ｶﾞﾙﾊﾟﾝ 西住まほ&逸見ｴﾘｶ

艦隊これくしょん 加賀

COBRA レディ

けいおん! 平沢唯 制服ver.

5,000円 買取 3,500円 買取 2,500円 買取 5,800円 買取
アイドルマスター

おそ松さん

プリンツ・オイゲン

我那覇響

¥1,000 松野一松

¥2,000 雪風

神崎蘭子

¥4,000 松野カラ松

¥1,000 GANTZ

渋谷凛

¥2,000 松野トド松

¥1,800 ex:ride ガンツバイク

渋谷凛 ジャージver.

¥2,000 俺の妹がこんなに可愛いわけがない

渋谷凛 シンデレラプロジェクトver.

¥2,500 新垣あやせ

¥1,500 逆転裁判

島村卯月 ジャージver.

¥2,000 黒猫

¥1,000 成歩堂龍一

島村卯月 シンデレラプロジェクトver.

¥3,000 高坂桐乃

¥1,000 ギャグ漫画日和

城ヶ崎美嘉

¥3,500 カードキャプターさくら

城ヶ崎美嘉 346プロダクションver.

¥3,500 木之本桜

¥3,800 逆境無頼カイジ

城ヶ崎莉嘉 シンデレラプロジェクトver.

¥2,500 木之本桜 制服ver.

¥3,000 伊藤カイジ

双葉杏

¥3,500 大道寺知世

¥3,000 究極超人あ～る

本田未央 ジャージver.

¥3,000 ガールズ&パンツァー

R・田中一郎

本田未央 シンデレラプロジェクトver.

¥2,000 あんこうチームセット

¥12,000 境界線上のホライゾン

蒼き鋼のアルペジオ

五十鈴華

レイカ

聖徳太子

¥2,500 本多・二代

¥3,500 コードギアス 反逆のルルーシュ
¥1,000 枢木スザク

¥1,500

COBRA THE SPACE PIRATE
¥4,000 クリスタル・ボーイ

¥1,500

¥3,000 コブラ

¥2,000

レディ

¥5,800

¥3,000 ゴルゴ13
ゴルゴ13

¥8,000

¥3,000 サイレントヒル2
バブルヘッドナース
¥3,000 レッドピラミッドシング

¥2,300
¥2,500

THEビッグ・オー
¥4,500 R・ドロシー・ウェインライト
ロジャー・スミス

¥3,000
¥2,000

¥2,000 実写系

イオナ

¥3,000 武部沙織

¥1,800 強殖装甲ガイバー

馬(白)

¥3,000

ヨタロウ

¥2,000 西住まほ&逸見エリカ セット

¥5,000 ガイバーⅠ

¥5,800 馬(茶)

¥4,800

¥1,500 ガイバーⅡF

¥2,000 江頭2:50

¥1,500

¥5,000 西住みほ 制服ver.

¥3,000 ガイバーⅡF 劇場版カラーver.

¥4,800 江頭2:50 白タイツver.

¥3,000

黒雪姫 学内アバターver.

¥3,000 冷泉麻子

¥3,500 巨神兵東京に現る

シルバー・クロウ

¥2,500 仮面ライダードラゴンナイト

巨神兵

ブラック・ロータス

¥4,000 仮面ライダーウイングナイト

¥1,800 ギルティクラウン

アクセル・ワールド

西住みほ

黒雪姫 Accel Assault ver.

アナと雪の女王

仮面ライダーストライク

エルサ

¥4,500 仮面ライダードラゴンナイト

一騎当千

喰霊-零-

呂蒙子明

¥1,400 諌山黄泉

犬夜叉

GUNSLINGER GIRL

日暮かごめ

¥7,000 ヘンリエッタ

宇宙の騎士テッカマンブレード

艦隊これくしょん

¥3,500 楪いのり
¥1,200 キルラキル
鬼龍院皐月
¥2,000 纏流子
GRAVITY DAZE
¥3,000 グラビティ・キトゥン
けいおん!

小暮謙三
¥1,500 小林可夢偉
テッド
¥5,000 ドアラ ビジターver.
ドアラ ホームver.

¥4,000
¥1,000
¥3,000
¥4,800
¥1,500

¥4,800 トラッキー ホームver.

¥2,000

¥6,500 バファローベル

¥3,000

バファローベル ビジターver.
¥3,000 ビリー・ヘリントン
ビリー・ヘリントン クリスマス&ニューイヤーver.

¥3,500
¥4,000
¥8,000

テッカマンエビル

¥1,000 赤城

¥1,800 琴吹紬 制服ver.(2次出荷)

¥1,200 ビリー・ヘリントン バースディver.

¥4,500

テッカマンブレード

¥2,000 天津風

¥2,500 平沢唯 制服ver.

¥2,500 ビリー・ヘリントン ハロウィンver.

¥5,000

うる星やつら

加賀

ラム

¥8,000 鹿島

エヴァンゲリヲン

北上

¥3,500 攻殻機動隊

フライボーイ・ゾンビ

¥2,000

¥7,000 草薙素子 S.A.C.ver.

¥5,800 ブルース・リー

¥1,000

¥1,200 草薙素子 新劇場版ver.

¥5,500 マイケル・ジャクソン スリラーver.

¥2,000

綾波レイ プラグスーツver.

¥2,500 島風

¥3,500 孤独のグルメ

式波・アスカ・ラングレー テストプラグスーツver.

¥3,500 長門

¥2,000 井の頭五郎 大盛りver.

¥4,500 レオニダス

¥2,500

真希波・マリ・イラストリアス 新型プラグスーツver.

¥1,200 吹雪 Animation ver.

¥2,000 井の頭五郎 並盛りver.

¥3,000 ロボコップ

¥4,000

ヨシヒコ なんだその髭はver.

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

¥4,500

ｾﾞﾙﾀﾞの伝説 ﾘﾝｸ ﾄﾜﾌﾟﾘDX 進撃の巨人 ｴﾚﾝ･ｲｪｰｶﾞｰ 進撃の巨人 ﾐｶｻ･ｱｯｶｰﾏﾝ

進撃の巨人 リヴァイ

3,000円 買取 4,000円 買取 3,800円 買取 4,000円 買取
サマーウォーズ

ストライクウィッチーズ

archetype:he

¥1,200 DOGDAYS

キング・カズマ

¥5,000 エイラ・イルマタル・ユーティライネン

¥1,500 archetype:he flesh color ver.

¥2,500 ミルヒオーレ・F・ビスコッティ

¥1,000

ラブマシーン

¥2,500 サーニャ・V・リトヴャク

¥1,000 archetype:she flesh color ver.

¥2,800 レオンミシェリ・ガレット・デ・ロワ

¥1,000

屍姫
星村眞姫那

坂本美緒
¥1,500 宮藤芳佳

シドニアの騎士
継衛

リネット・ビショップ
¥2,000 se・きらら

灼眼のシャナ
シャナ 炎髪ver.

神楽亜矢 モーニングコーヒーver.
¥1,000 志津野泉 制服ver.

シュタインズ・ゲート
岡部倫太郎

深雪真奈 制服ver.
¥2,500 ゼノサーガⅢ

¥2,300 それでも町は廻っている
¥1,200 嵐山歩鳥

ウィトルウィウス的人体図

¥3,000 ニンジャスレイヤー
¥2,000 バーチャファイター

¥1,500 考える人 石膏ver.

¥2,000 結城晶 2Pカラーver.

¥1,000 ダビデ像

¥2,000 這いよれ!ニャル子さん

天使像

¥2,500 ニャル子
¥2,000 初音ミク

¥2,500 KOS-MOS Ver.4

¥2,000 ミロのヴィーナス

¥3,000 T-elos

¥1,500 デュラララ!!

アルミン・アルレルト

忍殺 服部半蔵(戦国大戦)

¥3,000 考える人

牧瀬紅莉栖 白衣ver.

ゼルダの伝説

¥1,500 サツバツナイト

¥1,000 テーブル美術館

牧瀬紅莉栖

進撃の巨人

ニンジャスレイヤー

折原臨也

¥2,500
¥1,000
¥1,200

¥1,000

¥3,500

グッスマくじ2014春 B賞 初音ミク セーラー服ver.

¥2,300

¥3,000 ex:ride TT零13

¥2,800
¥1,000

¥4,800 ゼルダ トワイライトプリンセスver.

¥3,000 折原臨也 八面六臂ver.

¥4,000 ex:ride TT零13改

エレン・イェーガー

¥4,000 リンク 神々のトライフォース2ver.

¥1,500 セルティ・ストゥルルソン

¥3,000 KAITO

¥1,500

ミカサ・アッカーマン

¥3,800 リンク 神々のトライフォース2ver.DXエディション

¥3,000 平和島静雄

¥3,500 MEIKO

¥3,300

リヴァイ

¥4,000 リンク トワイライトプリンセスver.

¥3,000 テラフォーマーズ

リヴァイ お掃除ver.

¥3,800 リンク トワイライトプリンセスver.DXエディション

¥3,000 テラフォーマー

新・光神話 パルテナの鏡

リンク(スカイウォードソード)

ピット

¥4,000 戦姫絶唱シンフォギア

ブラックピット

¥5,800 風鳴翼

侵略!イカ娘
イカ娘

立花響
¥1,400 ソードアート・オンライン

翠星のガルガンティア
エイミー

アスナ
¥3,000 アスナ(再販)

すーぱーそに子

鏡音レン

¥1,800

¥4,000 初音ミク

¥2,000

¥2,300 天体戦士サンレッド
サンレッド

初音ミク2.0
¥1,500 雪ミク

¥3,000 とあるシリーズ
¥3,000 上条当麻
白井黒子

¥3,000
¥2,000

雪ミク Snow Owl ver.
¥1,500 雪ミク Twinkle Snow ver.

¥4,000
¥5,000

¥1,200 レーシングミク 2011ver.リターンズ

¥2,000

¥6,000 ミサカ

¥3,500 レーシングミク 2013ver.

¥5,800

¥5,500 御坂美琴

¥1,800 レーシングミク 2014ver.

¥6,000

キリト ALOver.

¥6,000 闘神都市

すーぱーそに子 虎パーカーver.

¥2,000 キリト GGOver.

¥4,800 瑞原葉月

すーぱーそに子 日焼けver.

¥6,000 シノン

¥4,000 東方Project

すーぱーそに子 水着ver.

¥3,500 ユウキ

¥9,000 十六夜咲夜

¥3,300 HUNTER×HUNTER

¥2,000 伊吹萃香

¥2,500 キルア=ゾルディック

¥6,000

¥2,500 クラピカ

¥2,000

¥3,000 ゴン=フリークス

¥9,000

涼宮ハルヒの憂鬱

リーファ

レーシングミク 初優勝記念ver.
¥1,500 レーシングミク2014 EV MIRAI ver.
レーシングミク2015 TeamUKYO応援ver.

朝比奈みくる 大人ver.

¥2,000 素体

朝比奈みくる 制服ver.

¥1,300 archetype next:he grey color ver.

¥4,000 射命丸文

涼宮ハルヒ 光陽園学院ver.

¥2,500 archetype next:she flesh color ver.

¥3,800 Dota2

涼宮ハルヒ チアガールver.

¥1,200 archetype next:she grey color ver.

¥4,500 アンチメイジ

¥3,500 宮子

涼宮ハルヒ 夏服ver.

¥1,000

¥2,000 ウィンドレンジャー

¥3,000

archetype next:she GSC 15th anniversary color ver.

霧雨魔理沙

¥2,800
¥3,000
¥3,000

ひだまりスケッチ
¥1,000

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

ラブライブ! 高海千歌

Fate セイバーオルタ

楽園追放 ｱﾝｼﾞｪﾗ･ﾊﾞﾙｻﾞｯｸ

まどかマギカ 巴マミ 制服

4,500円 買取 4,000円 買取 4,000円 買取 2,500円 買取
ビビッドレッド・オペレーション

デッドマスター TV ANIMATION ver.

一色あかね パレットスーツver.

¥1,500 ブラック★ロックシューター

ファイアーエンブレム 覚醒

ブラック★ロックシューター TV ANIMATION ver.

ルキナ

¥3,500 ブラックゴールドソー

ファイアボール

ブラックゴールドソー TV ANIMATION ver.

ドロッセル

¥3,000 ホワイトロックシューター

ドロッセル(チャーミング)

¥5,000 プラレス3四郎

Fate

桜姫(原作版) JPWAタッグトーナメントver.

ex:ride セイバー・モータード・キュイラッシェ

¥3,000 Free!

アーチャー

¥3,500 七瀬遙

アーチャー/ギルガメッシュ

¥7,000 ベルセルク

アイリスフィール・フォン・アインツベルン

¥3,500 ガッツ 狂戦士の甲冑ver.

衛宮切嗣

¥2,500 ガッツ 黒い剣士ver.

衛宮士郎 私服ver.

¥4,800 マブラヴ オルタネイティヴ

神原駿河

¥1,000

¥3,800 鑑純夏 強化装備ver.

¥1,500 千石撫子

¥1,500

¥6,000 クリスカ・ビャーチェノワ

¥1,000 戦場ヶ原ひたぎ

¥2,300

¥3,000 篁唯依

¥1,800 八九寺真宵

¥2,000

¥2,000 魔法少女まどか☆マギカ
¥3,800 悪魔ほむら
暁美ほむら
¥2,000 暁美ほむら 制服ver.
アルティメットまどか
¥5,000 鹿目まどか
鹿目まどか 制服ver.

¥1,000

¥2,000 遊戯王
¥2,500 ブラック・マジシャン・ガール

¥2,500

¥2,000 闇遊戯

¥3,000

¥2,000 弱虫ペダル
¥2,000 巻島裕介

¥3,000

¥1,200 らき☆すた
¥2,500 泉こなた 夏服ver.

¥1,000

¥9,000 佐倉杏子 制服ver.

¥2,000 泉こなた 冬服ver.

¥1,000

¥3,500 ガッツ 鷹の団ver.

¥9,000 巴マミ

¥2,000 柊つかさ 夏服ver.

¥1,200

キャスター

¥3,500 キャスカ

¥4,000 巴マミ 制服ver

¥2,500 楽園追放

シールダー/マシュ・キリエライト

¥8,000 グリフィス

¥7,000 美樹さやか 制服ver.

¥2,500 アンジェラ・バルザック

セイバー Zero ver.

¥3,000 フェムト

¥4,000 百江なぎさ

¥2,500 ラブプラス

セイバー 甲冑ver.

¥3,500 フェムト 闇の鷹誕生ver.

¥5,800 輪るピングドラム

セイバー 私服ver.

¥3,500 ペルソナシリーズ

セイバー ドレスver.

¥5,000 アイギス

¥1,200 未来少年コナン

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 アイギス The ULTIMATE ver.

¥2,000 コナン

セイバー・リリィ

¥2,000 天城雪子

¥1,800 名探偵コナン

セイバーエクストラ

¥3,500 結城理

¥4,000 figFIX 江戸川コナン&figma 犯人

セイバーオルタ

¥4,000 ラビリス ファミ通オリジナルカラー

¥2,500 名探偵ホームズ

セイバーブライド

¥6,000 僕のヒーローアカデミア

遠坂凛 2.0

¥2,500 緑谷出久

¥3,900 メタルギアソリッド

遠坂凛 私服ver.

¥2,000 MARVEL

ゴルルコビッチ兵

ライダー

¥6,000 アイアンマン・マーク21 ミダス

ブラック★ロックシューター

アイアンマン・マーク42

¥12,000 佐倉杏子

羽川翼

プリンセス・オブ・ザ・クリスタル

シャーロック・ホームズ

¥6,000 ソリッド・スネーク MGS2ver.
¥3,000 METROID Other M

小早川凛子
¥1,200 高嶺愛花

¥3,000 小泉花陽
高坂穂乃果

¥4,500

¥4,800 東條希
西木野真姫

¥6,800 矢澤にこ

¥3,800

ランス・クエスト

¥4,800 サムス・アラン ゼロスーツver.

¥1,000 リトルアーモリー

ストレングス

¥2,500 魔法騎士レイアース

ストレングス TV ANIMATION ver.

¥2,500 獅堂光

チャリオット TV ANIMATION ver.

¥4,500

阿良々木暦
¥2,800 阿良々木月火

フィギュア1点から買い取ります!

忍野忍

¥3,500
¥1,500

¥2,000 アイアンマン・マーク7

¥8,000 阿良々木火憐

¥4,000

¥4,000 南ことり

BRSB

¥2,000 ハルク

¥1,500

高海千歌

¥3,000 上杉謙信

黒衣マト 制服ver.

¥3,000

¥2,500

¥4,000 サムス・アラン

¥3,000 ＜物語＞シリーズ

¥2,000

¥2,000 園田海未

¥4,800 アイアンマン・マーク43

¥11,000 ソー

¥1,200

ラブライブ!

BRS2035

インセイン・ブラック★ロックシューター

¥4,000

朝戸未世

¥1,000

¥4,000

¥1,800 龍が如く
¥1,000 真島吾郎

¥3,800

¥1,800 ワンパンマン
¥1,500 サイタマ

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

