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国内最大級のオークション一括検索・比較サイト「オークファン(aucfan.com)」を運営する株式会社オークファン

（本社：東京都渋谷区、代表：武永修一）は、AKB48 高額落札商品一覧を発表いたしました。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    

●●●●「「「「EverydayEverydayEverydayEveryday、カチューシャ、カチューシャ、カチューシャ、カチューシャ」発売日（」発売日（」発売日（」発売日（5/255/255/255/25）の翌日から最高落札額）の翌日から最高落札額）の翌日から最高落札額）の翌日から最高落札額 28282828 万円万円万円万円    

今回当社は、「AKB48 高額落札商品一覧」関連商品のネットオークション市場における落札数調査を実施致しまし

た。調査の結果、総選挙前後の（2011 年 5 月 15 日～6 月 16 日）の最高落札価格は、最高落札価格は、最高落札価格は、最高落札価格は、投票券投票券投票券投票券 500500500500 枚セット枚セット枚セット枚セット////500,000500,000500,000500,000

円円円円で落札で落札で落札で落札されており、過去過去過去過去 2222 年間の最高落札価格は、年間の最高落札価格は、年間の最高落札価格は、年間の最高落札価格は、豪華特典付き豪華特典付き豪華特典付き豪華特典付き    AKB48AKB48AKB48AKB48 劇場ペアチケット劇場ペアチケット劇場ペアチケット劇場ペアチケット////866,000866,000866,000866,000 円で落円で落円で落円で落

札札札札されておりました。また総選挙前後日程では、柏木由紀さんとの 2 ショット参加券が 5 位以内に 2 商品もラン

クインしていることが分かりました。 

     
総選挙前後総選挙前後総選挙前後総選挙前後    

（（（（2011201120112011 年年年年 5555 月月月月 15151515 日～～～～6666 月月月月 16161616 日）日）日）日） 
落札額落札額落札額落札額 

過去過去過去過去 2222 年間年間年間年間    

（（（（2009200920092009 年年年年 6666 月～月～月～月～2011201120112011 年年年年 5555 月）月）月）月） 
落札額落札額落札額落札額 

1111位位位位 投票券 500 枚セット 500,000 円 豪華特典付き AKB48 劇場ペアチケット 866,000 円 

2222位位位位 柏木由紀 2 ショット 参加券 390,000 円 高城亜樹 公式生写真 397 枚 580,000 円 

3333位位位位 投票券 200 枚セット 350,000 円 前田彩里想い出のステージ衣装サイン入り 517,000 円 

4444位位位位 柏木由紀 2 ショット参加券 321,000 円 AKB 福袋スピードくじ 3 等 フルコンプ 515,000 円 

5555位位位位 AKB48 メンバー 2 ショット参加券 305,000 円 前田敦子 直筆サイン入り ベンチコート 501,000 円 

 

また、ネットオークション市場での総選挙選抜メンバー上位 12 名の落札数ランキングを発表いたしました。 

メディア選抜ラインと言われる、上位 12 名のネットオークションでの落札数を調査した結果、 

（調査期間：2011 年 5 月 15 日～6 月 16 日）AKBAKBAKBAKB 総選挙では、総選挙では、総選挙では、総選挙では、1111 位位位位    前田敦子、前田敦子、前田敦子、前田敦子、2222 位位位位    大島優子、大島優子、大島優子、大島優子、3333 位位位位    柏木由紀柏木由紀柏木由紀柏木由紀

という結果となりましたが、それに対し、ネットオークションネットオークションネットオークションネットオークション市場市場市場市場では、では、では、では、1111 位位位位    大島優子（大島優子（大島優子（大島優子（7,7137,7137,7137,713）、）、）、）、2222 位位位位    前田敦前田敦前田敦前田敦

子（子（子（子（6,8376,8376,8376,837）、）、）、）、3333 位柏木由紀位柏木由紀位柏木由紀位柏木由紀((((5,9135,9135,9135,913))))という結果となりました。という結果となりました。という結果となりました。という結果となりました。 

 

    

オークション相場比較のオークファン（オークション相場比較のオークファン（オークション相場比較のオークファン（オークション相場比較のオークファン（aucfan.comaucfan.comaucfan.comaucfan.com）、ＡＫＢ４８高額落札商品を一挙紹介）、ＡＫＢ４８高額落札商品を一挙紹介）、ＡＫＢ４８高額落札商品を一挙紹介）、ＡＫＢ４８高額落札商品を一挙紹介    

AKBAKBAKBAKB48484848総選挙と落札数比較総選挙と落札数比較総選挙と落札数比較総選挙と落札数比較    オークションでのオークションでのオークションでのオークションでの1111位は？位は？位は？位は？    

    

～総選挙期間中最も高額落札額は～総選挙期間中最も高額落札額は～総選挙期間中最も高額落札額は～総選挙期間中最も高額落札額は50505050万円、過去万円、過去万円、過去万円、過去2222年間の最高落札額は年間の最高落札額は年間の最高落札額は年間の最高落札額は86868686万円～万円～万円～万円～    

ＮＥＷＳＮＥＷＳＮＥＷＳＮＥＷＳ    ＲＥＬＥＡＳＥＲＥＬＥＡＳＥＲＥＬＥＡＳＥＲＥＬＥＡＳＥ    



 
 

     総選挙結果総選挙結果総選挙結果総選挙結果 
オークションオークションオークションオークション    

落札数順位落札数順位落札数順位落札数順位 
落札数落札数落札数落札数 

1111 位位位位 前田敦子前田敦子前田敦子前田敦子 大島優子大島優子大島優子大島優子 7,7137,7137,7137,713 

2222 位位位位 大島優子大島優子大島優子大島優子 前田敦子前田敦子前田敦子前田敦子 6,8376,8376,8376,837 

3333 位位位位 柏木由紀柏木由紀柏木由紀柏木由紀 柏木由紀柏木由紀柏木由紀柏木由紀 5,9135,9135,9135,913 

4444 位位位位 篠田麻里子篠田麻里子篠田麻里子篠田麻里子     渡辺麻友渡辺麻友渡辺麻友渡辺麻友 4,8844,8844,8844,884 

5555 位位位位 渡辺麻友渡辺麻友渡辺麻友渡辺麻友 板野友美板野友美板野友美板野友美 4,2484,2484,2484,248 

6666 位位位位 小嶋陽菜小嶋陽菜小嶋陽菜小嶋陽菜 小嶋陽菜小嶋陽菜小嶋陽菜小嶋陽菜 3,8053,8053,8053,805 

7777 位位位位 高橋みなみ高橋みなみ高橋みなみ高橋みなみ 篠田麻里篠田麻里篠田麻里篠田麻里子子子子     3,5443,5443,5443,544 

8888 位位位位 板野友美板野友美板野友美板野友美 松井玲奈松井玲奈松井玲奈松井玲奈 3,3303,3303,3303,330 

9999 位位位位 指原莉乃指原莉乃指原莉乃指原莉乃     高橋みなみ高橋みなみ高橋みなみ高橋みなみ 3,2313,2313,2313,231 

10101010 位位位位 松井玲奈松井玲奈松井玲奈松井玲奈 指原莉乃指原莉乃指原莉乃指原莉乃     2,4722,4722,4722,472 

11111111 位位位位 宮澤佐江宮澤佐江宮澤佐江宮澤佐江 高城亜樹高城亜樹高城亜樹高城亜樹 2,4192,4192,4192,419 

12121212 位位位位 高城亜樹高城亜樹高城亜樹高城亜樹 宮澤佐江宮澤佐江宮澤佐江宮澤佐江 2,2192,2192,2192,219 

 

AKB 関連商品を過去 3 ヶ月間（2011 年 3 月 12 日～2011 年 6 月 12 日）を調査したところ、 

AKB 総選挙前の 5 月 6 日より上昇し始め、総選挙開始の 5 月 25 日当日は最高落札額 110,000 円、 

翌日の 5 月 26 日の最高落札額は、281,000 円という結果となりました。 

 

2010 年の総選挙の最高落札額商品を調査したところ、スペシャルフォトアルバム(10 年祭引換券付き）200,010 

円、「ポニーテールとシュシュ」選抜総選挙投票券 100 枚セット 120,000 円といった結果となり、2010 年と 2011

年を比較して高額落札商品が上昇していることからも AKB48 の人気は加速しているものと考えられます。 

 



 
今後も AKB48 の人気は引き続き上昇していくものと考えております。 

 

 

 

 

 

 

■株式会社オークファン 会社概要■ 

会社名： 株式会社オークファン 

代表者： 代表取締役 武永 修一 

設立： 2007 年 6 月 

資本金：1億 3637 万円 

従業員：40 名（2011 年 2月現在） 

住所： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1 丁目 21番 14 号 渋谷 TOD ビル 8 階 

 

■オークファンについて■ 

2001 年 1月に開始した国内最大級のオークション一括相場検索・価格比較サイトです。 

特徴としては、国内のオークションサイト（Yahoo!オークション、楽天、ビッダーズ、モバオク、その他）にア

マゾン（Amazon.co.jp）、米 eBay、各ショッピングサイトを一括で検索できます。取引商品のデータベースは約

10 億件（流通総額約 8兆円）を超え、 

過去に取引されたあらゆるモノ（商品）の価格や相場を検索できる機能を持っております。 

 

■事業内容■ 

(1)メディア事業 

月間ユニークユーザー数 800 万、月間ページビュー数 1 億以上を誇る国内最大のオークション統計・検索サイト

『Aucfan.com（オークファン）』の運営を中心とした各種事業 

 

(２) データ事業 

国内・海外ショッピング・オークション商品取引価格データベース（約 10 億件以上、総流通額約 8 兆円）を基

に法人向けの価格情報ツール『Pricefan（プライスファン）』提供を中心とした各種事業 

 

■主なサービス■ 

＊「オークファン」URL： http://aucfan.com 

＊携帯版「オークファン」URL： http://m.aucfan.com 

＊「プライスファン」URL: http://pricefan.jp/ 

＊中国語版オークファン「拍迷网」URL： http://cn.aucfan.com 

＊オークションデータ分析ツール「オークデータ」URL： http://data.aucfan.com/ 

 

 

<この件に関するお問い合わせ先> 

【株式会社オークファン／広報担当 樋口】 

TEL 03-6416-3652／FAX 03-6416-3657  Email pr@aucfan.com 


