


品名 シリーズ 最大買取金額
15/16 コルトスナイパー 　　 各モデル ¥12,000
18 セフィア BB 各モデル ¥6,500
18 ディアルーナ　　  　　 各モデル ¥12,000
18/19 エクスセンス ジェノス 各モデル ¥24,000
19 ソルティーアドバンス 各モデル ¥5,000
20 ソアレ TT 　　　     各モデル ¥7,000
15 炎月 SS 各モデル ¥7,500
16 炎月 BB 各モデル ¥6,000
20 炎月 SS 各モデル ¥10,000
21 炎月 BB 各モデル ¥7,500
20 ルアーマチック 　　 各モデル ¥3,000
19 トラウトライズ 各モデル ¥4,000
21 カーディフ AX 各モデル ¥10,000
トラウトワン AS　　　　 各モデル ¥6,000
カーディフ エリアリミテッド 各モデル ¥30,000
18 ポイズンアドレナ　 各モデル ¥14,000
18 ワールドシャウラ 各モデル ¥30,000
20 ゾディアス 　　　 各モデル ¥7,000
HRF AGS 各モデル ¥18,000
モアザン ブランジーノ AGS 各モデル ¥30,000
ラブラックス AGS 各モデル ¥15,000
19 ラテオ 各モデル ¥10,000
21 月下美人 MX 各モデル ¥10,000
メバリング X 各モデル ¥4,000
21 ジグキャスター 各モデル ¥7,500
21オーバーゼアー AGS 各モデル ¥28,000
オーバーゼアー 各モデル ¥10,000
エメラルダス X 各モデル ¥6,000
ルアーニスト 各モデル ¥3,000
シルバークリーク AGS 各モデル ¥14,000
18 プレッソ AGS 各モデル ¥19,000
ピュアリスト 各モデル ¥6,000
トラウト X AT 各モデル ¥3,500
21ブレイゾン 各モデル ¥9,000
ハートランドHL 各モデル ¥24,000
タトゥーラ 各モデル ¥7,000

品名 シリーズ 最大買取金額

オーシャンフィールド 各モデル ¥5,000

ソルティーステージ KR-X 各モデル ¥7,500

クロスフィールド 各モデル ¥5,000

トラウティンマーキス ナノ 各モデル ¥8,000

スタッカート 91MSS-HX ¥36,000

モンストロ 610  ¥18,000

ピメンタ 55 ¥21,000

B.C.4 5.10H ¥25,000

ブリストコモド 6.10XH ¥30,000

ビームス ローワー 6.2L ¥25,000

ビームス ブランシエラ 5.2UL ¥22,000

BRS 各モデル ¥9,000

Tコネクション コンフィー 各モデル ¥6,000

BPM BC 各モデル ¥5,000

21 BPM 各モデル ¥7,000

ラグゼ 宵姫 爽 各モデル ¥11,000

ラグゼ 桜幻 鯛ラバーS 各モデル ¥11,000

がま渓流 本流スペシャル2 各モデル ¥48,000

がま渓流 幻我2 各モデル ¥28,000

ガイドポスト LHR 各モデル ¥9,000

¥15,000

¥27,000

ブルーカレント Ⅲ 各モデル ¥12,000

¥27,000

グランデージ ライト 各モデル ¥12,000

グランデージ STD 各モデル ¥12,000

¥36,000

¥9,000

トラウトスピン GTR-60UL 各モデル ¥6,000

エゲリア ETNS 各モデル ¥9,000

エゲリア ETGS 各モデル ¥7,000

シルファー SYSSi-83MH ¥16,500
トゥイッチン スペチアレボロン 各モデル ¥36,000
ストリーム スぺチアーレボロン 各モデル ¥28,000

オーシャンゲート 各モデル ¥6,000
トラウトアンリミテッド 各モデル ¥11,000

ソルパラ 各モデル ¥3,500
三代目 クロステージ 各モデル ¥5,000
ファインテール 各モデル ¥7,000
トラパラ 各モデル ¥3,500
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バリスティック 102MH TZ/NANO
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