PLUM ランサー/スカサハ ANIPLEX+ 遠坂凛 ｱｰﾁｬｰｺｽ ｱﾙﾀｰ ｼｬﾙﾛｯﾄ&ｾｼﾘｱ 水着 ｱﾙﾀｰ ｾｲﾊﾞｰ/ｱﾙﾄﾘｱ[ｵﾙﾀ]ﾄﾞﾚｽ

15,000円 買取 8,000円 買取 8,800円 買取 14,000円 買取
ANIPLEX+
桐ヶ谷直葉 スクール水着ver.

PLUM
¥11,000 ランサー/スカサハ

結城明日奈 ビキニver.

¥4,000 Q-six

遠坂凛 アーチャーコスチュームver.

¥8,000 囚われの竜戦士 ブランウェン

figma

囚われの竜戦士 ブランウェン 銀竜ver.

レイカ (GANTZ)

¥4,500 スィーリア ビキニver.

纏流子

¥6,500 RAH

サーニャ&エイラ 水着ver.
¥15,000 サーニャ・V・リトヴャク
飛鳥 命駆ver.

¥6,000
¥5,000

¥9,000 古手川唯

¥8,000 ちちのえ+∞ Pin-up Lady -煌-

¥4,500

¥5,000 結城美柑

¥6,000 菜々子 紺スク水ver.

¥5,000

¥8,000 サタン 憤怒の像

¥3,500

¥6,500 マモン 薄桃ノ衣版

¥4,500

宝蔵院胤舜

¥3,000 セイバー・ブライド
¥6,000 暁美ほむら

¥5,800

レーシングミク 2012ver.

¥1,500 鹿目まどか

¥8,800 セイバーエクストラ 水着ver.

レーシングミク 2013ver.

¥5,800 巴マミ

¥8,000 セイバーオルタ 水着ver.

ブラック★ロックシューター TV ANIMATION ver.

¥6,000 天野恩紗(制服)&SEROW225W

悪魔ほむら

¥2,000 WAVE

FREEing

BEACH QUEENS 神崎蘭子

¥13,000 セイバー ドレスコード
セイバー／アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] ドレスver.

セイバーオルタ メイドver.
¥7,000 ヒロインX
マスターアルトリア
¥6,000 高町なのは エクシードモード

凰鈴音 猫ver.

¥8,500 BEACH QUEENS 楪いのり

¥4,000 フェイト・テスタロッサ -PHANTOM MINDS-

凰鈴音 バニーver.

¥6,000 ヘスティア

¥5,500 アルクェイド・ブリュンスタッド

更識楯無 猫ver.

¥5,000 BEACH QUEENS キャスター

¥4,500 忍野忍

更識楯無 バニーver.

¥6,000 WING

篠ノ之箒 バニーver.

¥8,000 すーぱーそに子 ロックンロール★バレンタイン

シャルロット・デュノア バニーver.

¥4,000 アーマーガールズプロジェクト

シャルロット・デュノア プードルver.

¥6,000

セシリア・オルコット バニーver.
セシリア・オルコット バニーver.2nd

結城友奈
¥4,000 春日野穹(初版)
東條希

¥14,000 マモン 銃弑ウエスタン水着ノ節
¥7,000 ルシファー 傲慢の像

¥3,000 黒乃胡夢

¥3,000

¥6,500 岡山フィギュア・エンジニアリング
¥9,500 永沢礼子 -極限- 超凌辱カラー

¥7,000

¥5,000 夏目若菜 赤ブルマver.

¥9,000

¥1,500 オルカトイズ
¥11,000 ルーシィ・ハートフィリア 白猫Gravure Style

¥4,000 ヘスティア

¥9,000 シャロ バニーver.

¥4,000 星空凛

¥13,000 大井改

¥6,500 南ことり

¥12,000 金剛

ラウラ・ボーデヴィッヒ バニーver.

¥5,000 比叡改二

¥6,000 矢澤にこ

ラウラ・ボーデヴィッヒ バニーver.2nd

¥8,000 地を暗黒に染めし黒蝕の竜姫

¥4,000 アルファマックス

¥4,500 天津風

アスナ

¥9,000 アクアマリン

御坂美琴 バニーver.

¥8,500 IA -ARIA ON THE PLANETES-

桐崎千棘 バニーver.

¥7,000 セイバー/沖田総司

塔城小猫 バニーver.

¥5,000 アルター

王白龍
¥3,000 春日野穹

¥9,500 榛名 イベント限定特装版
アリス・マーガトロイド DXtype

¥10,000 STAGE3 A賞 ユウキ
歌姫コレクション2nd A賞 花魁シェリル

初音未來

¥8,000 多田李衣菜

¥5,000 暦ノ至福ノ時 A賞 忍野忍

エリザベス=メイブリー Yシャツver.

¥4,000 前川みく

¥4,800 ヴェルテクス

¥10,000

¥4,000
¥7,000
¥8,000
¥6,000

¥4,500 京都アニメーション
¥5,000 長門有希

一番くじ
¥7,000 真夏の艦娘 A賞 大和

¥8,000

¥6,000 キャラアニ

¥4,000 高雄

すーぱーぽちゃ子 日焼け水着ver.

¥4,000

¥9,000 回天堂

¥5,500 川内改二

パーシヴァル

¥3,000
¥4,000

¥14,000 キューズQ

¥13,000 青島文化教材社

¥5,500

¥11,000 一条真奈美

¥3,500 西木野真姫

シュヴァルツェア・レーゲン パンツァー・カノニーア×ラウラ・ボーデヴィッヒ

¥7,000

¥8,000 セーラーサキュバス サファイア

¥7,000 黒咲芽亜

ユウキ

¥11,000 S.H.フィギュアーツ

¥4,000 都築栞
¥9,000 ララ フレッシュピーチver.

シノン

インセイン・ブラック★ロックシューター

¥3,500 オーキッドシード

¥6,000

グリフォンエンタープライズ
¥8,800 アスナ 水着ver.血盟騎士団カラー

¥8,000

¥5,000 ユイ (ソードアート・オンライン)

¥7,000

¥5,000 時崎狂三

¥8,000

¥5,000 霧雨魔理沙 香霖堂ver.限定カラー
古明地こいし

¥7,000
¥7,000

ガネッサ=ローランド セクシーver.

¥9,000 めんま(初版)

¥7,000 伊東一刀斎

¥7,000 魂魄妖夢 六道剣ver.

¥8,000

サテライザー=エル=ブリジット セクシーver.

¥8,000 千斗いすず

¥4,000 セルベリア・ブレス

¥7,000 チルノ

¥4,500

サテライザー=エル=ブリジット ダメージver.

¥6,000 シャルロット&セシリア 水着ver.

¥8,800 エイプラス

高町なのは(Force)

¥4,000 綾波レイ(新劇場版)

¥6,000 すーぱーぽちゃ子 ビアメイドver.

¥6,000 フランドール・スカーレット

¥4,000

黒木御影

¥7,000 紺菊

¥5,000 サンディ・バッシュ

¥8,000 霊烏路空

¥7,000

岩崎みなみ 体操服ver.

¥4,000 ディズィー

¥5,000 エクスプラス

Gift

田井中律

¥3,500 姫柊雪菜 限定版

間桐桜 -マキリの杯-

¥13,500 阿万音鈴羽&マウンテンバイク

¥9,000 エンブレイスジャパン

柏崎星奈 水着ver.

¥10,000

¥7,000 ちゅ～かな猫と椅子

ゲルトルート・バルクホルン 劇場公開記念限定版

博麗霊夢 香霖堂ver.

レミリア・スカーレット 神槍ver.
¥6,000

¥4,500

¥6,000

¥5,000

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!

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

GSC ｾｲﾊﾞｰ&ｾｲﾊﾞｰﾓｰﾀｰﾄﾞｷｭｲﾗｯｼｪ

コトブキヤ 雪ノ下雪乃

ﾏｯｸｽﾌｧｸﾄﾘｰ 大和改 軽兵装 電撃屋 Birthday 絢瀬絵里

13,000円 買取 9,500円 買取 11,000円 買取 4,000円 買取
グッドスマイルカンパニー

リンナ・メイフィールド

¥5,000 電撃屋

ボークス

両儀式 伽藍の洞

¥7,000 シャナ 水着ver.

¥4,000 天使(初版)

¥6,000 モエコレ+ 久寿川ささら パラディンver.

合金島風

¥5,000 ミステールワーデン・スピネ

¥3,500 Birthday Figure Project 絢瀬絵里

¥4,000 ホビージャパン

時雨改二

¥7,000 五郎八姫 Tony ver.

¥5,000 Birthday Figure Project 高坂穂乃果

¥3,800 式波・アスカ・ラングレー

武蔵 軽兵装ver.

¥6,000 アスナ -Aincrad-

¥7,000 Birthday Figure Project 園田海未

¥4,000 天津風

¥7,000 Birthday Figure Project 東條希

¥4,500 榛名改二

霞ヶ丘詩羽

¥12,000 シノン -Phantom Bullet-

¥6,000

¥7,000
¥8,000
¥11,000

宮園かをり

¥5,500 Venus on the beach! ヒトミ

¥7,000 Birthday Figure Project 南ことり

¥4,000 絡みつく孤高の刃 アイヴィー

¥4,000

牧瀬紅莉栖

¥5,000 菜々子 ネコ耳スクール水着ver.黒ネコ版

¥5,000 Birthday Figure Project 矢澤にこ

¥4,000 アスモデウス 色欲の像

¥8,000

アスナ 血盟騎士団ver.

¥17,000 イノセント☆フェアリー フリージア

¥5,000 ドラゴントイ

金色の闇

¥10,000 フェアリー★ガーデン アナベル

¥3,000 勇者マルデア スライムとの戦い

¥5,000 メイジ

¥4,000

¥5,000 魔王 オーバーオールver.

¥8,000

桜ミク(フィギュアJAPAN)

¥3,500 白 (ノーゲーム・ノーライフ)

¥7,300 セリシア・ロックハート

初音ミク Cheerful ver.(初版)

¥5,000 忍野扇

¥7,000 ネイティブ

初音ミク Tell Your World ver.

¥4,000 戦場ヶ原ひたぎ -偽物語-

¥6,000 CAT LAP MILK

初音ミク 恋は戦争ver.

¥9,000 由比ヶ浜結衣

レーシングミク 2013ver.

¥5,000 雪ノ下雪乃

レーシングミク 2014ver.

¥8,000 エミリア

セイバー -約束された勝利の剣-

¥9,000 コナミ

¥13,000 桜坂琴音
¥9,500 鈴木マルギット
¥18,000 モルディナ王女
佐々木さん

セイバー&セイバー・モータード・キュイラッシェ(初版)

¥13,000 アーンヴァルMk.2 テンペスタ

¥6,000 新田由比

セイバー・ブライド

¥12,000 飛鳥

¥2,000 ねんどろいど

ベルゼバブ 魔吊夜店巡リノ説

ブラック・マジシャン・ガール with ちびブラマジガール

¥5,000

¥5,000

¥6,000 ホビーストック
¥4,000 小鳥遊六花 バニーver.

¥4,000

¥4,000 マックスファクトリー
¥7,000 式波・アスカ・ラングレー
¥6,000 大和改 軽兵装ver.
¥10,000 クレハ
ミスティ 水着ver.

¥7,000
¥11,000
¥4,000
¥3,500

セイバー・リリィ -勝利すべき黄金の剣-

¥3,500 アルトレーネ ヴィオラ

¥6,000 空母ヲ級

¥4,000 ケルベロス

¥5,000

セイバー・リリィ -全て遠き理想郷-(初版)

¥8,000 こひる

¥7,000 フランドール・スカーレット

¥2,000 ヴィニエイラ様

¥6,200

セイバーオルタ -卑王鉄槌遠坂凛 -UNLIMITED BLADE WORKS-

¥6,800 ジェンコ
¥15,000 リーファ セクシービキニdeパラソル

東雲なの
¥5,000 セイバー/アルトリア・ペンドラゴン

¥3,100 三世村正

¥4,500

¥11,000 西連寺春菜

¥4,500

デッドマスター -animation version-

¥8,000 スカイチューブ

ブラック★ロックシューター

¥5,000 ｢楽園の乙女｣ スージー・サン

¥4,000 忍野忍

¥6,000 さくら

ブラック★ロックシューター -animation version-

¥5,000 白のオデット&黒のオディール

¥6,000 黒木智子

¥3,000 不知火舞

ブラックゴールドソー -animation version-

¥8,000 小日向蘭

¥6,000 バンダイ

アルティメットまどか

¥8,000 佐倉日菜

¥8,000 超合金 セイバー

阿良々木月火

¥9,800 冬月茉莉

¥6,000 ファットカンパニー

忍野忍

¥4,000 冬月茉莉 純白ver.

¥6,000

セイバーエクストラ

神崎蘭子 アニバーサリープリンセスver.祝宴の狂乱

¥5,000 モモ・ベリア・デビルーク

ブラック・マジシャン・ガール

¥10,000
¥5,000
¥7,000
¥3,500

¥5,500 メガハウス
世界制服作戦 本田未央

¥4,000

¥7,000 星井美希 ビヨンドザスターズver.

¥3,500

神原駿河

¥9,000 早乙女まりあ

¥6,000 城ヶ崎美嘉 カリスマギャルver.

¥8,000 G.A.サイド4 アイナ・サハリン

¥4,500

千石撫子 メドゥーサver.

¥9,000 佐伯藍

¥5,000 星井美希

¥7,000 太陽の踊り手 ルナルナ

¥6,000

戦場ヶ原ひたぎ

¥4,000 佐伯藍 (フォルト!!A)

¥3,500 金剛

¥9,000 囚われの竜戦士 ブランウェン

¥3,000

八九寺真宵

¥3,000 ストロンガー

¥18,000 門を開く者 アリス あかつきver.

¥6,000

羽川翼

¥7,000 初音ミク -花色衣-

コトブキヤ

ダイキ工業

八雲藍
¥9,000 鈴乃木凜&GSX400Sカタナ

¥7,000 流浪の戦士 レイナ 2Pカラーver.

フィギュアーツZERO

金色の闇

高垣楓 -はじまりの場所-

¥3,000 花丸りんご

¥3,500 セーラーヴィーナス

¥5,000 EX ヴァルキリー

双葉杏

¥3,000 笹木冴子

¥4,500 セーラーマーキュリー

¥5,000 ダークエルフ DXver.

ユースティア・アストレア セラフィック・エディション

¥7,000 関羽雲長 聖少女版

¥8,000 プラテアード

綾波レイ Loppi ver.

¥4,000 律子

¥9,000 シノン

葛城ミサト

¥4,000 妹・江利子 スクミズ日焼けver.

¥4,000 プルクラ

ホロ リニューアルパッケージ版

¥5,500 相沢さなえ

¥6,000 雷(初版)

竜宮レナ

ルーラー/ジャンヌ・ダルク

¥5,000 奥山輝恵

¥4,000 ベルファイン

¥3,500 スィーリア

¥5,000 雪音クリス イチイバルver.

¥7,000 ロケットボーイ

¥6,000 ミス・モノクローム

¥4,500 マリィ

¥11,000 ベルティーユ
¥8,500

¥7,000
¥9,000

¥6,000

¥6,000 レチェリー

ダヌア

チノ

¥3,500

¥5,000 メディコム・トイ

キューポッシュフレンズ アリス

松嶋みちる

¥4,000
¥8,000

シャムシェル 巨乳幻想ver.

美少女フィギュア１点から買い取ります! お気軽にお持ちください!

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

¥7,000

¥7,000

