
メーカー 買取価格 メーカー 買取価格 メーカー 買取価格

メガハウス ¥5,000 HOTTOYS ¥9,000

GSA ¥10,000 メガハウス ¥5,000

メガハウス ¥4,000 ディ・モールトベネ ¥5,000

コトブキヤ ¥18,300 ディ・モールトベネ ¥8,000

S.H.F ¥4,800 メディコス ¥4,000

カプコンフィギュアビルダー ¥5,000 S.H.F ¥3,000 メディコス ¥4,500

S.H.F ¥5,800 メディコス ¥6,000

メガハウス ¥4,000 S.H.F ¥5,000 メディコス ¥4,000

メガハウス ¥5,800 メディコム・トイ ¥9,000

アルファオメガ ¥5,000 メガハウス ¥6,800 メディコム・トイ ¥13,000

メガハウス ¥4,000 メガハウス ¥8,000 メディコム・トイ ¥7,000

メガハウス ¥6,000 メガハウス ¥5,000 メディコム・トイ ¥9,000

メガハウス ¥5,500 メディコム・トイ ¥11,000

ライセンス ¥8,000 メガハウス ¥8,800 メディコム・トイ ¥17,000

メディコム・トイ ¥8,000

コトブキヤ ¥9,000 スクウェア・エニックス ¥3,000

メガハウス ¥5,000 GSC ¥5,000

メガハウス ¥8,000 GSC ¥9,000

メガハウス ¥5,000 タカラトミー ¥6,300 コトブキヤ ¥6,000

figma ¥5,800

マックスファクトリー ¥5,000 レフトハンド ¥10,000 アルター ¥5,500

マックスファクトリー ¥11,000 GSC ¥8,000

figma ¥5,000 コトブキヤ ¥6,000

アルファマックス ¥7,000

GSC ¥5,000 GSC ¥11,000 メガハウス ¥4,000

ﾌﾟﾚｲｱｰﾂ ¥4,500 バンダイ ¥3,500 TKH ¥7,000

ユニオン ¥5,000 TKH ¥7,000

メガハウス ¥11,000 TKH ¥6,000

メガハウス ¥5,500 アルター ¥7,000

メガハウス ¥5,000 フレア ¥8,000

mensH"　狡噛慎也

池沢佳主馬＆キング・カズマ セブンスドラゴン2020

スラムダンク

スペースダンディ

ストリートファイター

シティーハンター

サマーウォーズ

サイコパス

ゴッドイーター2

宮城リョータ

桜木花道/赤ユニフォーム

<Ⅱ>ルシェ（シトリン）

<SEED>G.E.M　キラ・ヤマト

<ZZ>RAHDXG.A.NEO　エルピー・プル

宇宙戦艦ヤマト2199

科学忍者隊ガッチャマン

強殖装甲ガイバー

キルラキル

KINGDOMHEARTS

Vol.2 セフィロス/KH

ねんどろいど　満艦飾マコ/喧嘩部特化型二つ星極制服

BFCMAX01　ガイバーⅢ

BFC-MAX10　ギガンティック

ガイバーⅠ

攻殻機動隊

黒子のバスケ

黒執事

STATIC ARTS　セバスチャン・ミカエリス

G.E.M　セバスチャン・ミカエリス

草薙素子

アリサ/水着

シエル・アランソン

PROPRICA　ドミネーター

青峰大輝

赤司征十郎

火神大我

黒子テツヤ

緑間真太郎

商品名 商品名 商品名

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

神撃のバハムート

ガンダム

蒼き鋼のアルペジオ

犬夜叉

ヴァンパイア・ハンター

銀魂

キン肉マン

草薙素子/コート

草薙素子/S.A.C.ver.

草薙素子/Amazon限定

ダークエンジェル・オリヴィエ

G.E.M　沖田総悟/動乱

G.E.M　坂田銀子

G.E.M　坂田銀時/紅桜ver.

イ401

殺生丸

モリガン・アースランド

YGC　桐生美影/艦内服

YGC　西条未来/艦内服

YGC　新見薫

YGC　森雪/敬礼

YGC　森雪/ワープカラー

白鳥のジュン/50ｔｈ限定モデル

G.E.M　白夜叉

G.E.M　月詠

G.E.M　土方十四郎Ver.改

悪魔将軍

ウォーズマン

ザ・ニンジャ（プレバン限定）

ビッグ・ザ・武道

冴羽獠

スタチューレジェンド 第3部 14.空条承太郎

スタチューレジェンド 第3部 影DIO

三井寿

超像可動 第4部 16.キラークイーン/指定カラー

超像可動 第4部 25.キラークイーン・セカンド/指定カラー

超像可動 第6部 68.空条徐倫/指定カラー

超像可動 キラークイーン・サード/WF2011夏

進撃の巨人

ねんどろいど　リヴァイ/お掃除ver.

真テニスの王子様

ARTFX J　リヴァイ

RAH　空条承太郎

RAH　ジャイロ・ツェペリ

RAH　東方仗助

RAH　ブローズノ・ブチャラティ

ジョジョの奇妙な冒険

RAH　ウェザーリポート/WF2012冬

RAH　グイード・ミスタ（Amazon限定）

RAH　空条徐倫

ミカサ・アッカーマン/DXver.

跡部景吾

STREET FIGHTER美少女　キャミィ

エクセレントモデル　ハニー



メーカー 買取価格 メーカー 買取価格 メーカー 買取価格

マックスファクトリー ¥8,000 メガハウス ¥4,000

マックスファクトリー ¥4,500 メガハウス ¥5,800 メガハウス ¥7,000

メガハウス ¥6,000 メガハウス ¥7,000

メディコム・トイ ¥8,000

S.H.F ¥7,000 メガハウス ¥24,000

アルジャーノン ¥4,000 S.H.F ¥4,800

ファット・カンパニー ¥8,000 S.H.F ¥8,000 オーキッドシード ¥3,500

S.H.F ¥6,000 オーキッドシード ¥6,000

アルター ¥6,800 S.H.F ¥8,000

アルター ¥7,000 S.H.F ¥5,000 メガハウス ¥10,000

アルター ¥7,000 S.H.F ¥14,400 メディコム・トイ ¥12,000

X-PLUS ¥4,000 メディコム・トイ ¥14,000

バンダイ ¥5,000 X-PLUS ¥7,000 メディコム・トイ ¥18,000

バンダイ ¥4,000 フィギュアーツZERO ¥6,000

メガハウス ¥9,000 フィギュアーツZERO ¥4,000 figma ¥5,800

プルーヴィー ¥50,000

メディコム・トイ ¥9,000 メガハウス ¥5,000 figma ¥5,000

メガハウス ¥4,000 バンダイ ¥5,000

コトブキヤ ¥5,000 メガハウス ¥6,000 メガハウス ¥11,000

コトブキヤ ¥7,000 メガハウス ¥8,000

コトブキヤ ¥5,800 メディコス ¥5,000 アルファオメガ ¥10,000

コトブキヤ ¥4,000 メディコム・トイ ¥9,000 フィギュアーツZERO ¥5,000

コトブキヤ ¥7,000 メディコム・トイ ¥7,000 メガハウス ¥5,800

コトブキヤ ¥14,000 フィギュアーツZERO ¥5,000 GSC ¥10,000

プレックス ¥5,000

GSC ¥5,500 メガハウス ¥5,800 GSC ¥17,000

オランジュ ¥5,500 メガハウス ¥13,000 GSC ¥5,800

マックスファクトリー ¥5,500 メガハウス ¥6,800 X-PLUS ¥5,000

メガハウス ¥6,000

ねんどろいど　鶴丸国永

鉄拳タッグトーナメント2

デスノート

ドラゴンズクラウン

ドラゴンボール

NARUTO-ナルト-東京喰種

G.E.M　ヒソカ

黒崎一護/最後の月牙天衝

ノラガミ

BASTARD!

風間準

リリ

G.E.M　はたけカカシ

G.E.M　はたけカカシVer.弐（再販）

コレクティブルファイルDX　日向ネジ

G.E.M　夜ト

アーシェス・ネイ

ゼルダの伝説スカイウォードソード

G.E.M　うちはサスケ（再販）

エルフ

ソーサレス

<Z>人造人間17号

<Z>人造人間１８号

<アドベンチャー>CSA　デジヴァイス

<アドベンチャー>G.E.M　エンジェウーモン＆八神ヒカリ

RAH　L

<アドベンチャー>デジヴァイスVer.15th/石田ヤマトカラー

霧切響子 <改>フリーザ/最終形態

刀剣乱舞

リン・シャオユウ

ARTFX J　金木研/AWAKENED

商品名 商品名 商品名

<改>超サイヤ人ベジータ

<ヴェスペリア>ユーリ・ローウェル

<ゼスティリア>アリーシャ

ギガンティックシリーズ　トランクス/超サイヤ人

ダンガンロンパ

RAH　リンク

江ノ島盾子

サムライ（刀子)

サムライ（刀子）/アナザーカラー

テイルズシリーズ

<シンフォニア>ゼロス・ワイルダー

デジモン

G.E.M　うちはイタチ/暗部

<劇場版 Z>ブロリー

セル/完全体

ベジータ

クリスティ・モンテイロ

D.O.D　超サイヤ人ブロリー

D.O.D　魔神ブゥ

風間飛鳥

G.E.M　うずまきナルト/仙人モード

うずまきナルト

DPC　うちはサスケ/蘇る写輪眼編

G.E.M　うずまきナルト/THE LAST

ギガンティックシリーズ　魔人ブウ/純粋

アーシェス・ネイ/漆黒の雷帝

G.E.M　エドワード・エルリック

<Z>超サイヤ人3孫悟空/EX

<Z>RAH　ピッコロ

VCD　孫悟空/幼少期版

ゴン＝フリークス/大人

ネリエル

コレクション+　松本乱菊

RAH　エドワード・エルリック

ドラゴンボールギャルズ　ランチ/黒髪

<改>超像Aｒｔコレクション　孫悟空Ver.2

RAH　アルフォンス・エルリック（人間体）

RAH　ロイ・マスタング

BLEACH

超サイヤ人3孫悟空

パルテナの鏡

鋼の錬金術師

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

<Z>造形神化劇的ジオラマ　親子かめはめ波

<Z>DRM　孫悟空Ver.2.5

ブラックピット

ファイアーエムブレム 覚醒

FAIRY TAIL

ナツ・ドラグニル

サーリャ

ルーシィ

ルーシィ・ハートフィリア/水着

HUNTER×HUNTER

ゴン＝フリークス

鶴丸国永

小狐丸



メーカー 買取価格 メーカー 買取価格 メーカー 買取価格

フィギュアーツZERO ¥3,500 メガハウスP.O.P ¥3,000

ニューライン ¥6,000 メガハウス ¥6,000 メガハウスP.O.P ¥6,000

メガハウス ¥5,000 メガハウスP.O.P ¥5,000

メディコム・トイ ¥3,600 メガハウス ¥5,000 メガハウスP.O.P ¥6,500

メガハウスP.O.P ¥6,000

figma ¥5,000 フィギュアーツZERO ¥3,000 メガハウスP.O.P ¥6,500

フィギュアーツZERO ¥6,000 メガハウスP.O.P ¥13,000

figma ¥6,000 フィギュアーツZERO ¥5,000 メガハウスP.O.P ¥8,000

figma ¥7,800 フィギュアーツZERO ¥3,000 メガハウスP.O.P ¥5,000

figma ¥5,000 フィギュアーツZERO ¥5,800 メガハウスP.O.P ¥12,000

フィギュアーツZERO ¥4,000 メガハウスP.O.P ¥5,000

アルター ¥6,000 フィギュアーツZERO ¥4,000 メガハウスP.O.P ¥4,000

アルター ¥5,000 フィギュアーツZERO ¥5,500 メガハウスP.O.P ¥6,000

コスパ ¥4,500 フィギュアーツZERO ¥4,000 メガハウスP.O.P ¥5,500

コスパ ¥5,000 フィギュアーツZERO ¥4,500 メガハウスP.O.P ¥6,000

フィギュアーツZERO ¥5,000 メガハウスP.O.P ¥3,800

ユニオン ¥3,500 メガハウス ¥5,800 メガハウスP.O.P ¥5,000

メガハウス ¥5,000 メガハウスP.O.P ¥9,000

ハピネット ¥9,000 メガハウス ¥3,500 メガハウスP.O.P ¥6,500

ハピネット ¥8,000 メガハウスP.O.P ¥6,000 メガハウスP.O.P ¥5,500

メガハウスP.O.P ¥13,000 メガハウスP.O.P ¥8,000

コトブキヤ ¥4,000 メガハウスP.O.P ¥5,000 メガハウスP.O.P ¥7,000

GSC ¥3,000 メガハウスP.O.P ¥7,000 メガハウスP.O.P ¥6,000

メガハウスP.O.P ¥7,000 メガハウスP.O.P ¥3,000

メガハウス ¥5,000 メガハウスP.O.P ¥5,000 メガハウスP.O.P ¥4,500

メガハウスP.O.P ¥13,000 メガハウスP.O.P ¥4,000

ファット・カンパニー ¥7,000 メガハウスP.O.P ¥5,000 メガハウスP.O.P ¥6,000

メガハウスP.O.P ¥4,000 メガハウスP.O.P ¥4,800

GSC ¥5,000 メガハウスP.O.P ¥6,000 メガハウスP.O.P ¥7,000

メガハウスP.O.P ¥4,000 メガハウスP.O.P ¥16,000

カプコンフィギュアビルダー ¥5,500 メガハウスP.O.P ¥4,000 メガハウスP.O.P ¥10,000

カプコンフィギュアビルダー ¥11,000 メガハウスP.O.P ¥5,000 メガハウスP.O.P ¥4,500

メガハウスP.O.P ¥4,000 メガハウスP.O.P ¥15,000

NEO-DX　バーソロミュー・くま

NEO-DX　ポートガス・D・エース/10th LIMITED

NEO-DX　ジンベエ

NEO-DX　ドンキホーテ・ドフラミンゴ

LIMITED EDITION　ロビン/Ver.BB

MAS　マルコ

NEO-1 ナミ

G.E.M　斎藤一

G.E.M　志々雄真実

G.E.M　緋村剣心

ロベルタ/血まみれ

ガッツ/鷹の団

ワンピース

BLACK LAGOON

ブラックジャック

G.E.M　モルジアナ

レッド　with　ピカチュウ

世紀末覇者ラオウ＆黒王号/リペイント

世紀末覇者ラオウ＆黒王号

ポケットモンスター

ねんどろいど　レッド

エース/BATTLE 十字火SP

沼の魔女メタリカ

ねんどろいど　脳噛ネウロ

北斗の拳

マギ

魔女と百騎兵

魔人探偵脳嚙ネウロ

マルコ

シーザー・クラウン

ドフラミンゴ/ドレスローザ

VAH　ジュラキュール・ミホーク

LIMITED EDITION　キッド

<3P>アイギス/ノーマル装備（GEE!限定版）

鬼灯の冷徹

mensH"　鬼灯

<3>アイギス/重装備

るろうに剣心

モンスターハンター

商品名 商品名 商品名

七瀬遙

ArtistSpecial　ルフィas MONKEY

NEO-DX　ガープ

FILM Z決戦服セット（ルフィ・チョッパー・フランキー）

NEO-DX　海軍本部大将　黄猿

RAH　ブラックジャック/白衣 NEO-DX　エドワード・ニューゲート

ArtistSpecial　トラファルガー・ローasユキヒョウ

NEO-DX　エネル

グリフィス NEO-DX　ジュラキュール・ミホークVer.2

エネル NEO-DX　シルバーズ・レイリー

ガッツ/黒い剣士 NEO-DX　ゲッコー・モリア

青雉クザン/Battle NEO-DX　シャンクス

マゼラン

NEO-DX　赤犬

VAH　ナミ NEO-EX　ボア・ハンコックVer.BLUE

モンキー・D・ルフィ/Battleゴムゴムの火拳銃 NEO-DX　マーシャル・D・ティーチ

VAH　エース NEO-DX　ロロノア・ゾロ/10th LIMITED

LIMITED EDITION　カク SailingAgain　剣闘士レベッカ/限定復刻版

SailingAgain　サボ

I.R.O　トラファルガー・ロー NEO-EX　マーシャル・D・ティーチVer.1.5

KABUKI EDITION　モンキー・D・ルフィ S.O.C　トラファルガー・ロー

LIMITED EDITION　センゴク SailingAgain　トラファルガー・ローVer.2

LIMITED EDITION　たしぎVer.BB SailingAgain　ベラミー

LIMITED EDITION　キャベンディッシュ SailingAgain　しらほし姫

LIMITED EDITION　コラソン＆ロー SailingAgain　トラファルガー・ロー

LIMITED EDITION　ボア・ハンコック/WEDDING STRONG EDITION　ルフィ/ローソン限定

LIMITED EDITION　ボア・ハンコックVer.BB シリーズ4　ベルメール

<4U>ラビリンス

<3>アイギス/ART WORKS

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

緋村剣心

リオレイア希少種/クリエイターズモデル

Free!

ベルセルク

ペルソナ

LIMITED EDITION　バルトロメオ SA-MAXIMUM　アーマード・フランキー

ディノバルド/クリエイターズモデル LIMITED EDITION　ボア・ハンコック/Ver.BB SA-MAXIMUM　シキ

LIMITED EDITION　ナミ/麦わらVer.2 SailingAgain　ロロノア・ゾロ

LIMITED EDITION　ナミVer.BB02 SailingAgain　藤虎イッショウ


