
ブラック★ロックシューター ¥2,800 霧島改二 ¥2,000 すーぱーそに子 with マカロンタワー ¥3,000

遠坂凛 アーチャーコスチュームver. ¥5,000 巴マミ 制服ver. ¥1,300 金剛改二 ¥3,500 フェイト・T・ハラオウン 水着ver. ¥2,500

悪魔ほむら ¥5,000 千石撫子 ¥1,500 高雄 ¥5,000 春日野穹 ¥5,000

鹿目まどか 舞妓ver. ¥5,000 戦場ヶ原ひたぎ ¥1,800 榛名改二 ¥3,500 アンジェラ・バルザック ¥3,500

八九寺真宵 ¥1,500 武蔵改 ¥2,500

渋谷凛 ¥2,000 泉こなた コスプレver. ¥3,000 大和 ¥2,500 A賞 黒雪姫 黒揚羽蝶ver. ¥2,500

渋谷凛 シンデレラプロジェクトver. ¥3,000 泉こなた 冬服ver. ¥1,800 MS少女 ウイングガンダム EW版 ¥1,200 サードインパクト A賞 綾波レイ ¥1,500

島村卯月 シンデレラプロジェクトver. ¥3,000 アンジェラ・バルザック ¥4,000 MS少女 ガンダムMk-Ⅱ ティターンズ仕様 ¥4,500 真夏の艦娘 A賞 大和 ¥6,500

城ヶ崎美嘉 ¥3,500 高嶺愛花 ¥2,000 MS少女 ユニコーンガンダム 覚醒仕様 ¥3,500 真夏の艦娘 B賞 榛名改二 ¥5,000

城ヶ崎美嘉 346プロダクションver. ¥3,500 高坂穂乃果 ¥2,500 血を暗黒に染めし黒蝕の竜姫 ¥4,000 きゃんぱすらいふ A賞 すーぱーそに子 ¥1,200

城ヶ崎莉嘉 シンデレラプロジェクトver. ¥3,000 朝戸未世 ¥4,000 STAGE1 A賞 アスナ ¥2,300

双葉杏 ¥2,000 秋月 ¥3,000 STAGE2 A賞 シノン ¥2,800

本田未央 ジャージver. ¥2,500 更識楯無 バニーver. ¥6,000 STAGE2 B賞 アスナ ¥5,000

式波・アスカ・ラングレー テストプラグスーツver. ¥3,500 セシリア・オルコット バニーver. ¥5,500 セイバー/沖田総司 ¥6,000 STAGE3 A賞 ユウキ ¥5,000

木之本桜 ¥2,500 ラウラ・ボーデヴィッヒ バニーver. ¥6,000 STAGE3 B賞 アスナ ¥2,000

武部沙織 ¥1,800 初音未來 ¥8,000 篠ノ之箒 紅椿 ¥2,500 STAGE3 ラストワン賞 アスナ キリトカラーver. ¥3,500

赤城 ¥1,800 オーディナル・スケール Ｂ賞 アスナ SPver. ¥2,000

加賀 ¥2,500 2012 A賞 初音ミク FamilyMart ver. ¥1,500 シャルロット&セシリア 水着ver. ¥6,000 フィギュアセレクション A賞 アスナ ¥2,000

島風 ¥3,500 シャルロット・デュノア ジャージver. ¥1,500 フィギュアセレクション ラストワン賞 アスナ SPver. ¥2,000

プリンツ・オイゲン ¥2,500 ランサー/スカサハ ¥7,000 ラウラ・ボーデヴィッヒ メイドver. ¥3,000 メイドワールド A賞 アスナ ¥2,000

イカ娘 ¥1,800 式波・アスカ・ラングレー テスト用プラグスーツver. ¥3,500 TYPE-MOON10周年 A賞 セイバー ¥2,500

すーぱーそに子 虎パーカーver. ¥1,500 初音ミク -Project DIVA F- ¥4,000 中野梓 ¥3,500 ZeroPART2 A賞 セイバー ¥3,000

アスナ ¥4,000 平沢唯 ¥2,000 セイバーSP A賞 セイバー 騎士王 ¥3,000

アスナ(再販) ¥4,000 藤堂ユリカ 冬制服ver. ¥3,500 エイラ・イルマタル・ユーティライネン ¥3,500 セイバーSP B賞 セイバーオルタ ¥3,500

アスナ ALOver. ¥2,000 天野恩紗(制服)&SEROW225W ¥7,000 ゲルトルート・バルクホルン ¥2,300 Magiccraft D賞 美樹さやか ¥1,000

シノン ¥5,000 佐倉羽音(制服)&CB400 SUPER FOUR ¥3,000 エスカレイヤー ¥4,500 SPリミテッド B賞 ウィング付暁美ほむら ¥1,000

ユウキ (ソードアート・オンライン) ¥7,000 セーラーちびムーン ¥1,500 松前緒花 ¥3,000 叛逆の物語 A賞 悪魔ほむら ¥1,500

ミサカ ¥3,500 キュアエコー ¥2,000 柳生十兵衛 ¥1,500 傷物語鉄血篇 A賞 キスショット ¥2,500

十六夜咲夜 ¥2,500 キュアソード ¥3,000 セイバー メイドver.R ¥4,000 傷物語鉄血篇 C賞 キスショット 12歳ver. ¥3,000

伊吹萃香 ¥3,000 キュアリズム ¥2,500 セイバー/アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] ドレスver. ¥9,000 暦ノ至福ノ時 A賞 忍野忍 ¥5,000

ニャル子 ¥3,500 絢瀬絵里 僕らは今のなかで ¥1,200 セイバーエクストラ 水着ver. ¥5,000 憑物語 A賞 斧乃木余接 ¥1,800

初音ミク 2.0 ¥2,500 西木野真姫 僕らは今のなかで ¥1,500 マスターアルトリア ¥5,500 西尾維新 C賞 八九寺真宵 ¥1,000

雪ミク ¥1,800 フェイト・テスタロッサ -PHANTOM MINDS- ¥2,000 Movie C賞 南ことり ¥3,000

アイリスフィール・フォン・アインツベルン ¥2,500 BEACH QUEENS ラウラ・ボーデヴィッヒ ¥1,800 フェイト・テスタロッサ(A's) ¥1,800 Movie F賞 西木野真姫 ¥3,000

キャスター (Fate) ¥4,000 BEACH QUEENS 新垣あやせ ¥3,500 八神はやて ¥3,000 Movie G賞 東條希 ¥2,500

セイバー 2.0 ¥4,000 BEACH QUEENS インデックス ¥2,500 千石撫子 ¥3,500 Movie I賞 矢澤にこ ¥2,500

セイバー Zero ver. ¥3,000 BEACH QUEENS 泉こなた ¥2,000 東條希 ¥5,000

セイバー 甲冑ver. ¥3,000 西木野真姫 水着ver. ¥4,000 ララ フレッシュピーチver. ¥6,000

セイバー ドレスver. ¥3,000 甲龍×凰鈴音 ¥2,500 南ことり ¥11,000 すーぱーそに子 ソニコミパッケージver. ¥4,000

セイバーオルタ ¥4,000 ブルー・ティアーズ×セシリア・オルコット ¥3,000 山田葵 ¥2,500 すーぱーそに子 バレンタインver. ¥3,500

遠坂凛 私服ver. ¥2,000 紅椿×篠ノ之箒 ¥4,500 レヴィアタン 叛傑ホットパンツノ節 ¥4,500

黒衣マト 制服ver. ¥2,500 ラファール・リヴァイヴ・カスタムⅡ×シャルロット・デュノア ¥3,500 王白龍 ¥4,500

figma 一番くじ

ANIPLEX+ 鹿目まどか 舞妓 figma アンジェラ・バルザック 一番くじ Fate A賞 セイバー 一番くじ 真夏の艦娘 B賞 榛名改二

5,000円 買取 4,000円 買取 2,500円 買取 5,000円 買取
ANIPLEX+
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園田海未 夏色えがおで1,2,Jump! Ver. ¥5,500 ヨーコ ¥2,500 レム ¥3,500

2014春 A賞 ねんどろいど 初音ミク セーラー服ver. ¥3,000 エミリア ¥6,000 逢坂大河 ¥2,500 能美クドリャフカ 夏服ver. ¥2,000

桐崎千棘 ¥1,500 伊波まひる ¥1,500

渋谷凛 ニュージェネレーションver. ¥3,000 アーンヴァル トランシェ2 ¥2,000 Megpoid GUMI ¥3,500 種島ぽぷら ¥1,500

島村卯月 クリスタルナイトパーティver. ¥4,000 鏡音レン アペンド ¥2,500 山田葵 ¥1,000

島村卯月 ニュージェネレーションver. ¥4,500 佐倉日菜 ¥8,000 桜ミク ¥1,800 黒木智子 ¥3,000

両儀式 伽藍の洞 ¥7,000 ｢お嬢様の花園｣ 天竺葵 ¥5,000 桜ミク Bloomed in Japan ¥3,500

宮園かをり ¥4,000 ｢星海のローレライ｣ アイリス ¥4,500 初音ミク 2.0 ¥2,300 凛・卯月・未央セット マイファーストスターコーデ ¥1,800

金色の闇 ¥7,800 初音ミク アペンド ¥1,200

初音ミク ¥1,800 凛&ソニック ¥4,000 初音ミク 千本桜ver. ¥2,500 我那覇響 ¥3,500

初音ミク Lat式ver. ¥1,800 初音ミク はちゅねフェイスver. ¥1,500 四条貴音 ¥3,000

初音ミク グレイテスト・アイドルver. ¥4,000 Birthday Figure Project 高坂穂乃果 ¥2,500 初音ミク ハロウィンver. ¥2,500 高槻やよい ¥3,000

初音ミク ワールドイズマイン(ブラウンフレーム) ¥4,500 Birthday Figure Project 園田海未 ¥4,000 初音ミク 浴衣ver. ¥1,500 七尾百合子 流れる読書スペースver. ¥2,000

レーシングミク 2013ver. ¥5,000 Birthday Figure Project 東條希 ¥4,500 初音ミク 浴衣ver.夏椿 ¥1,500 新田美波 LOVE LAIKAver. ¥2,000

レーシングミク 2015ver. ¥4,500 Birthday Figure Project 西木野真姫 ¥4,000 雪ミク Snow Bell ver. ¥1,800 星井美希 ¥6,000

セイバー&セイバー・モータード・キュイラッシェ(初版) ¥10,000 Birthday Figure Project 矢澤にこ ¥3,000 雪ミク Snow Owl ver. ¥2,500 三浦あずさ ¥3,000

セイバー・リリィ -全て遠き理想郷-(初版) ¥8,000 雪ミク いちご白無垢ver. ¥6,500 ミディッチュ 空母ヲ級 ¥1,500

セイバーオルタ -卑王鉄槌- ¥6,000 新田由比 ¥10,000 ゆの ¥2,500 鈴乃木凜&GSX400Sカタナ ¥8,000

ブラック★ロックシューター ¥5,000 うまる ¥4,000 キャスター (Fate/EXTRA) ¥5,000

ブラック★ロックシューター -animation version- ¥5,000 島村卯月 ¥4,000 セイバー 10th ANNIVERSARY ver. ¥3,500

ブラック★ロックシューター Black blade ver. ¥4,500 めんま ¥3,000 セイバー コンプリートファイル・エディション ¥3,000 恩を返すもの いろは クイーンズゲイトver. ¥2,500

暁美ほむら ¥3,000 森島はるか ¥1,400 セイバー/アルトリア・ペンドラゴン ¥9,000 モエコレ+ 宮藤芳佳 ¥2,000

アルティメットまどか ¥8,000 新垣あやせ ¥1,800 セイバー・リリィ ¥2,000

鹿目まどか ¥2,000 黒猫 ¥2,300 セイバーライオン ¥1,500 ヘスティア ¥5,000

鹿目まどか 始まりの物語/永遠の物語 ¥4,000 高坂桐乃 ¥1,500 ブラック★ロックシューター ¥1,000 アスタロト 憂鬱の像 ¥3,500

千石撫子 ¥4,000 西住みほ ¥1,500 羽瀬川小鳩 ¥2,500 ベルフェゴール 怠惰の像 ¥3,500

戦場ヶ原ひたぎ ¥5,500 両儀式 ¥3,000 アルティメットまどか ¥3,500 前田慶次 ¥4,000

真紅 ¥2,300 加賀 ¥1,800 鹿目まどか ¥1,500

鹿島 ¥2,500 鹿目まどか 舞妓ver. ¥1,800 大和改 軽兵装ver. ¥6,000

一色あかね&二葉あおい ¥2,500 金剛 ¥2,300 百江なぎさ ¥1,500 霞 C1青ver. ¥2,000

時雨改二 ¥3,000 神原駿河 ¥3,000 モモ・ベリア・デビルーク ¥10,000

シャルロット・デュノア -Bunny Style- ¥3,000 武蔵 ¥4,500 八九寺真宵 ¥2,500 鏡音リン Tony ver. ¥2,500

式波・アスカ・ラングレー:Q プラグスーツver. ¥5,000 大和 ¥3,500 赤座あかり ¥1,800 初音ミク Tony ver. ¥4,000

いたずら怪盗 シャオメイ ¥2,000 秋山澪 ¥1,500 歳納京子 ¥1,200 巡音ルカ Tony ver. ¥3,000

キリカ・トワ・アルマ ¥4,000 中野梓(2次出荷) ¥1,800 船見結衣 ¥3,300 衛宮切嗣/Zero リファインver. ¥4,000

メルティ ¥2,000 真宮寺さくら&光武セット ¥2,300 小早川凛子 ¥1,200 セイバー/Zero リファインver. ¥2,500

フォーチュナー(ムルムル) ¥4,000 椎名まゆり ¥2,300 小泉花陽 ¥1,500

アスナ -Aincrad- ¥7,000 牧瀬紅莉栖 白衣ver. ¥2,500 高坂穂乃果 ¥1,800 光明の天使 ナナエル ¥2,000

向坂環 -誘惑- ¥4,000 涼宮ハルヒ 消失ver. ¥1,000 園田海未 練習着ver. ¥1,800 古代の王女 メナス ¥3,000

バードシルファ ¥2,000 アスナ ¥3,500 東條希 ¥1,400 炎の使い手 ニクス ¥3,000

筒隠月子 ¥4,500 イカロス ¥3,500 西木野真姫 ¥1,500 白面金剛九尾イヅナ ¥2,500

雪ノ下雪乃 ¥8,500 坂井和奏 ¥1,400 星空凛 ¥1,800 世界制服作戦 明堂院いつき ¥2,500

ブラック・マジシャン・ガール ¥4,000 五河琴里 ¥2,500 南ことり ¥3,000

高坂穂乃果 夏色えがおで1,2,Jump! Ver. ¥2,000 四糸乃 ¥3,000 南ことり 練習着ver. ¥2,000 アイリ (クイーンズブレイド) ¥1,500

GSC 初音ﾐｸ ｸﾞﾚｲﾃｽﾄ･ｱｲﾄﾞﾙ GSC 千石撫子 ｺﾄﾌﾞｷﾔ ｼｬﾙﾛｯﾄ BunnyStyle ねんどろいど めんま

ネイティブ

4,000円 買取 4,000円 買取 3,000円 買取 3,000円 買取
グッスマくじ

グッドスマイルカンパニー コナミ

スカイチューブ

ねんどろいどこーで

セガ ファットカンパニー

電撃屋

メガハウス

リボルテック
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