
three 個展
「　three is a magic number 18　」

Price List
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作品画像 タイトル / 形態 / サイズ / 金額

「3392g」
H575mm×W300mm×D300mm
フィギュア、アルミ、塩ビ、木
¥1,386,000（税込）

2021 年

p.1

「3815g」
H575mm×W300mm×D300mm
フィギュア、アルミ、塩ビ、木
非売品

2021 年

「2154g」
H348mm×W180mm×D200mm
フィギュア、塩ビ、木、鉄
¥605,000（税込）

2020 年

「17.7kg」
H1,530mm×W850mm×D450mm
フィギュア、塩ビ、木、ステンレス、鉄
¥3,696,000（税込）

2020 年
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作品画像 タイトル / 形態 / サイズ / 金額

「5036g」
H550mm×W380mm×D380mm
フィギュア、塩ビ、木、ステンレス
¥2,178,000（税込）

2022 年

「2819g」
H630mm×W300mm×D300mm
フィギュア、塩ビ、木、ステンレス
¥1,573,000（税込）

2022 年

「3017g」
H580mm×W340mm×D340mm
フィギュア、塩ビ、木、ステンレス
¥1,694,000（税込）

2022 年

「1934g」
H300mm×W210mm×D220mm
Figure,Wood
¥517,000（税込）

2022 年

p.2
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作品画像 タイトル / 形態 / サイズ / 金額

「2211g」
H300mm×W430mm×D200mm
フィギュア、アクリルボックス
¥924,000（税込）

2020 年

「2636g」
H525mm×W460mm×D40mm
フィギュア、アルミ、塩ビ、木
¥682,000（税込）

2022 年

「77 V 型 19.9kg」
H950mm×W1,690mm×D95mm
フィギュア、アルミ、塩ビ、木
¥3,388,000（税込）

2017 年

「43V 型 87.zip」
H528mm×W936mm×D41mm
フィギュア、アクリルボックス
¥1,650,000（税込）

2017 年

p.3
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作品画像 タイトル / 形態 / サイズ / 金額

「6bit」
medium：プリキュア
H530mm×W785mm×D120mm

¥528,000（税込）

2019 年

「4bit」
medium：アキラ
H790mm×W714mm×D120mm

¥550,000（税込）

2019 年

「8bit」
medium：FATE
H403mm×W828mm×D120mm

¥495,000（税込）

2019 年

p.4

Yes! プリキュア 5GoGo! Q posket シリーズ
Cure Mint 秋元 こまち (115.2g)、Cure Rouge 夏木 りん (99.2g)、
Milky Rose 美々野 くるみ (176.1g)、Cure Dream 夢原 のぞみ (131.1g)、
Cure Lemonade 春日野 うらら (97.9g)、Cure Aqua 水無月 かれん (131.5g)
※左から順

一番くじ Fate/Grand Order ～夏だ ! 水着だ ! きゅんキャラサマー PART2～
A賞 ライダー/アルトリア・ペンドラゴン(オルタ)(56.3g)、
B賞 キャスター/ ネロ・クラウディウス(61.0g)、
C賞 セイバー/フランケンシュタイン(67.3g)、
D賞 アサシン/ニトクリス(96.3g)、
E賞 バーサーカー/織田信長(98.0g)、
F賞 ランサー/源頼光(87.7g)、
G賞 アーチャー/エレナ・ブラヴァツキー(71.7g)、
H賞 ライダー/イシュタル(83.4g)
※左から順

マクファーレン・トイズ AKIRA
アキラ(14.6g)、金田 正太郎(128.0g)、島 鉄雄(294.1g)、
ジョーカー(235.9g)
※左から順
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「49bit」
medium：ポケモン
H595mm×W595mm×D120mm

¥660,000（税込）

2019 年

17

作品画像 タイトル / 形態 / サイズ / 金額

「6bit」
medium：まどマギ
H358mm×W644mm×D119mm

¥330,000（税込）

2019 年

p.5 

ポケットモンスター モンスターコレクション
No.25 ピカチュウ(12.8g)、No.126 ブーバー(8.4g)、
No.133 イーブイ(12.2g)、No.136 ブースター(16.2g)、
No.148 ハクリュウ(8.4g)、No.152 チコリータ(12.6g)、
No.172 ピチュー(9.1g)、No.243 ライコウ(12.1g)、
No.245 スイクン(13.6g)、No.255 アチャモ(12.0g)、
No.311 プラスル(7.2g)、No.312 マイナン(6.7g)、
No.330 フライゴン(7.2g)、No.373 ボーマンダ(7.1g)、
No.380 ラティアス(6.0g)、No.383 グラードン(9.8g)、
No.419 フローゼル(13.2g)、No.424 エテボース(9.1g)、
No.427 ミミロル(7.0g)、No.447 リオル(7.3g)、No.448 ルカリオ(5.7g)、
No.468 トゲキッス(15.2g)、No.470 リーフィア(8.3g)、
No.471 グレイシア(9.0g)、No.480 ユクシー(10.7g)、
No.481 エムリット(9.9g)、No.482 アグノム(9.7g)、
No.486 レジギガス(17.2g)、No.487 ギラティナ(18.0g)、
No.490 マナフィ(7.6g)、No.492 シェイミ(スカイフォルム)(9.3g)、
No.495 ツタージャ(10.2g)、No.497 ジャローダ(8.0g)、
No.498 ポカブ(12.2g)、No.500 エンブオー(17.5g)、
No.501 ミジュマル(12.2g)、No.517 ムンナ(15.3g)、
No.538 ナゲキ(15.7)、No.539 ダゲキ(7.0g)、No.554 ダルマッカ(11.5g)、
No.555 ヒヒダルマ(18.7g)、No.570 ゾロア(11.5g)、
No.571 ゾロアーク(13.2g)、No.610 キバゴ(10.0g)、
No.639 テラキオン(14.8g)、No.642 ボルトロス(15.8g)、
No.650 ハリマロン(10.4g)、No.651 ハリボーグ(15.3g)、
No.652 ブリガロン(36.3g)
※ 縦列左上から順

一番くじプレミアム 魔法少女まどか☆マギカ PART2 G 賞 きゅんキャラ
鹿目 まどか(62.9g)、暁美 ほむら(54.5g)、巴 マミ(61.8g)、
美樹 さやか(57.0g)、佐倉 杏子(61.4g)、お菓子の魔女 シャルロッテ(47.8g)
※左から順



「9bit」
medium：ラブライブ !
H495mm×W1,020mm×D120mm

¥550,000（税込）

「13bit」
medium：TEH IDOLM@STER
H300mm×W1,163mm×D120mm

¥550,000（税込）

2019 年

セガ プライズ けいおん !!  エクストラフィギュア Vol .1~3
平沢 唯(86.7g)、田井中 律(66.4g)、秋山 澪(99.7g)、琴吹 紬(84.5g)、
中野 梓(89.9g)、真鍋 和(63.3g)
※左から順

ちびきゅんキャラ THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ ! Vol .1~3
秋月 律子(21.6g)、三浦 あずさ(19.7g)、双海 真美(21.9g)、
水瀬 伊織(23.4g)、萩原 雪歩(21.6g)、星井 美希(26.5g)、
天海 春香(21.3g)、如月 千早(23.4g)、我那覇 響(31.2g)、
高槻 やよい(26.6g)、双海 亜美(20.6g)、菊地 真(21.7g)、
四条 貴音(30.0g)
※左から順

p.6
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作品画像 タイトル / 形態 / サイズ / 金額

「6bit」
medium：けいおん !!
H418mm×W644mm×D119mm

¥330,000（税込）

2019 年

2019 年

セガ プライズ ラブライブ! No brand gir ls  プレミアムフィギュア
高坂 穂乃果(112.8g)、絢瀬 絵里(95.5g)、南 ことり(109.3g)、
園田 海未(122.0g)、星空 凛(94.1g)、西木野 真姫(113.4g)、
東條 希(101.5g)、小泉 花陽(87.4g)、矢澤 にこ(95.1g)
※左から順
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作品画像 タイトル / 形態 / サイズ / 金額

「17V 型 Display」
PC ディスプレイ、フィギュア
H310mm×W375mm×D74mm
¥187,000（税込）

2019 年

「17V 型 Display」
PC ディスプレイ、フィギュア
H320mm×W375mm×D73mm
¥187,000（税込）

2019 年

「17V 型 Display」
PC ディスプレイ、フィギュア
H335mm×W490mm×D65mm
¥187,000（税込）

2019 年

「20V 型 Display」
PC ディスプレイ、フィギュア
H335mm×W490mm×D98mm
¥220,000（税込）

2019 年

p.7

SOLDOUT

SOLDOUT
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作品画像 タイトル / 形態 / サイズ / 金額

「21.5V 型 Display」
PC ディスプレイ、フィギュア
H315mm×W515mm×D65mm
¥236,000（税込）

2019 年

「21.5V 型 Display」
PC ディスプレイ、フィギュア
H315mm×W515mm×D60mm
¥236,500（税込）

2019 年

「24V 型 Display」
PC ディスプレイ、フィギュア
H330mm×W550mm×D100mm
¥264,000（税込）

2019 年

「32V 型 Display」
PC ディスプレイ、フィギュア
H425mm×W730mm×D92mm
¥422,400（税込）

2019 年

p.8
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作品画像 タイトル / 形態 / サイズ / 金額

「32V 型 Display」
PC ディスプレイ、フィギュア
H450mm×W750mm×D78mm
¥422,400（税込）

2019 年

「32V 型 Display」
PC ディスプレイ、フィギュア
H515mm×W780mm×D95mm
¥422,400（税込）

2019 年

「42V 型 Display」
PC ディスプレイ、フィギュア
H550mm×W950mm×D70mm
¥693,000（税込）

2019 年

「49V 型 Display」
PC ディスプレイ、フィギュア
H640mm×W1,100mm×D95mm
¥889,350（税込）

2019 年

p.9
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作品画像 タイトル / 形態 / サイズ / 金額

「55V 型 Display」
PC ディスプレイ、フィギュア
H725mm×W1,220mm×D85mm
¥1,197,900（税込）

2019 年

「58V 型 Display」
PC ディスプレイ、フィギュア
H750mm×W1,290mm×D85mm
¥1,263,240（税込）

2019 年
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