
ホビー買取強化商品
買取価格は相場・状態・在庫数・再販情報により毎日変動します。掲載価格は未開封で美品（国内正規品）の上限価格です。

買取価格は作成時の価格です。価格を保証するものではございませんので予めご了承下さい。

艦隊これくしょん　ねんどろいど　島風

円
艦隊これくしょん　figma　島風

円

4000円買取
仮面ライダー　SHフィギュアーツ　鎧武（カチドキアームズ）

4000円買取

2500円買取 3800円買取

進撃の巨人　figma　リヴァイ

作成日　2014年11月12日



アイアンマン figma アイアンマンマーク7 ¥3,800 士郎正宗PIECES2 アルカディア シリル ¥4,000

アイアンマン SHフィギュアーツ アイアンパトリオット ¥3,500 進撃の巨人 figma ミカサ（二次出荷分） ¥3,800

アイアンマン SHフィギュアーツ アイアンマンマーク42 ¥2,500 進撃の巨人 figma リヴァイ ¥4,000

アイドルマスター グッドスマイルカンパニー 渋谷凛（ニュージェネレーション） ¥2,000 進撃の巨人 ねんどろいど アルミン ¥2,500

アクセルワールド グッドスマイルカンパニー 黒雪姫 ¥5,000 神撃のバハムート マックスファクトリー ケルベロス ¥5,000

アクセルワールド マックスファクトリー 黒雪姫（Derth　by　Ēmbercing） ¥6,800 すーぱーそに子 ヴェルテクス スーパーぽちゃ子（カウガール） ¥6,800

あの夏で待つてる グッドスマイルカンパニー 貴月イチカ ¥5,000 すーぱーそに子 エイプラス スーパーぽちゃ子（ビアガール） ¥3,000

インディ・ジョーンズ figma インディ・ジョーンズ ¥1,500 すーぱーそに子 オーキッドシード すーぱーそに子（チアガール） ¥6,000

インフィニットストラトス あみあみ 篠ノ之箒（紅椿） ¥6,000 ストライクガンナー×セシリア・オルコット アーマーガールズプロジェクト ブルーティアーズ ¥3,000

インフィニットストラトス ペンギンパレード セシリア（水着） ¥2,500 聖闘士星矢 聖衣伝説 ジェミニサガ ¥4,000

宇宙海賊キャプテンハーロック 超合金魂 アルカディア号 ¥15,000 ゼルダの伝説 figma リンク ¥4,000

ウルトラマン ＵＬＴＲＡーＡＣＴ ウルトラセブン（2013リニューアル） ¥5,000 閃乱カグラ ヴェルテクス 斑鳩 ¥4,000

ウルトラマン ＵＬＴＲＡ ＡＣＴ ウルトラマン（2012リニュ アル） ¥4 800 ソウルイ タ PPP メディコムトイ マカ＝アルバ ン ¥4 500
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ウルトラマン ＵＬＴＲＡーＡＣＴ ウルトラマン（2012リニューアル） ¥4,800 ソウルイーターPPP メディコムトイ マカ＝アルバーン ¥4,500

英雄戦姫GOLD エンブレイズ アーサー ¥4,000 ソードアートオンライン グッドスマイルカンパニー アスナ（血盟騎士団） ¥5,000

エヴァンゲリヲン アルター 式波・アスカ（ジャージ） ¥7,000 ソードアートオンライン コトブキヤ アスナ（FAIRY　DANCE） ¥2,500

オーバーマンキングゲイナー レガシーリボルテック キングゲイナー ¥2,500 ソニック・ザ・ヘッジホッグ ねんどろいど ソニック・ザ・ヘッジホッグ ¥2,500

俺の妹がこんな可愛いわけがない アルファマックス 黒猫（ワンピース） ¥4,800 ダンガンロンパ アルジャーノン 江ノ島盾子 ¥4,000

俺の妹がこんな可愛いわけがない オルカトイズ 黒猫（MIZUGIバージョン） ¥4,000 テイルズ・トゥ・ティアラ ヴェルテクス タルト ¥7,000

仮面ライダー SHフィギュアーツ 仮面ライダーＶ３ ¥2,500 TERA アルカディア エリーン（スク水） ¥7,000

仮面ライダー SHフィギュアーツ 仮面ライダー鎧武（カチドキアームズ） ¥5,000 TO　HERAT オルカトイズ 小牧愛佳（バニー） ¥3,000

仮面ライダー SHフィギュアーツ 仮面ライダー鎧武（レモンエナジーアームズ） ¥6,000 TO　HERAT 回天堂 サムライ環 ¥6,800

仮面ライダー SHフィギュアーツ 新サイクロン号 ¥2,500 ドラゴンクエスト DQメタリックモンスターズ はぐれメタルL ¥1,800

艦隊これくしょん figma 赤城 ¥2,800 ノーゲームノーライフ コトブキヤ 白 ¥6,000

艦隊これくしょん figma 島風 ¥4,000 パルソナ3 キューズQ エリザベス（クリスマス） ¥4,000

艦隊これくしょん アーマーガールズプロジェクト 大和 ¥6,000 ビビッドレッド・オペレーション グッドスマイルカンパニー 一色あかね ¥3,000

艦隊これくしょん ねんどろいど 加賀 ¥3,800 ファイアーエンブレム覚醒 グッドスマイルカンパニー サーリャ ¥4,000

艦隊これくしょん ねんどろいど 島風 ¥2,500 FATE figma アーチャー ¥4,500

艦隊これくしょん ねんどろいど 北上 ¥2,800 FATE リアルアクションヒーローズ セイバーオルタ ¥7,000

ガンダム ROBOT魂 ウイングガンダムゼロ（ＥＷ版） ¥2,500 ブレイブルークロノファンタズマ フリーイング ミューテュエルブ ¥4,800

ガンダム ROBOT魂 ゴッドガンダム ¥1,500 フレディvsジェイソン コトブキヤ フレディ・クルーガー ¥3,800

ガンダム ROBOT魂 ゼーターガンダム ¥2,700 ボーカロイド グッドスマイルカンパニー 初音ミク（深海少女） ¥12,000

機甲戦記ドラグナー ROBOT魂 ドラグナー1カスタム ¥3,500 ボーカロイド グッドスマイルカンパニー レーシングミク(2013) ¥7,000

境界線上のホライゾン コトブキヤ 本多・二代 ¥3,500 ボーカロイド フリーイング 初音未來（千本桜fact） ¥9,000

キルラキル figma 纏流子 ¥2,000 ボーダーブレイク WING フィオナ（山下しゅんや） ¥3,800

キルラキル ねんどろいど 纏流子 ¥2,500 僕は友達が少ない クレイズ 柏崎星奈（水着） ¥6,000

キルラキル ファットカンパニー 纏流子（神衣鮮血） ¥4,000 僕は友達が少ない メディアファクトリー 柏崎星奈 ¥4,000

恋物語 コトブキヤ 戦場ヶ原ひたぎ ¥4,500 魔神英雄伝ワタル ROBOT魂 空神丸 ¥3,000

ゴジラ SHモンスターアーツ ゴジラ（2014） ¥4,500 マジンガーZ スーパーロボット超合金 マジンカイザー（超合金Zカラー） ¥3,000

ゴッドイーターバースト アルファマックス アリサ・イリーニチナ・アミエーラ ¥5,000 まどか★マギカ フリーイング 鹿目まどか（浴衣） ¥3,800

孤独のグルメ figma 井の頭五郎（並盛り） ¥3,800 村田蓮爾 アルター ＪC.COM The Muse of Range Murata ¥7,000

サイレントヒル３ ゲッコウ ヘザー ¥5,000 メトロイド figma サムス・アラン ¥3,000

シャイニングアーク アルファマックス サクヤ（MODEヴァイオレット） ¥4,800 ローゼンメイデン ねんどろいど 真紅（薔薇乙女セット） ¥2,500

ジ ジ の奇妙な冒険 超像可動 空条承太郎 荒木指定カラ （再生産） ¥2 500 ロボコップ プレイア ツ改 ロボコップ（1987） ¥2 500ジョジョの奇妙な冒険 超像可動 空条承太郎　荒木指定カラー（再生産） ¥2,500 ロボコップ プレイアーツ改 ロボコップ（1987） ¥2,500

ジョジョの奇妙な冒険 超像可動 空条承太郎　セカンド（再生産） ¥2,000 ワンピース ポートレートオブパイレーツ レベッカ（Sailing Again） ¥7,000

ジョジョの奇妙な冒険 超像可動 空条徐倫　荒木指定カラー ¥2,800 ワンピース ポートレートオブパイレーツ ローVer.2（Sailing Again） ¥3,500


