
2001-2013 2015-2016 2017-2018

型番 名前 買取価格 型番 名前 買取価格 型番 名前 買取価格

MVP ダヴィド・トレゼゲ \2,200 KOLE リカルド・サモラ \700 KOLE スタンリー・マシューズ \2,000

MVP1 パヴェル・ネドヴェド \1,200 HOLE ロベルト・バッジョ フィオレンティーナ\200 HOLE \800

LE ジネディーヌ・ジダン \4,500 HOLE ロベルト・バッジョ ユベントス \800 HOLE \800

\1,000 HOLE ロベルト・バッジョ ボローニャ \300 LEU フランコ・バレージ \600

アンドリー シェフチェンコ \1,000 POY2 ズラタン・イブラヒモビッチ \400 LEU アレッサンドロ・コスタクルタ \200

デイビッド・ベッカム \1,200 POY4 ポール・ポグバ \1,000 LEU パオロ・マルディーニ \500

EXTRA クリストフ・メッツェルダー \2,500 HOLE ロベルト・バッジョ アズーリ \2,000 LEU マウロ・タソッティ \200

KOLE ヨハン・クライフ \2,000 MVP1 リオネル・メッシ \300 SATLE アンドリー・シェフチェンコ \800

WCB-EXT アレッサンドロ・ネスタ \8,000 WBE02 マッツ・フンメルス \300 TS1 リオネル・メッシ \1,000

KOLE フランツ・ベッケンバウアー \2,000 WBE03 ジョルジョ・キエッリーニ \400 POY4 ルカ・モドリッチ \500

MVP A1 アンドレス・イニエスタ \1,000 WBE04 セルヒオ・ラモス \300 HOLE アレッサンドロ・デル・ピエロ（奇跡のマエストロ）\4,000

EXTRA ティエリ・アンリ \2,000 WBE05 ポール･ポグバ \200 ATLE ロベルト・プロシネツキ \300

KOLE アルフレッド・ディ・ステファノ \1,200 WBE07 アンドレア・ピルロ \300 ATLE パウロ・ロベルト・ファルカン \300

HOLE ロマーリオ  ブラジル代表 \1,000 WBE09 ウェイン・ルーニー \200 MVP1 クリスティアーノ・ロナウド \2,000

ATLE エドガー・ダビッツ \1,000 ATLE-RE ミゲル・アンヘル・ナダル \300 WBE11 パウロ・ディバラ \200

2013-2014 2016-2017 ATLE ベルント・シュスター \500

型番 名前 買取価格 型番 名前 買取価格 ATLE-RE- ロベルト・ヤルニ \500

KOLE エウゼビオ \700 KOLE ジュゼッペ・メアッツァ \700 ATLE-RE- クラシミール・バラコフ \300

MVP1 クリスティアーノ・ロナウド \700 HOLE \200 BGK1 ジャンルイジ・ブッフォン \400

MVP2 リオネル・メッシ \400 HOLE ロナウド バルセロナ \1,200 BMF1 ケビン・デ・ブライネ \800

HOLE カフー \500 HOLE ロナウド インテル \1,400 BFW1 リオネル・メッシ \1,200

HOLE ファビオ・カンナバーロ \800 LEOC ティエリ・アンリ \700

ATLE デニス・ベルカンプ \200 ATLE フィリッポ・インザーギ \300

WBE05 セルヒオ・ラモス \200 MVP2 アントワーヌ・グリーズマン \300

HOLE レオニダス \700 HOLE ロナウド レアル・マドリード \2,000

SATLE デニス・ロー \500 MVP A1 クリスティアーノ・ロナウド \1,000

ATLE フェルナンド・イエロ \500 BUN16 ギャレス・ベイル \300

ATLE ブライアン・ロブソン \200 BUN18 クリスティアーノ・ロナウド \200

ATLE ファン・セバスティアン・ベロン \500 HOLE \500

ATLE フリスト・ストイチコフ \200 HOLE \700

ATLE エリック・カントナ \300 HOLE クリスティアン・ビエリ（インテル）\2,000

ATLE ヘンリク・ラーション \200 WBE01 ジャンルイジ・ブッフォン \300
2014-2015OE

型番 名前 買取価格

MVPA1 クリスティアーノ・ロナウド \7,500

BGK マヌエル・ノイアー \400 ※上記の買取表は、在庫・相場・状態によって、予告なく変更になる場合がありますので、

BDF ジェローム・ボアテング \700 あらかじめ、ご了承ください。

BMF エデン・アザール \1,000 

BFW リオネル・メッシ \300 

TS ハメス・ロドリゲス \600 twitterSOC09 ダビド・ルイス \300 

SOC10 チアゴ・シウバ \300  @narakan_torecaSOC14 フィリップ・ラーム \300 

SOC29 セルヒオ・ラモス \300 

ディエゴ・マラドーナ(FCバルセロナ)

ディエゴ・マラドーナ(ナポリ)

WMVP１ ロナウジーニョ(04-05)

EMVP１

WWF４

ロナウド PSV

ロナウド（ACミラン）

クリスティアン・ビエリ（アトレティコ・M）
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