IS ﾗｳﾗ&ｼｬﾙ ﾈｺﾐﾐﾊﾟｼﾞｬﾏ IS シャルロット&セシリア 水着

サモンナイト3 アティ

けいおん! 平沢唯

8,000円 買取 8,800円 買取 5,000円 買取 3,000円 買取
JC.COM
The Muse of Range Murata
アイドルマスター シンデレラガールズ

オーディンスフィア
¥6,000 グウェンドリン
グウェンドリン(再販)

サマーウォーズ
¥4,500 池沢佳主馬&キング・カズマ

¥5,000 ベルベットwithコルネリウス

¥3,000 アティ

新田美波 Memories ver.

¥6,500 メルセデス

¥3,000 地獄少女

前川みく

¥4,800 メルセデス(再販)

¥6,000 閻魔あい

メンタルモデル・ハルナ
あの夏で待ってる

処女はお姉さまに恋してる
¥4,500 十条紫苑
宮小路瑞穂

谷川柑菜

¥4,000 お姉チャンバラvorteX

谷川柑菜 水着ver.

¥4,000 彩

あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない

関羽雲長 背徳の黒セーラーver.

¥2,000 空の境界

夏候淵妙才

¥2,000 蒼崎橙子

趙雲子龍

¥1,200 境界線上のホライゾン

呂蒙子明

¥2,000 鹿角

IS <インフィニット・ストラトス>

クイズマジックアカデミー

¥2,000

メルティ クリスマスver.

¥3,000 阿万音鈴羽&マウンテンバイク

¥3,000 シエスタ

¥3,000

¥4,000 ルイズ ゴスパンク スウィートストロベリーver.

¥3,000

ルイズ ゴスパンクver.
¥9,000 ルイズ 制服ver.

¥4,500 SHIROBAKO
¥4,000 安原絵麻

風のうしろを歩むもの

¥6,500 ルイズ ホワイトビスチェver.

¥15,000

戦国ランス
¥1,500 戦姫

¥4,500

¥3,000 戦場のヴァルキュリア
エイリアス

¥5,000

¥5,500 セルベリア・ブレス ヴァルキュリアver.

¥4,000

¥2,000 セルベリア・ブレス 白水着ver.

¥3,200

¥8,800 アロエ&CPUシャロン

シャルロット・デュノア ジャージver.

¥1,200 けいおん!

ラウラ&シャル ネコミミパジャマ

¥8,000 秋山澪

¥2,000 沢近愛理 水着ver.

¥1,000 閃乱カグラ

ラウラ・ボーデヴィッヒ メイドver.

¥5,000 琴吹紬

¥3,000 周防美琴 水着ver.

¥2,000 飛鳥 命駆ver.

田井中律

¥2,000 すーぱーそに子 水着サンタver.
スクールランブル

セルベリア・ブレス 水着ver.

¥3,500 涼宮ハルヒの憂鬱

¥2,000 平沢憂

¥1,500 涼宮ハルヒ 制服ver.キャラアニ限定版

¥4,100 桐ヶ谷直葉

天羽雅音 発動態パワーアップver.

¥9,000 平沢唯

¥3,000 長門有希 制服ver.

¥2,100 たまこまーけっと

K MISSING KINGS

長門有希 制服ver.キャラアニ限定版

一ノ瀬トキヤ

¥1,500 伏見猿比古

¥5,000 長門有希 水着ver.

来栖翔

¥8,000 八田美咲

¥3,500 Starry☆Sky

四ノ宮那月

¥5,000 血界戦線

神宮寺レン

¥3,500 レオナルド・ウォッチ Ending ver.

聖川真斗

¥2,500 月面兎兵器ミーナ

英雄*戦姫GOLD
ベートーヴェン
エヴァンゲリオン

月城ミーナ
¥6,000 咲 -saki天江衣

木ノ瀬梓

¥1,500 エーリカ・ハルトマン
サーニャ&エイラ 水着ver.

¥4,100

¥1,500 ダンジョントラベラーズ2
アリシア・ハート
¥2,500 メフメラ
超昂閃忍ハルカ
¥2,000 鷹守ハルカ

¥2,500

¥2,500 超昂天使エスカレイヤー
¥3,500 エスカレイヤー
¥1,000 超次元ゲイム ネプテューヌ

¥2,500 シャーロット・E・イェーガー

¥2,000 ブラックハート

綾波レイ(新劇場版)

¥6,000 のどっち

綾波レイ(新世紀)

¥2,000 殺戮のジャンゴ

式波・アスカ・ラングレー ジャージver.

¥4,000 黒のフランコ

¥2,000 フランチェスカ・ルッキーニ

¥3,000 葉月 ドレスver.

式波・アスカ・ラングレー テスト用プラグスーツver.

¥4,000 黒のフランコ 限定版

¥3,500 ペリーヌ・クロステルマン

¥1,500 テニスの王子様

惣流・アスカ・ラングレー

¥3,500 名前のない女

¥2,500 ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ

¥2,000 跡部景吾

¥7,200 宮藤芳佳 Ver.1.5

¥2,000 天元突破グレンラガン

エル・カザド
ナディ
オオカミさんと七人の仲間たち
大神涼子

名前のない女 限定版
¥1,500 斬魔大聖デモンベイン
アル・アジフ 水着ver.
¥1,500 メタトロン

¥3,000
¥8,100

¥2,000 坂本美緒

シャーロット・E・イェーガー Ver.2

¥9,000

¥4,000

¥5,000 あんこ&デラ

¥6,000 ストライクウィッチーズ
エイラ・イルマタル・ユーティライネン

¥3,000

ソードアート・オンライン

天羽雅音 私服ver.

うたの☆プリンスさまっ♪

¥7,000
¥8,000

¥2,500 すーぱーそに子
すーぱーそに子 サマーサンタver.

¥3,500

ルイズ ビスチェver.

塵骸魔京
¥8,000 イグニス

¥10,000

¥3,000 ゼロの使い魔

シャルロット&セシリア 水着ver.

ウィッチブレイド

¥2,500

¥3,000 T-elos

ミスティ

¥4,000 シュタインズ・ゲート

弓弦葉

KOS-MOS 水着ver.

¥3,500

¥2,300

¥3,000 紺菊(再販)

一騎当千

¥8,000 KOS-MOS Ver.4(フルアクションフィギュア)

¥3,000

¥4,000 KOS-MOS 水着ver. another type orange

めんま(再販)

¥4,000 百姫 OIRONAOSHI

KOS-MOS Ver.4

¥3,500 ホウメイ

¥6,000 ローナ 水着ver.

千斗いすず

¥2,000

¥3,000 KOS-MOS 水着ver. テロスカラー

¥7,000 紺菊

百姫

¥5,000 KOS-MOS

¥2,000 クララクラン・フィリアス 甲冑ver.

めんま

甘城ブリリアントパーク

¥2,500

ゼノサーガⅢ

シャイニングシリーズ

¥4,000 メルティ

朧村正

¥7,000 プラーミャ様

¥5,500 サモンナイト3

多田李衣菜

蒼き鋼のアルペジオ

世界征服 謀略のズヴィズダー

¥6,000

¥11,000

¥3,000 月詠

ゼーガペイン

¥5,500

ヨーコ・リットナー

¥2,000 カミナギ・リョーコ

¥2,500

¥2,000 カミナギ・リョーコ -Resurrection-

¥1,800

ホビー取扱店:リバティー秋葉原1号店・2号店・4号店・5号店・6号店・8号店・11号店・中野店

¥2,000

フィギュア1点から買い取ります!
お気軽にお持ちください!

¥16,000

ﾖｽｶﾞﾉｿﾗ 春日野穹 Bunny Fate セイバーオルタ ドレス Fate セイバー ドレスコード

ラブライブ! 南ことり

7,000円 買取 14,000円 買取 6,500円 買取 12,000円 買取
テイルズオブシリーズ

ぱすてるチャイム Continue

セイバーエクストラ 水着ver.

¥7,000 八神はやて -Zur Zeit des Erwachens-

¥5,000

¥11,000 魔法使いの夜

アスベル・ラント

¥2,500 斎香・S・ファルネーゼ

¥1,500 セイバーオルタ 水着ver.

アリーシャ

¥7,000 竜胆リナ

¥2,000 遠坂凛 Summer ver.

エドナ

¥3,500 花咲くいろは

ゼロス・ワイルダー

¥7,000 松前緒花

天を射る矢のレイヴン

¥3,000 ぱにぽにだっしゅ!

マスターアルトリア

フレン・シーフォ

¥2,500 ベッキー&メソウサ

¥2,000 間桐桜 戦闘服ver.

ミラ=マクスウェル

¥3,000 パパのいうことを聞きなさい!

ユーリ・ローウェル

¥6,800 小鳥遊美羽

ユリウス・ウィル・クルスニク

¥5,000 Panty&Stocking with Garterbelt

リタ・モルディオ

¥2,500 スキャンティ

¥2,500 レヴィ

¥13,500 ＜物語＞シリーズ

ルーク・フォン・ファブレ

¥5,000 ストッキング

¥5,000 Free!

忍野忍

ルーク・フォン・ファブレ(再販)

¥3,000 ニーソックス

¥5,000 橘真琴

¥4,500 千石撫子

¥4,000

ルドガー・ウィル・クルスニク

¥5,000 パンティ

¥6,000 橘真琴(再販)

¥5,000 戦場ヶ原ひたぎ

¥4,000

ロイド・アーヴィング

¥4,000 バンブーブレード

¥4,500 ブラック羽川

¥6,800

デュラララ!!

川添珠姫

折原臨也

¥3,000 Piaきゃろっとへようこそ!

折原臨也 Renewal ver.

¥4,000 木ノ下貴子

折原臨也 サイケデリックver.

¥4,500 Peace＠Pieces

セルティ・ストゥルルソン

¥4,500 ナギ 死神装束ver.

セルティ・ストゥルルソン(再販)

¥2,500 ビビッドレッド・オペレーション

平和島静雄

¥4,500 一色あかね

平和島静雄 Renewal ver.

¥3,000 百花繚乱

とある魔術の禁書目録

遠坂凛 水着ver.
¥3,000 ヒロインX

間桐桜 水着ver.
¥3,000 ライダー 水着ver.

¥2,300 蒼崎橙子

¥6,500 プリンセス・オブ・ザ・クリスタル

¥1,500 七瀬遙(再販)
松岡凛

¥2,000 ヨルズ

¥2,000

¥2,500 レウコテア

¥1,000

¥1,500 MELTY BLOOD
アルクェイド・ブリュンスタッド

¥5,000 天城雪子
天城雪子 限定版

¥9,000

¥3,500 結城友奈

¥4,000

夢喰いメリー
¥8,000 メリー・ナイトメア

¥2,000 ペルソナシリーズ
アイギス ART WORKS ver.

¥11,000

¥2,500 結城友奈は勇者である

¥1,500 BLAZBLUE
μ-No.12-

¥4,500

¥9,500 めがちゅ!

ブラックラグーン

七瀬遙

¥2,000

¥3,500 輪るピングドラム

¥3,000

ゆるゆり
¥6,000 赤座あかり

¥3,000

¥2,000 魔女っ娘ミラクるん

¥2,000

¥5,000 ヨスガノソラ

後藤又兵衛

¥2,000 エリザベス

¥5,000 春日野穹

¥6,000

一方通行

¥5,000 後藤又兵衛 剣姫ver.

¥3,000 桐条美鶴

¥5,000 春日野穹(再販)

¥6,000

初春飾利

¥1,000 千姫

¥1,500 久慈川りせ 水着ver.

¥2,000 春日野穹 -Bunny Style-

¥7,000

¥2,000 久慈川りせ 水着ver.限定版

¥6,300 春日野穹 黒チャイナドレスver.

¥9,000

¥1,200 直江兼続

¥1,500 ラビリス

¥5,000 春日野穹 チャイナドレスver.

¥6,000

河野はるみ

¥2,000 直江兼続 水着ver.

¥3,000 ぺんぎん娘はぁと

ToLOVEる

服部半蔵

ToHeart2
イルファ

黒咲芽亜

千姫 サディスティック・サキュバスver.

¥8,000 服部半蔵 HJ限定版

¥4,500 南極さくら メイド服ver.

ラストエグザイル
¥3,500 アルヴィス&ラヴィ

¥7,000 POP WONDERLAND

アルヴィス・E・ハミルトン

¥6,000
¥2,000

モモ・ベリア・デビルーク

¥3,000 宝蔵院胤舜

¥8,000 赤ずきん

¥4,000 ラブライブ!

結城美柑

¥6,000 柳生義仙

¥1,000 ふしぎの国のアリス

¥4,000 絢瀬絵里 水着ver.

¥7,000

結城美柑 スク水ver.

¥8,000 柳生十兵衛

¥1,500 魔法少女リリカルなのは

小泉花陽

¥7,500

トリガーハートエグゼリカ
エグゼリカ
ドルアーガの塔

柳生十兵衛 白水着ver.
¥3,500 柳生十兵衛 水着ver.
氷菓

カーヤ

¥3,000 千反田える

ファティナ

¥3,000 Fate

夏目友人帳

アーチャー

¥2,500 アインハルト・ストラトス

¥2,000 東條希

¥2,000 ヴィータ

¥1,500 西木野真姫

シグナム -Der Stolz sogar eines Ritters¥3,000 シャマル&ザフィーラ 仔犬ver.

¥9,000
¥14,000

¥2,500 西木野真姫 水着ver.

¥6,500

¥1,000 星空凛

¥13,000

¥1,000 南ことり

¥12,000

¥12,000 聖王ヴィヴィオ

¥2,500 矢澤にこ

¥9,500

スバル・ナカジマ

夏目貴志

¥6,000 黒セイバー もきゅもきゅver.

¥3,000 高町ヴィヴィオ

¥1,500 RanceⅥ

夏目貴志 リニューアル版

¥8,000 セイバー Summer ver.

¥2,500 高町なのは エクシードモード

¥5,000 魔想志津香

¥6,500 高町なのは 水着ver.

¥1,000 ローゼンメイデン

¥3,500 ティアナ・ランスター

¥1,500 真紅

¥5,000 フェイト・T・ハラオウン 真・ソニックフォーム

¥3,000 WORKING!!

¥1,500 フェイト・テスタロッサ ブレイズフォーム-Full Drive-

¥6,000 種島ぽぷら

¥2,500

¥2,500 山田葵

¥3,500

ニセコイ
桐崎千棘
バカとテストと召喚獣
木下秀吉
ハチミツとクローバー
花本はぐみ

セイバー ドレスコード
¥9,000 セイバー メイドver.
セイバー メイドver.R
¥3,000 セイバー&アイリスフィール
セイバー/アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] ドレスver.

¥9,000 セイバー・リリィ

¥14,000 フェイト・テスタロッサ 水着ver.
¥4,000 八神はやて

¥3,500

ホビー取扱店:リバティー秋葉原1号店・2号店・4号店・5号店・6号店・8号店・11号店・中野店

¥2,000

¥5,400

フィギュア1点から買い取ります!

