
2001-2002 ATLE ミューレル \100 ディディエ・ドログバ \300 

型番 名前 買取価格 ATLE サルバトーレ・スキラッチ \200 フランチェスコ・トッティ \300 

TS1 ダヴィド・トレゼゲ \1,500 ATLE ジーコ \100 ルート・ファン・ニステルローイ \300 

TS2 ダリオ・ヒュブナー \1,800 ATLE ジャン・ピエール・パパン \100 トマス・ロシツキー \100 

MVP ダヴィド・トレゼゲ \11,000 ATLE \100 スティーブン・ジェラード \200 

AE01 ジャンルイジ・ブッフォン \200 ATLE ジョージ・ウェア \1,000 フロラン・マルーダ \100 

AE04 アレッサンドロ・ネスタ \400 ATLE ズボニミール・ボバン \500 デイビッド・ベッカム \4,000 

AE09 ロベルト・バッジョ \400 ATLE ディディエ・デシャン \400 ジェンナーロ・ガットゥーゾ \400 

AE10 クリスティアン・ヴィエリ \300 ATLE デヤン・サヴィチェヴィッチ \400 アンドレア・ピルロ \100 

AE11 アレッサンドロ・デル・ピエロ \1,200 ATLE ピエルルイジ・カジラギ \200 デコ \100 

E01 ジャンルイジ・ブッフォン \100 ATLE \900 ジェイミー・キャラガー \100 

E02 パオロ・マルディー二 \200 ATLE ユルゲン・クリンスマン \800 マルコ・マテラッツィ \100 

E05 リリアン・テュラム \400 ATLE レオナルド \200 ホセ・レイナ \100 

E07 エドガー・ダヴィッツ \300 ATLE ローラン・ブラン \500 パオロ・マルディーニ \100 

E09 フランチェスコ・トッティ \100 ATLE ロベルト・マンチーニ \100 ハビエル・サネッティ \100 

E11 アンドリー・シェフチェンコ \200 IT03 ファビオ・カンナヴァロ \100 フェルナンド・トーレス \100 

S1 ロナウド \500 IT13 クリスティアン・ヴィエリ \200 ラウール・ゴンザレス \200 

F1 ロベルト・バッジョ \100 IS03 ハヴィエル・サネッティ \100 2007-2008

F2 ナカタ・ヒデトシ \200 IS07 カフー \300 型番 名前 買取価格

F4 アレッサンドロ・デル・ピエロ \200 IS09 マヌエル・ルイ・コスタ \100 WMVP カカ \100 

F5 アルヴァロ・レコバ \100 2004-2005 KOLE ボビー・チャールトン \300 

2002-2003 型番 名前 買取価格 ドランガ・ストイコビッチ \200 

型番 名前 買取価格 ロナウジーニョ \1,900 ローター・マテウス \300 

TS1 クリスティアン・ヴィエリ \1,400 アンドリー シェフチェンコ \8,500 ピエール・リトバルスキー \100 

MVP1 パヴェル・ネドヴェド \5,000 パオロ・マルディーニ \100 アンドレアス・ブレーメ \900 

MVP2 フランチェスコ・トッティ \4,500 2005-2006 クニシゲ・カマモト \200 

LE イヴァン・エルゲラ \300 型番 名前 買取価格 ダニエル・パサレラ \700 

LE ヴラジミール・ユーゴヴィッチ \200 ロナウジーニョ \3,000 フェルナンド・トーレス \100 

LE カズヨシ・ミウラ \1,600 EMVP1 ロナウジーニョ \600 カルロス・テベス \100 

LE クリスティアン・ツィーゲ \400 LE パオロ・マルディーニ \500 アレッサンドロ・デル・ピエロ \100 

LE タリボ・ヴェスト \200 LE ルイス・フィーゴ \200 ロビーニョ \100 

LE ミカエル・シルヴェストル \100 ティエリ・アンリ \100 マンシーニ \100 

LE ヨルグ・ハインリッヒ \300 ファビオ・カンナバーロ \100 ダニエレ・デ・ロッシ \100 

LE エドウィン・ファン・デル・サール\100 ロベルト・アジャラ \100 フィリップ・メシェ \300 

LE サンディ・オリセー \400 スティーブン・ジェラード \100 ファン・ロマン・リケルメ \100 

LE ジネディーヌ・ジダン \7,000 カルレス・プジョル \400 ラウール・ゴンザレス \200 

LE ティエリ・アンリ \1,100 2006-2007 2008-2009

LE マルセロ・デサイー \3,200 型番 名前 買取価格 型番 名前 買取価格

LE ロベルト・アジャラ \900 WMVP ファビオ・カンナバロ \1,500 WMVP クリスティアーノ・ロナウド \1,100 

LE ファウスティーノ・アスプリージャ\200 EMVP ファビオ・カンナバロ \300 EMVP クリスティアーノ・ロナウド \700 

LE ファブリツィオ・ラヴァネッリ \1,200 KOLE ペレ \3,500 KOLE マラドーナ \6,000 

ATLE アーロン・ヴィンター \100 LE ロナウド \1,400 カカ \100 

ATLE ステファン・シュヴァルツ \200 LE デイビッド・ベッカム \1,200 ニコラス・アネルカ \100 

ATLE ドゥンガ \1,300 LE ロベルト・カルロス \1,600 ダビド　ビージャ \100 

ATLE トニーニョ・セレーゾ \200 LE フィリッポ・インザーギ \400 ペトル・ツェホ \100 

ATLE フローリン・ラドチョウ \100 LE クロード・マケレレ \1,300 エドウィン・ファン・デル・サール\100 

WFW１

WFW２

WFW４

WWF１

ジュゼッペ・ベルゴミ(裏面左下ATLE仕様) WWF２

WWF３

WWF４

WMF１

WMF２

WMF５

フランコ・バレージ(裏面左下ATLE仕様) WDF１

WDF４

WGK２

BAN２

BAN３

BAN４

BAN５

AＴLE

WMVP１ AＴLE

EMVP１ AＴLE

WDF３ AＴLE

AＴLE

AＴLE

WMVP１ WFW２

CRA１

CRA４

CRA５

CRA１ WWF４

WDF３ WMF４

WDF５ WDF２

BAN２ BAN１

BAN５ BAN５

CRA３

WFW１

WFW５

WGK２

WGK３
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サミル・ナスリ \100 ATLE フェルナンド・コウト \500 2013-2014

ウーゴ　ロリス \100 ATLE デニス・アーウィン \300 KOLE エウゼビオ \2,600

WBE2 リオ・ファーディナンド \200 ATLE リー・ディクソン \100 MVP1 クリスティアーノ・ロナウド \2,400

セルヒオ・ラモス \100 ATLE スティーブ・マクマナマン \100 MVP2 リオネル・メッシ \400 

フェルナンド　トーレス \100 WBE05 マルセロ \100 HOLE ローター・マテウス \600 

2009-2010 WBE08 シャビ \100 HOLE カフー \1,400 

型番 名前 買取価格 WBE09 メッシ \100 HOLE ファビオ・カンナバーロ \3,800 

MVP1 フォルラン \300 WBE10 クリスティアーノ・ロナウド \100 ATLE ゴードン・バンクス \200 

MVP2 メッシ \200 WBE11 ラダメル・ファルカオ・ガルシア \100 ATLE ジョルジーニョ \1,100 

J-ATLE ルイ・ラモス \200 2011-2012 ATLE ガエターノ・シレア \1,200 

J-ATLE ショウジ・ジョウ \100 型番 名前 買取価格 ATLE デニス・ベルカンプ \500 

J-ATLE シゲタツ・マツナガ \100 KOLE フランツ・ベッケンバウアー \11,000 ATLE イアン・ラッシュ \200 

J-ATLE テツジ・ハシラタニ \100 MVP メッシ \400 ATLE マイケル・オーウェン \100 

J-ATLE ヒロアキ・モリシマ \100 ATLE マーティン・キーオン \100 WBE01 マヌエル・ノイアー \200 

J-ATLE ワグナー・ロペス \100 ATLE クラウス・アウゲンターラー \100 WBE05 セルヒオ・ラモス \100 

J-LE アキラ・カジ \300 ATLE ギド・ブッフバルト \200 WBE07 アンドレア・ピルロ \200 

J-LE カズヨシ・ミウラ \400 ATLE ユルゲン・コーラー \400 WBE09 ギャレス・ベイル \100 

J-LE マサシ・ナカヤマ \500 EUS10 シャビ \100 WBE10 ズラタン・イブラヒモビッチ \100 

J-LE ヨシカツ・カワグチ \500 WOS3 チアゴ・シウバ \100 ARS3 セルヒオ・アグエロ \100 

J-LE マサユキ・オカノ \100 WOS5 ダニエウ・アウベス \100 BES2 バンサン・コンパニ \100 

J-LE ナオキ・マツダ \200 WOS6 マルセロ \100 BES3 ダニエル・バン・ブイテン \100 

J-LE トモカズ・ミョウジン \100 MVP A1 アンドレス・イニエスタ \3,000 DUS1 グレゴリー・ファン・デル・ウィール\100 

J-LE ツネヤス・ミヤモト \400 ATLE トーマス・ベルトルト \100 POS1 ジョアン・ペレイラ \100 

J-LE シンジ・オノ \300 ATLE オズワルド・アルディレス \100 RGS1 \100 

JT03 ユウジ・ナカザワ \400 ATLE ウーベ・バイン \200 HOLE レオニダス \3,200 

JT04 マルクス・トゥーリオ・タナカ \300 ATLE ジミー・フロイド・ハッセルバインク\200 SATLE デニス・ロー \500 

JT05 アツト・ウチダ \100 ATLE カール・ハインツ・リードレ \100 ATLE フェルナンド・イエロ \1,100 

JT07 マコト・ハセベ \100 EUS A2 バンサン・コンパニ \100 ATLE ブライアン・ロブソン \300 

JT09 ジュンイチ・イナモト \300 EUS A7 マリオ・ゴメス \100 ATLE ファン・セバスティアン・ベロン \400 

JT10 ダイスケ・マツイ \100 WOS A2 ディエゴ・ルガノ \100 ATLE マーク・ヒューズ \400 

JT12 シュンスケ・ナカムラ \200 WOS A3 ハビエル・サネッティ \300 ATLE ベベット \700 

JT15 シンジ・オカザキ \100 2012-2013 ATLE フリスト・ストイチコフ \500 

ARS3 Ｄ・ミリート \100 KOLE アルフレッド・ディ・ステファノ \6,600 ATLE エリック・カントナ \400 

BRS1 ジュリオ・セーザル \100 MVP リオネル・メッシ \2,000 ATLE ヘンリク・ラーション \500 

ENS1 ジョンテリー \400 HOLE ロマーリオ バルセロナ \2,700 MVPA1 クリスティアーノ・ロナウド \17,500

FRS2 ガラ \100 HOLE ロマーリオ バレンシア \900 BGK マヌエル・ノイアー \1,500 

ITS5 デ・ロッシ \100 HOLE ロマーリオ フルミネンセ \1,200 BDF ジェローム・ボアテング \3,200 

POS2 ブルーノ・アウベス \100 ATLE ヤープ・スタム \200 BMF エデン・アザール \2,100 

POS3 ラウル・メイレレス \100 ATLE ロベルト・カルロス \100 BFW リオネル・メッシ \600 

SPS5 ダビド・ビシャ \100 ATLE ヨハン・ニースケンス \800 2014-2015OE

イケル・カシージャス \100 型番 名前 買取価格

アンドレア・ピルロ \100 TS ハメス・ロドリゲス \1,700 

ファン・ペルシー \100 SOC06 アンヘル・ディ・マリア \100 

HOLE ロマーリオ  セレソン ブラジル代表\4,500 SOC07 ウェイン・ルーニー \100 

SATLE ボビー・ムーア \200 SOC08 ロビン・ファン・ペルシー \100 

2010-2011 MVPA1 ネイマール \800 SOC09 ダビド・ルイス \400 

型番 名前 買取価格 ATLE マヌエル・サンチス \100 SOC14 フィリップ・ラーム \2,600 

KOLE ヨハン・クライフ \13,000 ATLE カルロス・バルデラマ \600 SOC20 カルロス・テベス \300 

MVP メッシ \200 ATLE エドガー・ダビッツ \3,500 SOC26 シャビ \100 

ATLE ルート・フリット \200 ATLE フェレンツ・プスカシュ \400 SOC30 ギャレス・ベイル \100 

ATLE ホルヘ・カンポス \100 ATLE ウーゴ・サンチェス \200 SOC31 ルカ・モドリッチ \100 

ATLE トニー・アダムス \100 ATLE エルナン・クレスポ \400 SOC32 クリスティアーノ・ロナウド \100 

ATLE フランク・ライカールト \1,700 WOS12 ハビエル・エルナンデス \100 RGS A2 マルアン・フェライニ \200 

ATLE クラウディオ・カニーヒア \100 BRS1 ダビド・ルイス \100 RGS A3 ラウール・ヒメネス \100 

ATLE フェルナンド・イエロ \200 BRS2 チアゴ・シウバ \1,200 YGS A3 サウール・ニゲス \200 

ATLE マルコ・ファン・バステン \100 ITS2 ダニエレ・デ・ロッシ \100 

ファビオ・コエントラン \100 SPS1 イケル・カシージャス \100 

ダニエウ・アウベス \1,000 SPS2 セルヒオ・ラモス \1,200 

ファン・カプデビラ \100 

シャビ \100 

ディミタール・ベルバトフ \100 

ATLE エリック・カントナ \300 

ATLE ウーベ・ロスナー \100 

ATLE ロナルド・デ・ブール \100 

ATLE フランク・デ・ブール \300 

ATLE ロナルド・クーマン \300 

YGS１

YGS３

WBE５

WBE８

ピエール=エメリク・オーバメヤン

ＢＡＮ4

ＷＤＭ3

ＷＣＦ1

ＷＳＢ1

ＷＳＢ2

ＷＳＢ3

ＷＣＭ3

ＷＣＦ2
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2015-2016 2016-2017 2016-2017

型番 名前 買取価格 型番 名前 買取価格 型番 名前 買取価格

KOLE リカルド・サモラ \2,400 KOLE ジュゼッペ・メアッツァ \3,000 HOLE \7,500

SATLE マルコ・ファン・バステン \700 HOLE \500 HOLE \4,200

HOLE ロベルト・バッジョ フィオレンティーナ\800 HOLE ロナウド バルセロナ \5,800 HOLE クリスティアン・ビエリ（インテル）\13,000

HOLE ロベルト・バッジョ ユベントス \3,500 HOLE ロナウド インテル \4,000 LEOC イアン・ライト \100

HOLE ロベルト・バッジョ ボローニャ \600 SATLE ユルゲン・クリンスマン \200 ATLE ロベルト・ドナドーニ \200

ATLE マルコ・マテラッツィ \200 LEOC ティエリ・アンリ \300 ATLE-RE- アンディ・コール \200

ATLE ルート・フリット \200 LEOC ラウール・ゴンザレス \100 WBE01 ジャンルイジ・ブッフォン \1,000

ATLE デメトリオ・アルベルティーニ \400 ATLE ディエゴ・シメオネ \100 WBE02 ダビド・アラバ \100

ATLE ギジェルモ・アモール \100 ATLE フィリッポ・インザーギ \200 WBE03 フィリップ・ラーム \100

ATLE ブライアン・ラウドルップ \100 ATLE-RE-カルロス・ガマーラ \400 WBE05 セルヒオ・ラモス \400

ATLE ミカエル・ラウドルップ \100 MVP1 アレクシス・サンチェス \300 WBE07 トニ・クロース \100

ATLE パトリック・クライファート \100 MVP2 アントワーヌ・グリーズマン \1,100 WBE09 ルイス・スアレス \300

ATLE フェルナンド・モリエンテス \200 POY1 ジェイミー・バーディ \100 WBE10 リオネル・メッシ \100

ATLE \100 POY2 ロべルトレバンドフスキ \300 WBE11 ギャレス・ベイル \100

POY1 エデン･アザール \200 POY3 ジャンルイジ・ブッフォン \300 SPE05 ダニエル・カルバハル \100

POY2 ズラタン・イブラヒモビッチ \2,000 POY4 ルイス・スアレス \300 J23 中村俊輔 \300

POY3 アリエン・ロッベン \400 WDM3 セルヒオ・ブスケツ \100 J25 クォン・スンテ \200

POY4 ポール・ポグバ \1,100 WCF2 \100 J55 阿部勇樹 \400

POY5 リオネル・メッシ \200 YGS4 ジャンルイジ・ドンナルンマ \100 J70 中澤佑二 \300

SPE02 ロベルト・レバントフスキ \100 RGS2 ダニー・ドリンクウォーター \100

SPE04 トーマス・ミュラー \100 HOLE ロナウド レアル・マドリード \9,000

SPE09 アンヘル・ディ・マリア \500 LEOC バレリー・カルピン \300

SPE10 ダニエウ・アウベス \100 ATLE-RE-ボルハ・オウビーニャ \300

SPE12 チアゴ・シウバ \100 MVP A1 クリスティアーノ・ロナウド \3,400

SPE15 サミル・ハンダノビッチ \200 BUN02 シンジ・オカザキ \200

SPE16 ジャンルイジ・ブッフォン \200 BUN04 フィリペ・コウチーニョ \100

SPE19 \300 BUN07 シンジ・カガワ \100

SPE20 ギャレス・ベイル \100 BUN08 \100

SOC08 セルヒオ・アグエロ \200 BUN10 アリエン・ロッベン \100

SOC13 マッツ・フンメルス \200 BUN11 ロベルト・レバンドフスキ \100

SOC21 ダニエレ・デ・ロッシ \100 BUN14 レオナルド・ボヌッチ \100

SOC26 クラウディオ・マルキジオ \100 BUN15 ジョルジョ・キエッリーニ \100

SOC28 ゴンサロ・イグアイン \100 BUN16 ギャレス・ベイル \300

SOC30 アントワーヌ・グリーズマン \100 BUN18 クリスティアーノ・ロナウド \100

SOC31 ハビエル・マスチェラーノ \600 SOC15 マリオ・マンジュキッチ \100

SOC32 ルイス・スアレス \100

SOC33 ハメス・ロドリゲス \100

SOC34 クリスティアーノ・ロナウド \100

HOLE ロベルト・バッジョ アズーリ \8,000

MVP1 リオネル・メッシ \1,600

ATLE ファビアン・バルデス \100

ATLE ミヒャエル・バラック \400

ATLE ダビド・トレゼゲ \600

WBE01 マヌエル・ノイアー \100

WBE03 ジョルジョ・キエッリーニ \300

WBE04 セルヒオ・ラモス \300
※上記の買取表は、在庫・相場・状態によって、WBE05 ポール･ポグバ \200

WBE06 トニ・クロース \200
予告なく変更になる場合がありますので、WBE07 アンドレア・ピルロ \300

WBE09 ウェイン・ルーニー \400
あらかじめご了承ください。WBE10 カリム・ベンゼマ \100

EUS07 ギャレス・ベイル \100

EUS08 ルカ・モドリッチ \200 twitterENS3 ラヒーム・スターリング \200

GES4 マルコ・ロイス \100

 @narakan_torecaITS1 ジャンルイジ・ブッフォン \100

ITS2 レオナルド・ボヌッチ \200

ITS3 ダニエレ・デ・ロッシ \100

LEOC アントニオ・コンテ \100

LEOC エウベル \200

ATLE-RE ベルナール・ラマ \200

ATLE-RE マウリシオ・ポチェッティーノ \200

ATLE-RE ミゲル・アンヘル・ナダル \1,000

ロナウド（ACミラン）

ロナウド PSV クリスティアン・ビエリ（アトレティコ・M）

マイケル・オーウェン(イングランド代表)

ピエール=エメリク・オーバメヤン

ピエール=エメリク・オーバメヤン

ピエール=エメリク・オーバメヤン

買取熱望!!リスト外キラカード

キラ1枚20円買取！

千葉鑑定団
湾岸習志野店トレカ担当
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