
¥2,500 買取 ¥3,000 買取

¥1,000 買取 ¥1,000 買取

¥2,000 買取 ¥1,000 買取

¥2,000 買取 ¥1,200 買取

¥1,500 買取 ¥1,000 買取

¥2,000 買取 ¥700 買取

¥4,000 買取 ¥700 買取

¥1,500 買取 ¥700 買取

¥2,000 買取 ¥700 買取

¥4,000 買取 ¥1,200 買取

¥800 買取 ¥1,300 買取

¥1,200 買取 ¥1,200 買取

¥800 買取 ¥500 買取

¥1,000 買取 ¥1,500 買取

¥1,500 買取 ¥800 買取

¥700 買取 ¥500 買取

¥2,500 買取 ¥1,000 買取

¥1,000 買取 ¥1,300 買取

¥2,000 買取 ¥1,000 買取

¥1,000 買取 ¥1,000 買取

¥2,000 買取 ¥800 買取

¥1,000 買取 ¥2,000 買取

¥1,500 買取 ¥5,500 買取

¥1,800 買取 ¥500 買取

¥500 買取 ¥500 買取

2,500円買取 2,000円買取 2,000円買取 5,500円買取
figma 綾波レイ プラグスーツver./新劇場版:破 ROBOT魂 エヴァンゲリオン弐号機 コトブキヤ 1/6 葛城ミサト/新劇場版 リボルテック No.EX 新劇場版エヴァ コレクターズ BOX

買取価格

アルター 1/7 式波・アスカ・ラングレー ジャージver. ROBOT魂 エヴァンゲリオン零号機（改） コトブキヤ 1/8 綾波レイ 箱根浴衣ver./新劇場版 REAL ACTION HEROES 渚カヲル/新劇場版:破

4,000円買取 4,000円買取 3,000円買取 2,000円買取

figma 綾波レイ プラグスーツver./新劇場版:破 コトブキヤ 1/8 綾波レイ 箱根浴衣ver./新劇場版

figma 式波・アスカ・ラングレー テストプラグスーツver./新劇場版:破 魂SPEC エヴァンゲリオン零号機（新劇場版）

シリーズ/メーカー タイトル 買取価格 シリーズ/メーカー タイトル

ROBOT魂 エヴァンゲリオン弐号機 機獣化第2形態 (ザ・ビースト) プライズ PMフィギュア tentative name:Rei Ayanami

ROBOT魂 エヴァンゲリオン弐号機 プライズ PMフィギュア アヤナミレイ(仮称)

REAL ACTION HEROES 渚カヲル/新劇場版:破 トイズワークス 1/7 惣流・アスカ・ラングレー（黄ワンピ/電撃フィギュアマガジン誌上通販）

ROBOT魂 エヴァンゲリオン3号機 ネクスエッジスタイル エヴァンゲリオン零号機(改)/零号機+ESVシールド

アルター 1/5 惣流・アスカ・ラングレー(プラグスーツ) プライズ PMフィギュア ゴジラ対エヴァンゲリオン レイ

アルター 1/7 式波・アスカ・ラングレー ジャージver. プライズ PMフィギュア レイ×ロンギヌスの槍

ROBOT魂 エヴァンゲリオン零号機（改） プライズ PMフィギュア エヴァンゲリオンレーシング アスカ

アイズプロジェクト 1/4 綾波レイ プラグスーツver. プライズ PMフィギュア エヴァンゲリオンレーシング レイ

一番くじ サードインパクト A賞 綾波レイ プライズ プレミアム制服フィギュア アスカ/2017年版

一番くじ セカンドインパクト A賞 綾波レイ リボルテック No.04 エヴァンゲリオン初号機

一番くじ 20th anniversary ラストワン賞 式波・アスカ・ラングレー ラストワンver. プライズ エヴァンゲリオンレーシング プレミアムRQフィギュア アスカ

一番くじ PROJECT EVA RACING B賞 式波・アスカ・ラングレー エヴァレーシングver. プライズ プレミアムASUKAフィギュア 帽子Ver.

一番くじ ミラーパネルフィギュア賞 綾波レイ リボルテック No.28 エヴァンゲリオン初号機 F型装備

一番くじ 新劇場版：Q ラストワン賞 渚カヲル ラストワンver. リボルテック No.32 新劇場版エヴァンゲリオン初号機

一番くじ セカンドインパクト A賞 綾波レイ ローソン限定カラー リボルテック No.11 エヴァンゲリオン零号機改

一番くじ セカンドインパクト B賞 式波・アスカ・ラングレー リボルテック No.26 エヴァンゲリオン量産機 武器Ver.

コトブキヤ 1/6 葛城ミサト/新劇場版 リボルテック No.77 劇中カラー版エヴァンゲリオン仮設5号機

コトブキヤ 1/6 式波・アスカ・ラングレー テスト用プラグスーツver./新劇場版 リボルテック No.108 Evangelion Evolution エヴァンゲリオン Mark.06

クレイズ 1/8 綾波レイ/新劇場版:破 リボルテック No.68 新劇場版エヴァンゲリオン弐号機 Ver.2.0

コトブキヤ 1/6 綾波レイ プラグスーツver./新劇場版 リボルテック No.69 新劇場版エヴァンゲリオン仮設5号機

コトブキヤ 1/7 惣流・アスカ・ラングレー ゴスロリver. リボルテック 真希波・マリ・イラストリアス 旧型プラグスーツ

 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・中野店

コトブキヤ 1/7 綾波レイ バレリーナstyle. リボルテック No.EX 新劇場版エヴァ コレクターズ BOX

コトブキヤ 1/7 式波・アスカ・ラングレー プラグスーツstyle./新劇場版 リボルテック エヴァンゲリオン零号機改 新劇場版:破 セブンイレブン限定


