
商　品　名　 メーカー 買取価格 商　品　名 メーカー 買取価格 商　品　名 メーカー 買取価格

<Ⅻ>バルフレア プレイアーツ改 ¥5,500 シェパード少佐 プレイアーツ改 ¥1,500

グリーンランタン VARIANTプレイアーツ改 ¥4,000 <Ⅻ>フラン プレイアーツ改 ¥4,000 タリゾラ・ヴァス・ノルマンディ プレイアーツ改 ¥6,000

ジョーカー/バットマン：ローグス・ギャラリー VARIANTプレイアーツ改 ¥9,500 <DISSIDIA>ガブラス プレイアーツ改 ¥6,300

スーパーガール VARIANTプレイアーツ改 ¥5,000 <DISSIDIA>クラウド プレイアーツ改 ¥2,000 ララ・クロフト プレイアーツ改 ¥4,000

スーパーマン VARIANTプレイアーツ改 ¥4,000 <DISSIDIA>スコール プレイアーツ改 ¥3,000

ダークサイド VARIANTプレイアーツ改 ¥5,000 <DISSIDIA>スコール・レオンハート プレイアーツ改 ¥5,000 ZET プレイアーツ改 ¥2,500

バットガール VARIANTプレイアーツ改 ¥3,500 <XIII LIGHTNING RETURNS>ライトニング プレイアーツ改 ¥3,500

バットマン VARIANTプレイアーツ改 ¥4,000 <XIII>オーディン プレイアーツ改 ¥14,400 ロールシャッハ プレイアーツ改 ¥7,000

ワンダーウーマン VARIANTプレイアーツ改 ¥10,000 <XIII>サッズ・カッツロイ プレイアーツ改 ¥1,000

<XIII>シヴァ プレイアーツ改 ¥11,700 ビシャス プレイアーツ改 ¥2,000

ドラグーン VARIANTプレイアーツ改 ¥7,200 <XIII>セラ・ファロン プレイアーツ改 ¥3,500

ドラグーン/Limited Color VARIANTプレイアーツ改 ¥8,100 <XIII>ホープ・エストハイム プレイアーツ改 ¥2,000 ケイ プレイアーツ改 ¥1,500

バハムート VARIANTプレイアーツ改 ¥7,000 <XIII>ライトニング プレイアーツ改 ¥2,500 ハーロック プレイアーツ改 ¥2,000

ヒーローオブライト VARIANTプレイアーツ改 ¥4,500 <XIII>ヲルバ＝ユン・ファング プレイアーツ改 ¥2,700

<Ⅶ>Vol.2　ヴィンセント・ヴァレンタイン プレイアーツ ¥4,500 <XIII-2>セラ・ファロン プレイアーツ改 ¥3,000 ケン プレイアーツ改 ¥3,000

<Ⅶ>Vol.2　セフィロス プレイアーツ ¥2,500 <XIII-2>ライトニング プレイアーツ改 ¥5,400 リュウ プレイアーツ改 ¥5,400

<Ⅶ>Vol.2 ユフィ・キサラギ プレイアーツ ¥1,000 <XV>イグニス プレイアーツ改 ¥3,000

<Ⅶ>Vol.2　レッドXIII＆ケット・シー プレイアーツ ¥5,000 <XV>グラディオラス プレイアーツ改 ¥5,000 ダースベイダー VARIANTプレイアーツ改 ¥5,000

<Ⅶ>エアリス・ゲンズブール プレイアーツ ¥1,800 <XV>ノクティス プレイアーツ改 ¥7,000

<Ⅶ>クラウド＆ハーディ・デイトナ プレイアーツ ¥5,000 <XV>プロンプト プレイアーツ改 ¥4,000 ジェームズ・T・カーク プレイアーツ改 ¥1,500

<Ⅶ>クラウド・ストライフ プレイアーツ ¥2,500 スポック プレイアーツ改 ¥1,200

<Ⅶ>ティファ・ロックハート プレイアーツ ¥3,000 マスターチーフ プレイアーツ改 ¥6,000

<ⅦAC>ヴィンセント・ヴァレンタイン プレイアーツ ¥800 キャットウーマン プレイアーツ改 ¥4,000

<ⅦAC>カダージュ プレイアーツ ¥800 <Ⅱ>アクセル プレイアーツ ¥2,500 ジョーカー プレイアーツ改 ¥12,000

<ⅦAC>クラウド＆フェンリル/US版 プレイアーツ ¥4,500 <Ⅱ>王様 プレイアーツ ¥1,800 バットマン プレイアーツ改 ¥3,000

<ⅦAC>セフィロス プレイアーツ ¥1,000 <Ⅱ>カイリ プレイアーツ ¥500 べイン プレイアーツ改 ¥3,000

<ⅦAC>ユフィ・キサラギ プレイアーツ ¥2,000 <Ⅱ>ジャック・スケリントン プレイアーツ ¥1,500

<ⅦAC>レノ プレイアーツ ¥1,000 <Ⅱ>ソラ プレイアーツ ¥2,500 <3>ダンテ プレイアーツ改 ¥3,000

<ⅦCC>エアリス・ゲンズブール プレイアーツ ¥2,000 <Ⅱ>ソラ/ウィズダムフォーム プレイアーツ ¥3,500 <3>バージル プレイアーツ改 ¥5,000

<ⅦCC>クラウド・ストライフ プレイアーツ ¥2,000 <Ⅱ>ソラ/クリスマスタウン プレイアーツ ¥3,200 ネロ プレイアーツ改 ¥6,300

<ⅦCC>ザックス・フェア プレイアーツ ¥8,000 <Ⅱ>ソラ/ファイナルフォーム プレイアーツ ¥3,500

<Ⅷ>スコール・レオンハート プレイアーツ ¥2,000 <Ⅱ>ソラ/ブレイヴフォーム プレイアーツ ¥3,000 <5>クリス・レッドフィールド プレイアーツ改 ¥5,000

<Ⅷ>セルフィ・ティルミット プレイアーツ ¥1,000 <Ⅱ>ソラ/マスターフォーム プレイアーツ ¥4,500 <6>ヘレナ・ハーパー プレイアーツ改 ¥2,000

<Ⅷ>リノア・ハーティリー プレイアーツ ¥1,000 <Ⅱ>ロクサス プレイアーツ ¥1,500 <6>レオン・S・ケネディ プレイアーツ改 ¥3,800

<Ⅸ>ジタン・トライバル プレイアーツ ¥4,500 Vol.2　クラウド/KINGDOM HEARTSver. プレイアーツ ¥6,000

<Ⅸ>ビビ・オルニティア プレイアーツ ¥6,300 Vol.2　セフィロス/KINGDOM HEARTSver. プレイアーツ ¥4,500 アルフォンス・エルリック プレイアーツ改 ¥10,800

<Ⅹ>アーロン プレイアーツ ¥1,500 Vol.2　ソラ/ハロウィンタウン プレイアーツ ¥3,000 エドワード・エルリック プレイアーツ改 ¥8,100

<Ⅹ>ティーダ プレイアーツ ¥2,000 王様（ミッキー） プレイアーツ ¥2,000 ロイ・マスタング プレイアーツ改 ¥2,000

<Ⅹ>ユウナ プレイアーツ ¥1,500 ソラ プレイアーツ ¥2,400

<Ⅹ-2>No.1　ユウナ プレイアーツ ¥2,000 リク プレイアーツ ¥500 <アーカム・アサイラム>ジョーカー プレイアーツ改 ¥5,400

<Ⅹ-2>No.2　リュック プレイアーツ ¥5,000 <3D>ソラ プレイアーツ改 ¥3,600 <アーカム・アサイラム>ハーレークィン プレイアーツ改 ¥3,500

<Ⅹ-2>No.3 パイン プレイアーツ ¥1,500 <3D>ソラ/トロンレガシー プレイアーツ改 ¥3,600 <アーカム・アサイラム>バットマン プレイアーツ改 ¥3,500

<Ⅻ>アーシェ プレイアーツ ¥2,000 <3D>リク プレイアーツ改 ¥5,900 <アーカム・アサイラム>バットマン/アーマード プレイアーツ改 ¥2,500

<Ⅻ>ヴァン プレイアーツ ¥1,500 <3D>リク/トロンレガシー プレイアーツ改 ¥4,000 <アーカム・シティ>バットマン プレイアーツ改 ¥2,000

<Ⅻ>ガブラス プレイアーツ ¥1,500 <Ⅱ>ソラ プレイアーツ改 ¥7,200 <アーカム・シティ>ポイズン・アイビー プレイアーツ改 ¥2,000

<Ⅻ>バルフレア プレイアーツ ¥1,000 <Ⅱ>ソラ/ハロウィンタウン プレイアーツ改 ¥5,000 <アーカム・シティ>ロビン プレイアーツ改 ¥1,200

<Ⅶ REMAKE>バレット・ウォーレス プレイアーツ改 ¥6,000 <Ⅱ>リク プレイアーツ改 ¥3,000

<ⅦAC>ヴィンセント・ヴァレンタイン プレイアーツ改 ¥9,000 <Ⅱ>ロクサス プレイアーツ改 ¥6,300 <ピースウォーカー>和平ミラー プレイアーツ改 ¥1,000

<ⅦAC>ヴィンセント・ヴァレンタイン/スタティックアーツ プレイアーツ改 ¥2,400 <Ⅱ>ロクサス/XIII機関 プレイアーツ改 ¥6,000 <ピースウォーカー>ジーク プレイアーツ改 ¥6,300

<ⅦAC>クラウド・ストライフ プレイアーツ改 ¥9,800 <Ⅲ>ソラ プレイアーツ改 ¥6,000 <ピースウォーカー>スネーク/スニーキングスーツ プレイアーツ改 ¥4,000

<ⅦAC>セフィロス プレイアーツ改 ¥7,000 <ピースウォーカー>スネーク/野戦服 プレイアーツ改 ¥2,000

<ⅦAC>ティファ・ロックハート プレイアーツ改 ¥9,000 ジェネラル・ゾッド プレイアーツ改 ¥3,500 <ピースウォーカー>バジリスク プレイアーツ改 ¥2,700

<ⅦAC>バレット・ウォーレス プレイアーツ改 ¥3,000 サイボーグ忍者 プレイアーツ改 ¥7,000

<ⅦAC>ユフィ・キサラギ プレイアーツ改 ¥6,000 アイアンマン VARIANTプレイアーツ改 ¥4,000 ソリッド・スネーク プレイアーツ改 ¥8,000

<ⅦAC>ルーファウス　神羅 プレイアーツ改 ¥3,600 メリル・シルバーバーグ プレイアーツ改 ¥4,500

<ⅦAC>レッドXIII プレイアーツ改 ¥7,000 ウルヴァリン VARIANTプレイアーツ改 ¥9,000 リキッド・スネーク プレイアーツ改 ¥2,000

<Ⅹ HD Remaster >ティーダ プレイアーツ改 ¥6,000

<Ⅹ HD Remaster >ユウナ プレイアーツ改 ¥9,900 アシュリー・ウィリアムス プレイアーツ改 ¥1,000 ロボコップ/1.0 プレイアーツ改 ¥3,000

<Ⅻ>ガブラス プレイアーツ改 ¥5,500 ギャレス・ヴァカリアン プレイアーツ改 ¥4,000 ロボコップ/3.0 プレイアーツ改 ¥3,000

MARVEL UNIVERSE

MASS EFFECT3 ロボコップ

★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。

バイオハザードシリーズ

鋼の錬金術師

バットマンシリーズ

メタルギアソリッドシリーズ

MAN OF STEEL

MARVEL COMICS

デビルメイクライシリーズ

ZETMAN

ウォッチメン

カウボーイ

FINAL FANTASYシリーズ

キャプテンハーロック

スーパーストリートファイターⅣ

スター・ウォーズ

スター・トレック

HALO4

ダークナイト・トリロジー

KINGDOM HEARTSシリーズ

Rise of the Tomb Raider

DCコミックス


