ANIPLEX+ セイバー 晴着 ｱﾙﾀｰ ｾｲﾊﾞｰ/ｱﾙﾄﾘｱｵﾙﾀ ﾄﾞﾚｽ PLUM ランサー/スカサハ

一番くじ TYPEMOON10周年 A賞 ｾｲﾊﾞｰ

13,000円 買取 14,000円 買取 15,000円 買取 3,500円 買取
ANIPLEX+

セイバー ドレスver.

¥5,000 BEACH QUEENS キャスター

¥4,500 セイバー&アイリスフィール

セイバー/アルトリア・ペンドラゴン[リリィ] 第三再臨ver.

¥6,000 BEACH QUEENS セイバー Zero ver.(再販)

¥2,000

¥1,500

きゃらふぉるむ+ シールダー/マシュ・キリエライト

¥3,000

きゃらふぉるむ+ セイバー 10thロイヤルドレスver.

¥2,000 セイバーエクストラ

¥3,500 BEACH QUEENS セイバー・リリィ

¥2,000 セイバー・リリィ

¥4,000

きゃらふぉるむ+ セイバー 和服ver.

¥2,500 セイバーオルタ

¥4,000 BEACH QUEENS 遠坂凛

¥1,500 セイバーエクストラ 水着ver.

¥7,000

きゃらふぉるむ+ セイバー/アルトリア・ペンドラゴン

¥3,000 セイバーブライド

¥6,000 BEACH QUEENS 間桐桜

¥1,000 セイバーオルタ 水着ver.

きゃらふぉるむ+ 遠坂凛 和服ver.

¥2,500 遠坂凛 2.0

¥2,500

きゃらふぉるむ+ ルーラー/ジャンヌ・ダルク

¥5,000 遠坂凛 私服ver.

¥2,000 ランジェリースタイル セイバー

¥3,500 遠坂凛 水着ver.

¥3,500

¥3,000 ヒロインX

¥6,500

ランジェリースタイル セイバー スペシャルプレミアムエディション

セイバー/アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] ドレスver.

¥15,000 遠坂凛 Summer ver.

¥14,000

¥11,000
¥2,300

シールダー/マシュ・キリエライト

¥12,000 ライダー

¥6,000 ランジェリースタイル セイバー・リリィ

セイバー 10thロイヤルドレスver.

¥25,000 FREEing

ランジェリースタイル セイバーエクストラ

¥3,000 マスターアルトリア

¥9,500

セイバー 晴着ver.

¥13,000 イリヤ 浴衣ver.

¥5,000 ランジェリースタイル セイバーオルタ

¥4,000 間桐桜 戦闘服ver.

¥2,000

セイバー(Zero)

¥7,000 セイバーオルタ 浴衣ver.

セイバー/アルトリア・ペンドラゴン 豪華版
セイバー/アルトリア・ペンドラゴン 通常版

遠坂凛 アーチャーコスチュームver.

ebcraft

¥19,000 遠坂凛 浴衣ver.
¥11,000 間桐桜 浴衣ver.
¥8,000 Gift
セイバー 限定ver.

¥15,000 ワンピーススタイル プレミアムセット
¥7,000 ワンピーススタイル セイバー

¥5,800 ライダー 水着ver.

¥5,000 ワンピーススタイル 遠坂凛

¥5,500 アルファマックス

ワンピーススタイル 間桐桜

¥4,500 セイバー・リリィ

¥2,000 セイバー Last Episode

アーチャー

¥3,000 セイバーエクストラ

¥2,000 セイバー パジャマver.

セイバー EXver.

¥1,000 間桐桜 マキリの杯

セイバーオルタ

¥1,000 PLUM

遠坂凛

¥1,500 キャスター/メディア・リリィ

¥5,000 アクアマリン

ライダー

¥7,000 セイバー 妄想メイドver.

¥3,500 "赤"のセイバー -モードレッド-

ランサー/スカサハ

¥5,500 セイバー ワンピースver.

¥3,000 WING

Hyper Fate Collection アーチャー

figma

¥16,000 間桐桜 水着ver.

¥15,000 イリヤ ビーストstyle

ex:ride セイバー・モータード・キュイラッシェ

¥3,000 RAH

アーチャー

¥3,500 アーチャー

アーチャー/ギルガメッシュ

¥7,000 セイバー スーツver.

¥17,000 アーチャー

アイリスフィール・フォン・アインツベルン

¥3,500 セイバー・ブライド

衛宮切嗣

¥2,500 セイバー・リリィ

衛宮士郎 私服ver.

¥3,500 セイバーエクストラ

キャスター

セイバー/沖田総司

¥1,500

¥6,000

セイバー(EXTRA CCC)

¥4,000

¥14,000 セイバー(EXTRA CCC) イベント限定ver.

¥6,000

¥4,000 一番くじ

¥13,500 アーマーガールズプロジェクト
セイバー/アルトリア・ペンドラゴン&変幻せし｢約束された勝利の剣」

¥2,500

¥6,000

staynightUBW E賞 ランサー きゅんキャラ

¥2,000

staynightUBW ラストワン賞 セイバー SPver.きゅんキャラ

¥1,500

TYPE-MOON10周年 A賞 セイバー

¥3,500

¥6,000 ZeroPART1 A賞 ライダー

¥3,000

¥6,000 ZeroPART1 C賞 アーチャー

¥3,500

¥10,000 ZeroPART2 S賞 セイバー スペシャルver.

¥7,000 アルター

¥3,500

ZeroPART2 A賞 セイバー

¥4,000

¥12,000 ZeroPART2 B賞 衛宮切嗣

¥1,500

¥13,000 イリヤ 水着ver.

¥1,100 ZeroPART2 C賞 ランサー

¥3,000

¥13,000 カレン・オルテンシア

¥1,500 きゅんキャラZero1 B賞 セイバー

¥1,200

¥6,000 黒セイバー ドレスver.

¥1,000 きゅんキャラZero2 A賞 ライダーセット

¥2,000

¥3,500 セイバーオルタ

¥6,000 黒セイバー もきゅもきゅver.

¥3,000 セイバーSP A賞 セイバー 騎士王

¥4,000

シールダー/マシュ・キリエライト

¥8,000 遠坂凛

¥5,000 セイバー Summer ver.

¥2,500 セイバーSP B賞 セイバーオルタ

¥3,500

セイバー 2.0

¥3,000 間桐桜

¥6,500 セイバーSP D賞 マスターアルトリア

¥1,500

セイバー Zero ver.

¥3,000 WAVE

セイバー 水着ver.

¥1,500

¥3,000

セイバー 甲冑ver.

¥3,500 BEACH QUEENS イリヤ

¥5,500 セイバー メイドver.

¥3,500

セイバー 私服ver.

¥3,500 BEACH QUEENS イリヤ ビージェイSPver.

¥8,000 セイバー メイドver.R

¥5,000

¥12,000 セイバー ドレスコード

セイバーSP ラストワン賞 セイバー 騎士王 ラストワンver.

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

ねんどろいど キャスター

GSC ｾｲﾊﾞｰ&ｾｲﾊﾞｰﾓｰﾀｰﾄﾞｷｭｲﾗｯｼｪ GSC ｾｲﾊﾞｰﾘﾘｨ全て遠き理想郷(再販)

ねんどろいど セイバー・リリィ

3,500円 買取 13,000円 買取 2,000円 買取 2,500円 買取
エグゾースト

セイバー(EXTRA CCC)

セイバー 着せ替えフィギュア

¥1,000 セイバー(stay night)

海洋堂

遠坂凛

BOME COLLECTION セイバー

¥1,500 遠坂凛 水着ver.

BOME COLLECTION 遠坂凛

¥1,200 コトブキヤ

グッドスマイルカンパニー

アサシン/謎のヒロインX

カレン・オルテンシア プロローグver.

¥2,000 騎士王 セイバー

桜セイバー

¥12,000 セイバー

セイバー 休日ver.

¥2,500 セイバー 水着ver.

セイバー -約束された勝利の剣-

¥9,000 セイバー・エクストラ

セイバー&セイバー・モータード・キュイラッシェ

¥13,000 間桐桜 ヴァケーションver.

セイバー&セイバー・モータード・キュイラッシェ(再販)

¥6,500 キューポッシュ セイバー

セイバー(stay night)

¥2,000 双翼社

セイバー・ブライド

¥12,000 セイバー・ブライド

セイバー・リリィ -勝利すべき黄金の剣-

¥2,000 マスターフィギュア イリヤスフィール

¥1,800

¥4,000 へたれセイバー 限定ver.

¥1,200 プリズマイリヤ イリヤ Wieder

¥1,800

¥1,000 へたれセイバーオルタ

¥1,800 プリズマイリヤ クロ

¥2,500

¥1,000 やさぐれ凛

¥1,800 プルクラ

ライダー
¥7,000 ルーラー/ジャンヌ・ダルク

セイバー・リリィ -全て遠き理想郷-

¥8,000 セイバー リアルアレンジ003
¥2,000 ねんどろいど

セイバーエクストラ

¥9,000 アーチャー スーパームーバブル・エディション
¥15,000 衛宮士郎

¥1,500 ライダー/牛若丸

キャスター 私服ver.

¥1,000 超合金 アーチャー

¥4,000 セイバー 深紅の現代衣装

¥3,300 超合金 セイバー

¥5,500 ブロッコリー

¥11,000 ファットカンパニー
¥2,500 キャスター(EXTRA CCC)
¥1,000 キャスター(EXTRA)
キャスター(EXTRA)(再販)
¥7,000 ジャック・ザ・リッパー
プリズマ☆イリヤ アニメver.

イリヤ ザ・ビーストver.

¥2,000 DXFサーヴァントフィギュアvol.1 ランサー

¥8,000
¥5,500

¥17,000

¥1,400 キャスター

¥9,000

¥6,000 キャスター あみあみ限定版

¥8,500

¥6,000 ベルファイン
¥16,000 セイバー 白ドレスver.

¥6,500

¥6,500 ペンギンパレード

¥25,000 プライズ
DXFサーヴァントフィギュアvol.1 セイバー

¥5,000

¥4,500 フレア

¥8,000 バンダイ

¥3,500 ダイキ工業

セイバー・リリィ -全て遠き理想郷-(再販)

セイバーオルタ hukeコラボパッケージ

¥7,000 へたれセイバー

ぺたん娘 遠坂凛

¥1,500

¥1,500 ホビージャパン
¥700 イリヤスフィール・フォン・アインツベルン

¥9,000

¥2,000 DXFサーヴァントフィギュアvol.2 アーチャー

¥1,400 クロエ・フォン・アインツベルン

¥7,000

¥1,800 女子高生セイバー

¥1,000

セイバーオルタ -卑王鉄槌-

¥6,800 キャスター

¥3,500 DXFサーヴァントフィギュアvol.3 ライダー

遠坂凛(stay night)

¥2,500 ギルガメッシュ

¥2,500 DXFサーヴァントフィギュアvol.4 セイバー

¥2,500 マックスファクトリー

遠坂凛 妄想・貴らかなメイド編

¥1,000 ぐだ子

¥6,500 PMフィギュア BB

¥3,000 衛宮切嗣/Zero

¥1,500

風雲!イリヤ城セット 限定版

¥2,500 シールダー/マシュ・キリエライト

¥3,500 PMフィギュア キャスター(EXTRA CCC)

¥2,500 衛宮切嗣/Zero リファインver.

¥3,500

魔法少女凛

¥2,000 セイバー 10th ANNIVERSARY ver.

¥6,000 PMフィギュア セイバー(EXTRA CCC)

¥1,000 セイバー/Zero

¥1,500

ライダー 妄想・慎ましきメイド編

¥2,500 セイバー Zero ver.

¥4,000 PMフィギュア セイバーオルタ

¥2,500 セイバー/Zero リファインver.

¥2,500

グリフォンエンタープライズ
カレン・オルテンシア

セイバー コンプリートファイル・エディション

¥1,500 セイバー スーパームーバブル・エディション

セイバー 水着ver.

¥2,000 セイバー&遠坂凛 応援ver.

セイバー・オルタ

¥1,500 セイバー/アルトリア・ペンドラゴン

¥2,500 SPMフィギュア アサシン/謎のヒロインX

¥900 みんなのくじ

¥4,000 SPMフィギュア セイバー/沖田総司

¥1,000

¥2,000 SQフィギュア セイバー staynight ver.

¥2,500 ムービック

¥11,000 SQフィギュア セイバー Zero ver.

プリズマイリヤ2wei ラストゲット賞 イリヤ パールカラーver.

¥2,500

¥1,500 セイバーオルタ

¥7,000
¥8,000

間桐桜 制服ver.

¥3,000 セイバー・リリィ

¥2,500 SQフィギュア セイバー(staynightUBW)

¥2,300 セイバーオルタ(再販)

間桐桜 水着ver.

¥3,000 セイバーエクストラ

¥5,000 SQフィギュア 遠坂凛

¥1,500 メガハウス

でぃふぉるメイト ライダー

¥2,500

セイバーオルタ スーパームーバブル・エディション

¥3,500 カレイドフィギュア 美遊

¥1,200 M.M.S.コレクション ライダー

¥5,000

セイバーブライド

¥4,000

サーヴァントフィギュア アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク[オルタ]

¥1,500 M.M.S.コレクション ランサー

¥7,000

黒セイバー 水着ver.

¥2,000 セイバーライオン

¥1,500

サーヴァントフィギュア セイバー/アルトリア・ペンドラゴン

¥1,300 メディコム・トイ

セイバー 戦闘ver.

¥6,500 遠坂凛

¥4,500

サーヴァントフィギュア ルーラー/ジャンヌ・ダルク

¥1,800 ルーラー/ジャンヌ・ダルク

セイバー メイドver.

¥1,000 へたれ桜

¥1,000 マジカルビーチフィギュア イリヤ

クレイズ

¥1,800

フィギュア1点から買い取ります!

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

¥6,000

