ｱﾙﾀｰ ｱｽｶ ﾃｽﾄ用ﾌﾟﾗｸﾞｽｰﾂ アルター アスカ ジャージver. ｺﾄﾌﾞｷﾔ ｱｽｶ:Q ﾌﾟﾗｸﾞｽｰﾂ WAVE アスカ エプロンver.

4,000円 買取 4,000円 買取 5,000円 買取 2,000円 買取
figma

¥5,000 新世紀 ミラーパネルフィギュア賞 綾波レイ

¥2,500 真希波・マリ・イラストリアス プラグスーツstyle.

¥2,400

綾波レイ プラグスーツver.

¥2,500 綾波レイ 制服ver.

綾波レイ エプロン・制服ver.

¥2,000 セカンドインパクト A賞 綾波レイ

¥1,500 真希波・マリ・イラストリアス プラグスーツver.

¥1,500

式波・アスカ・ラングレー テストプラグスーツver.

¥3,000 綾波レイ バスタオル・水着ver.

¥3,000

真希波・マリ・イラストリアス 新型プラグスーツver.

¥1,800

¥4,000 セカンドインパクト B賞 アスカ

¥1,000 綾波レイ

綾波レイ プラグスーツ新劇場版ver.(1/4スケール)

FREEing

綾波レイ 水着ver.2 ブラック

渚カヲル

¥3,500 綾波レイ 水着ver.2 ホワイト

RAH

綾波レイ 水着ver.3 ブラック

セカンドインパクト A賞 綾波レイ ローソン限定ver.

¥6,300 リフトオフ! A賞 アスカ
¥5,400 リフトオフ! B賞 綾波レイ

¥1,200 惣流・アスカ・ラングレー 黄色ワンピースver.

¥1,500

¥4,000 リフトオフ! ラストワン賞 アスカ ラストワンver.

¥1,800 惣流・アスカ・ラングレー 黒ワンピースver.

¥5,400

惣流・アスカ・ラングレー 白ワンピースver.

¥2,000

¥7,000 ヴェルテクス

綾波レイ プラグスーツver.(新世紀)

¥2,300 式波・アスカ・ラングレー 制服ver.

¥3,000 綾波レイ with エントリープラグ・インテリア

アヤナミレイ(仮称)

¥7,200

¥2,500 エントリープラグインテリア Ver.アスカ

式波・アスカ・ラングレー テスト用プラグスーツver.

綾波レイ(新劇場版:破)

¥6,000 真希波・マリ・イラストリアス

碇シンジ

¥4,500 アトリエ彩

碇シンジ 制服版

¥7,200 綾波レイ

式波・アスカ・ラングレー Ver.Q
式波・アスカ・ラングレー ジャージ版

¥2,700

¥1,200 トイズワークス

¥4,000 綾波レイ 水着ver.3 ホワイト

綾波レイ 制服版

¥1,500 千値練

¥3,000 渚カヲル×碇シンジ

¥3,000 ニューライン
¥25,000 惣流・アスカ・ラングレー 部屋着ver.

クルシマ製作所
¥1,500 2007 レイ・アスカ 夏

¥8,100 アミエグラン

¥12,000

クレイズ

¥26,100 ゴスロリ・アスカ 透肌素材版

¥7,000 綾波レイ

式波・アスカ・ラングレー 制服版

¥4,000 ゴスロリ・レイ 透肌素材版

¥10,000 コトブキヤ

式波・アスカ・ラングレー(新劇場版:Q)

¥5,000 式波・アスカ・ラングレー テストスーツ

¥3,000 綾波レイ BMXトリックver.

¥8,000

¥3,000 ねんどろいど
綾波レイ エヴァンゲリオンレーシングver.

¥1,800

式波・アスカ・ラングレー エヴァンゲリオンレーシングver.

¥2,000

プライズ
¥2,500 HGフィギュア sideヴィレ アスカ

¥500

PMフィギュア アヤナミレイ(仮称)

¥700

¥2,000

PMフィギュア エヴァンゲリオンレーシング アスカ(2014年版衣装)

¥700

PMフィギュア エヴァンゲリオンレーシング アスカ(2015年版衣装)

¥1,000

式波・アスカ・ラングレー(新劇場版:破)

¥4,000 式波・アスカ・ラングレー テストスーツ(再販)

¥9,000 綾波レイ Loppi ver.(新劇場版:破)

¥4,000

惣流・アスカ・ラングレー プラグスーツver.

¥2,000 十字架のレイ

¥6,000 綾波レイ ゴスロリ ノワールver.

¥1,500 PMフィギュア 葛城艦長

¥500

渚カヲル

¥2,000 十字架のレイ Noir

¥7,000 綾波レイ ゴスロリ ブランver.

¥3,000 PMフィギュア カヲルスペシャル 渚カヲル 破ver.

¥500

渚カヲル 制服版

¥8,000 ドレスアスカ(再販)

¥8,000 綾波レイ シーサイドver.

¥5,000 PMフィギュア ゴジラ対エヴァンゲリオン アスカ

¥800

真希波・マリ・イラストリアス 制服版

¥2,500 夏服のアスカ 水玉ver.

¥2,000 綾波レイ パーティードレスver.

¥3,000 PMフィギュア ゴジラ対エヴァンゲリオン レイ

真希波・マリ・イラストリアス(新劇場版:Q)

¥4,000 八月の濡れたアヤナミ

¥2,700 綾波レイ 箱根浴衣ver.

¥5,000 PMフィギュア レイ×ロンギヌスの槍

真希波・マリ・イラストリアス(新劇場版:破)

¥3,000 アルカディア

WAVE

C:MO 綾波レイ

綾波レイ バレリーナstyle.
¥1,500 綾波レイ プラグスーツstyle.

¥2,500 プレミアムASUKAフィギュア Vol.2

¥800

¥2,000 プレミアムASUKAフィギュア Vol.2.5

¥700

BEACH QUEENS 綾波レイ

¥2,000 C:MO 式波・アスカ・ラングレー

BEACH QUEENS 綾波レイ コミックver.

¥3,000 アルター

BEACH QUEENS 惣流・アスカ・ラングレー コミックver.

¥3,000 綾波レイ(新劇場版)

¥6,000 綾波レイ メイド限定ver.

¥3,000 ホビージャパン

BEACH QUEENS レイ&アスカ コミックver.セット

¥5,000 綾波レイ(新世紀)

¥2,000 綾波レイ 浴衣ver.

¥2,100 式波・アスカ・ラングレー

¥1,800 綾波レイ プラグスーツver.

¥1,500 プレミアムKAWORUフィギュア

綾波レイ メイドver.

¥2,500 プレミアムRQフィギュア アスカ

BEACH QUEENS レイ&アスカ コミックver.セット パールカラー

¥4,000 式波・アスカ・ラングレー ジャージver.

¥4,000 葛城ミサト

¥3,000 マックスファクトリー

綾波レイ プラグスーツver.

¥1,500

¥4,000

¥2,500 真希波・マリ・イラストリアス

式波・アスカ・ラングレー テスト用プラグスーツver.

アヤナミレイ(仮称) プラグスーツver.

¥2,000 惣流・アスカ・ラングレー

式波・アスカ・ラングレー エプロンver.

¥2,000 一番くじ

式波・アスカ・ラングレー テスト用スーツver.

¥1,000 20th Anniversary A賞 綾波レイ

式波・アスカ・ラングレー プラグスーツver.

¥1,500

アイズプロジェクト

式波・アスカ・ラングレー テスト用プラグスーツver.

¥3,500 式波・アスカ・ラングレー プラグスーツver.
式波・アスカ・ラングレー:Q プラグスーツver.

¥500
¥1,300

¥7,000

¥4,500

¥2,000 メガハウス
¥5,000 渚カヲル

¥2,000

¥1,200 シンジ&カヲル 制服ver.

¥3,000 やまと

20th Anniversary ラストワン賞 アスカ ラストワンver.

¥1,200 惣流・アスカ・ラングレー サマービキニver.

¥2,500 CL#015 綾波レイ

¥8,000

EVARACING A賞 綾波レイ

¥1,500 惣流・アスカ・ラングレー バレリーナstyle.

¥2,000 CL#025 綾波レイ ver.2

¥5,000

piece of memories A賞 シンジ&ユイ シーンビネット

¥3,000 惣流・アスカ・ラングレー メイドver.

¥2,500 CL#026 惣流・アスカ・ラングレー

¥7,000
¥4,000

アスカ バスタオル・水着ver.

¥3,500

アスカ 水着ピンクver.

¥5,000 サードインパクト A賞 綾波レイ

¥1,500 惣流・アスカ・ラングレー メイド限定ver.

¥5,700 真希波・マリ・イラストリアス

アスカ 水着ホワイトver.

¥2,500 新劇場版:Q C賞 アヤナミレイ(仮称)

¥1,500 渚カヲル

¥2,600 リボルテック

¥1,500 新世紀 ミラーパネルフィギュア賞 アスカ

¥1,500 渚カヲル プラグスーツver.

¥2,200 綾波レイ Ver.2.0

綾波レイ ウィンタースペシャルver.

¥700
¥1,200

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

¥2,300

