一番くじ　Zero　Part1 B賞　衛宮切嗣 ¥2,000

ジョジョの奇妙な冒険 一番くじ Part1～3 A賞 ジョセフ・ジョースター ¥5,000 フェイト 一番くじ　Zero　Part1 C賞　アーチャー ¥2,500

ワンピース 一番くじ　ROMANCE DAWN 前編 A賞　サニー号 ¥2,500 フェイト 一番くじ　Zero　Part2 A賞　セイバー ¥2,000

裏面にもタイトルが掲載されています。
記載以外も買取致します。　掲載価格は部品・箱・説明書が完備の状態で美品で国内正規品の買取上限価格です。買取価格は毎日、変動致します。

ワンピースメモリアルログ D賞 白ひげ BATTLE ワンピースメモリーズ A賞 ルフィ＆シャンクス

5,000円買取 6,000円買取

一番くじ① 裏
面

買取表　ＰＵＲＣＨＡＳＥ　作成日　2020年8月18日


