
買取価格 買取価格 買取価格

¥1,000 ¥1,400

¥1,500 ¥1,000

¥1,000 ¥800

¥700 ¥1,500

¥1,000 ¥600

¥1,300 ¥1,000 ¥1,000

¥400 ¥1,000 ¥1,500

¥800 ¥700

¥700 ¥700

¥700 ¥1,800 ¥700

¥1,000 ¥700

¥800 ¥1,200 ¥1,000

¥2,000 ¥1,300

¥400 ¥1,000 ¥2,000

¥700 ¥600

¥700 ¥1,800 ¥2,500

¥1,200 ¥700

¥600 ¥1,000

¥700 ¥800 ¥1,000

¥1,800 ¥800 ¥2,000

¥700 ¥1,200

¥1,200 ¥1,800 ¥1,100

¥1,500 ¥800

¥800 ¥1,000 ¥700

¥800 ¥1,000 ¥1,000

¥1,000 ¥700 ¥1,200

¥700

¥1,000 ¥1,800

¥5,000 ¥2,500

¥3,500

¥700 ¥1,200 ¥1,000

¥400 ¥3,500

¥600

¥700 ¥800

¥700 ¥800

¥2,000 ¥1,100 ¥1,000

¥1,200 ¥700

¥1,800 ¥1,500 ¥800

¥1,000 ¥2,000 ¥600

¥3,000 ¥700

¥1,000 ¥2,300 ¥800

¥800 ¥1,000 ¥1,500

¥800 ¥2,000 ¥700

¥1,500 ¥700

¥2,500 ¥1,200

¥1,500 ¥2,000 ¥900

¥1,800

¥1,100 ¥1,000 ¥2,000

¥700 ¥800 ¥1,800

¥600

¥1,000 ¥1,400 ¥700

¥1,000 ¥700 ¥1,000

¥1,200 ¥700 ¥1,800

¥700 ¥1,200 ¥2,300

アイドルマスターシンデレラガールズ 立体機動SPフィギュア　エレン マスタースターズピース　超サイヤ人孫悟空/彩色天下一武道会

SQフィギュア　神崎蘭子 立体機動SPフィギュア　リヴァイ ドラゴンボールZ

タイトル/商品名 タイトル/商品名 タイトル/商品名

エヴァンゲリオン SQフィギュア　そに子/きゃんぱすらいふ DRAMATIC SHOWCASE 3-1　孫悟空
PMフィギュア　アヤナミレイ/tentative name:Rei Ayanami<劇場版> おとぎばなしSPフィギュア　そに子/ハートの女王 Resolution of Soldiers①　孫悟空/通常カラー

あまんちゅ！ 立体機動SPフィギュア　ミカサ DRAMATIC SHOWCASE 1-1　セル

PMフィギュア　小日向光 すーぱーそに子 DRAMATIC SHOWCASE 1-1　孫悟飯

松にも衣装①　十四松 ソードアート・オンライン 超造集③　孫悟空

松にも衣装①　トド松 ALOウンディーネSP　アスナ 超造集⑥　トランクス

プレミアムKAWORUフィギュア 生活密着取材SPフィギュア　そに子/おやつタイム 超造集 復活の「F」①　孫悟空

おそ松さん なかよしほーるどフィギュア　ぽちゃ子/水色 超造集 復活の「F」⑤　ピッコロ

ガールズ＆パンツァー PMフィギュア　シノン/GGO マスタースターズピース　孫悟空/復活の「F」

PMフィギュア　西住まほ PMフィギュア　シノン/GGOver.2 マスタースターズピース　超サイヤ人孫悟空

カードキャプターさくら GGO SPフィギュア　シノン 超造集⑦　チャオズ

SPフィギュア　木之本桜/In Uniform PMフィギュア　アスナ 超造集⑦　ベジータ/超サイヤ人

艦隊これくしょん SQフィギュア　シノン/ファントム・バレット マスタースターズピース　孫悟飯/SPカラー

Ceylon Tea Party　金剛 アスナ/細剣使い ドラゴンボール改

仮面ライダーエグゼイド PMフィギュア　閃光のアスナSP マスタースターズピース　トランクス

BIGサイズソフビフィギュア　仮面ライダーエグゼイド SAOフィギュアⅡ　シリカ マスタースターズピース　ベジータ

SPMフィギュア　翔鶴改二甲 ユウキ/タイトー ドラゴンボール超

SPMフィギュア　羽黒改二　【1/22発売予定】 閃光のアスナ/タイトー THE SUPER WARRIORS①　トランクス

PMフィギュア　時雨改二 ウンディーネアスナ/通常カラー<オーディナル・スケール> Fighting Combination①　ベジータ

PMフィギュア　夕立改二 ウンディーネアスナ/ユウキカラー<オーディナル・スケール> マスタースターズピース　ベジット

休日フィギュア　夕張　【1/22発売予定】 BREAK TIME FIGURE　御幸一也 マスタースターズピース　フリーザ

準備中フィギュア　矢矧 BREAK TIME FIGURE　降谷暁 マスタースターズピース　ベジータ

SPMフィギュア　瑞鳳改 ダイヤのA 超像集③　孫悟空

伊8/水中日和 BREAK TIME FIGURE　倉持洋一 マスタースターズピース　孫悟空

PMフィギュア　纏流子 デート・ア・ライブ マスタースターズピース　うずまきナルト

キングダム 時崎狂三/タイトー ハイキュー！！

潜水艦娘　伊19 ディズニー NARUTO-ナルト-

キルラキル Qposket　アリエル/原色カラー Shinobi RelationsSP2　うずまきナルト

銀魂 To LOVEる ダークネス フィギュアコレクション⑲　覚醒バテスト
ズボラ星人のジャージ王決定戦!!!　坂田銀時/特別カラー ぬーどるストッパーフィギュア　古手川唯/白 初音ミク

CREATOR×CREATOR　桓騎/原型カラー 五河琴里/タイトー マスタースターズピース　影山飛雄

CREATOR×CREATOR　桓騎/通常カラー 夜刀神十香/タイトー パズル＆ドラゴン

黒子のバスケ DRAGONBALL COLLECTION③　チチ　【1/24発売予定】 PMフィギュア　レーシングミク/2012

マスタースターズピース　黒子テツヤ 造形天下一武道会 1-5　ピッコロ PMフィギュア　鏡音リン/DIVA Arcade

ズボラ星人のジャージ王決定戦!!!　土方十四郎 ドラゴンボール PMフィギュア　初音ミク　Project DIVA

マスタースターズピース　坂田銀時 DRAGONBALL COLLECTION③　孫悟空　【1/24発売予定】 PMフィギュア　初音ミク/DIVA Arcade（再販）

PMフィギュア　中野梓/GuitarElite 造形天下一武道会 3-3　亀仙人 PMフィギュア　初音ミク/青ミク

PMフィギュア①　中野梓 造形天下一武道会 4-1　ランチ SPMフィギュア　初音ミク/∞

マスタースターズピース　赤司征十郎 造形天下一武道会 3-1　チチ PMフィギュア　初音ミク　DIVA Arcade

けいおん！ 造形天下一武道会 3-2　魔人ブウ PMフィギュア　初音ミク/Project DIVA 2nd

SQフィギュア　牧瀬紅莉栖 造形天下一武道会 4-7　ブルマ beatmaniaⅡDX

牧瀬紅莉栖/タイトー 造形天下一武道会 5-1　孫悟空 フィギュアコレクション③　梅桐彩葉

SQフィギュア　平沢唯/冬服 造形天下一武道会 4-4　超サイヤ人孫悟空 SQフィギュア　レーシングミク/2014

シュタインズ・ゲート 造形天下一武道会 4-5　トランクス 初音ミク/オリジナル冬服

JOJO’S FIGURE GALLERY①　東方仗助/通常カラー 造形天下一武道会 6-5　孫悟空/通常カラー GMF　セーラームーン

進撃の巨人 造形天下一武道会 6-6　孫悟空/通常カラー Fateシリーズ

ジョジョの奇妙な冒険 造形天下一武道会 5-2　バーダック 美少女戦士セーラームーン

JOJO’S FIGURE GALLERY①　東方仗助/白 造形天下一武道会 5-4　ラディッツ GMF　セーラープルート

★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。

PMフィギュア　ミカサ・アッカーマン/調査兵団 ドラゴンボールコレクション②　亀仙人 PMフィギュア　BB〈EXTRA CCC〉

マスタースターズピース　リヴァイ マスタースターズピース　孫悟飯 PMフィギュア　セイバー・オルタ

DXFフィギュア　リヴァイ/お掃除 造形天下一武道会⑤SP　孫悟空/超サイヤ人ゴッド EXフィギュア　セイバー〈Fate/EXTRA〉

PMフィギュア　ミカサ・アッカーマン ドラゴンボールコレクション②　ウーロン Fate/kaleid linerプリズマ☆イリヤフィギュア　イリヤ/Wieder



買取価格 買取価格 買取価格

¥800 ¥800

¥700 ¥600 ¥700

¥1,500 ¥1,000 ¥1,200

¥3,000 ¥2,000

¥1,600 ¥700 ¥1,000

¥1,000 ¥800 ¥1,000

¥700 ¥800 ¥1,000

¥1,500 ¥900 ¥700

¥2,500 ¥1,500

¥1,600 ¥400 ¥700

¥700 ¥700 ¥1,000

¥800 ¥2,000

¥900 ¥800 ¥2,300

¥1,200 ¥900

¥500 ¥600 ¥900

¥600 ¥900

¥700 ¥1,200 ¥900

¥400 ¥900

¥600 ¥1,400 ¥800

¥1,200 ¥900

¥700 ¥1,400 ¥1,500

¥400 ¥1,400 ¥1,000

¥900 ¥1,200 ¥1,000

¥900 ¥2,000 ¥700

¥1,000 ¥1,800 ¥1,500

¥1,400 ¥1,000 ¥1,500

¥700 ¥1,400

¥2,000 ¥1,200 ¥1,200

¥700 ¥1,400 ¥1,100

¥1,000 ¥900 ¥1,100

¥700 ¥900 ¥1,400

¥700 ¥900 ¥1,500

¥800 ¥1,000 ¥700

¥1,400 ¥700 ¥700

¥1,000 ¥1,400 ¥600

¥400 ¥700 ¥1,600

¥1,400 ¥700 ¥1,000

¥1,500 ¥600 ¥1,000

¥1,000 ¥2,000 ¥1,000

¥1,400 ¥1,000 ¥1,500

¥700 ¥1,500 ¥3,000

¥700 ¥700 ¥1,200

¥700 ¥1,300

¥900 ¥700 ¥1,000

¥1,000 ¥1,000

¥1,000 ¥600 ¥1,200

¥1,000 ¥700 ¥1,000

¥1,500 ¥2,300

¥900 ¥1,000 ¥700

¥900 ¥700 ¥1,000

¥1,000 ¥900

¥700 ¥1,000 ¥700

¥2,300 ¥1,000

¥700 ¥1,000 ¥800

¥800

タイトル/商品名 タイトル/商品名 タイトル/商品名

SQフィギュア　セイバー/stay night ver. ビーチフィギュア　東條希 GRANDLINEMEN SP　エドワード・ニューゲート

SQフィギュア　セイバー/ZERO ver. ラブライブサンシャイン！！ GRANDLINEMEN SP　白ひげの墓

Fateシリーズ SPフィギュア　矢澤にこ GRANDLINEMEN 15TH⑥　サンジ

SPMフィギュア　セイバー/沖田総司<Grand order> キャラクターフィギュア③　東條希 GRANDLINEMEN 15TH⑧　ドフラミンゴ

SQフィギュア　遠坂凛〈Fate/staynight UBW〉 SPMフィギュア　渡辺曜 GRANDLINEMEN⑥　サンジ

クロ〈kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ!〉 SSSフィギュア　黒澤ルビィ　【1/22発売予定】 GRANDLINEMEN⑧　シャンクス

SQフィギュア　セイバー〈Fate/stay night UBW〉 SPMフィギュア　小原鞠莉 GRANDLINEMEN？　ボン・クレー

SQフィギュア　セイバー・リリィ〈stay/night〉 SPMフィギュア　津島善子 GRANDLINEMEN④　ルフィ

マスターフィギュア　遠坂凛 CREATOR×CREATOR　ルパン三世/Wedding 水色 GRANDLINEMEN⑫　ゾロ

ぷよぷよ CREATOR×CREATOR　レベッカ/Wedding 白 GRANDLINEMEN㉒　コラソン

サーヴァントフィギュア②　アーチャー〈Fate/Zero〉 ルパン三世 GRANDLINEMEN⑩　ルフィ

マスターフィギュア　イリヤスフィール〈Fate/stay night〉 CREATOR×CREATOR　ルパン三世/Wedding 白 GRANDLINEMEN⑫　サンジ

PMフィギュア　南みれい/風紀委員長 GROOVY BABY SHOT⑤　レベッカ/白 JEANS FREAK　ゾロ/SPカラー

マクロスΔ GROOVY BABY SHOT⑤　レベッカ/緑 JEANS FREAK　ナミ/SPカラー

PMフィギュア　アルル CREATOR×CREATOR　レベッカ/Wedding 水色 GRANDLINESHIPS①　サウザンド・サニー号

プリパラ GROOVY BABY SHOT①　峰不二子/黒 JEANS FREAK　サンジ/SPカラー

レイラ・プラウラー/Blau Blume BROTHERHOOD　エース JEANS FREAK⑦　ハンコック

魔法少女まどか☆マギカ BROTHERHOODⅡ　エース KING OF ARTIST　ウソップ　【1月24発売予定】

特製ステージセット（ミラージュ/ワルキューレ） マスタースターズピース　次元大介 JEANS FREAK　ルフィ/SPカラー

フレイア・ヴィオン/Blau Blume ワンピース JEANS FREAK　ロビン/SPカラー

Relax time　暁美ほむら/おやすみ CREATOR×CREATOR　クザン/通常カラー KING OF ARTIST サンジ/SPカラー 白

SQフィギュア　暁美ほむら CREATOR×CREATOR　ゾロ/通常カラー（全身） KING OF ARTIST サンジ/SPカラー ピンク

MADOGATARI展　悪魔ほむら/KISSSHOTセピアカラー BROTHERHOODⅡ　サボ KING OF ARTIST　エース

MADOGATARI展　悪魔ほむら/KISSSHOT通常カラー BROTHERHOODⅡ　ルフィ KING OF ARTIST　サンジ

物語シリーズ CREATOR×CREATOR　ハンコック/特別カラー PMフィギュア　チョッパー/ハロウィン2012

DXFフィギュア　戦場ヶ原ひたぎ CREATOR×CREATOR　ハンコックⅡ/赤 SQフィギュア　ハンコック

SQフィギュア　暁美ほむら/SPアソート CREATOR×CREATOR　ゾロ/特別カラー（全身） KING OF ARTIST　ルフィ

SQフィギュア　鹿目まどか CREATOR×CREATOR　ハンコック/通常カラー KING OF ARTIST　ルフィ/彩色王頂上決戦ver.

MADOGATARI展　キスショット/DEVIL HOMURAセピアカラー CREATOR×CREATOR　ボン・クレー/白 王下七武海フィギュア④　バーソロミュー・くま

MADOGATARI展　キスショット/DEVIL HOMURA通常カラー CREATOR×CREATOR　ボン・クレー/ピンク マスタースターズピース　エース/リニューアル

HGフィギュア　阿良々木月火/偽物語 CREATOR×CREATOR　ハンコックⅡ/黒 THE NAKED 2017 BODY CALENDAR③　サボ/緑　【1/19発売予定】

HGフィギュア　忍野忍/ひたぎ&忍 CREATOR×CREATOR　ボン・クレー/黄緑 THE NAKED 2017 BODY CALENDAR③　サボ/紫　【1/19発売予定】

忍野忍/セカンドシーズン　ドーナツ（タイトー） CREATOR×CREATOR　ルフィ/紺 マスタースターズピース　トラファルガー・ロー/SP

忍野忍ver.4（タイトー） DRAMATIC SHOWCASE 8-1　チョッパー/旗 マスタースターズピース　ルフィ

PMフィギュア　忍野忍 CREATOR×CREATOR　ミホーク/通常カラー マスタースターズピース　ゾロ

SQフィギュア　戦場ヶ原ひたぎ/恋物語 CREATOR×CREATOR　ルフィ/赤 マスタースターズピース　ゾロ/SP

ブラック羽川（タイトー） DX海軍フィギュア①　黄猿 造形王SP　トラファルガー・ロー

千石撫子フィギュア/化物語 DX海軍フィギュア②　青雉 造形王SP　ドラミンゴ

千石撫子/セカンドシーズン DRAMATIC SHOWCASE1-2　ルフィ マスタースターズピースREVIVAL　ルフィ

ソファーフィギュア　忍野忍 DRAMATIC SHOWCASE1-3　ナミ 王下七武海フィギュア①　ジンベエ

モンスターストライク GLITTER＆GLAMOURS　ハンコック/CRASH STYLE 黄 造形王頂上決戦 1-2　ルフィ

PMフィギュア　ラファエル GLITTER＆GLAMOURS　ハンコック/CRASH STYLE 紫 造形王頂上決戦 1-5　ゾロ

忍野忍/タイトー DX海軍フィギュア②　赤犬 造形王SP　ルフィ/ギアフォース

斧乃木余接/タイトー Dの称号Ⅰ　ルフィ 造形王頂上決戦 1-2　ミホーク　

PMフィギュア　由比ヶ浜結衣 GRANDLINECHILDREN①　ルフィ 造形王頂上決戦 3-1　ゾロ

妖怪ウォッチ GRANDLINELADY 15TH①　ナミ 造形王頂上決戦 3-3　ナイトメアルフィ

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 GRANDLINECHILDREN FILM Z①　チョッパー 造形王頂上決戦 1-6　エネル

PMフィギュア　雪ノ下雪乃 GRANDLINECHILDREN FILM Z①　ナミ 造形王頂上決戦 2-3　クロコダイル

らき☆すた GRANDLINELADY②　ニコ・ロビン 造形王頂上決戦 4-3　ゾロ

泉こなた/島風コスプレ GRANDLINEMEN 15TH③　ルフィ 造形王頂上決戦 4-4　バギー

Xmasフィギュア　コマさん GRANDLINELADY 15TH①　ロビン 造形王頂上決戦 3-5　チョッパー

Xmasフィギュア　コマじろう GRANDLINELADY SP　しらほし姫　 造形王頂上決戦 4-2　ナミ

PMフィギュア　南ことり/Re：START

★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。

ラブライブ！ GRANDLINEMEN 15TH④　チョッパー 造形王頂上決戦 4-5　サボ

PMフィギュア　東條希/それは僕たちの奇跡 GRANDLINEMEN 15TH⑤　ゾロ 造形王頂上決戦 5-5　トラファルガー・ロー/通常カラー


