ｼｭｳﾞｧﾙﾂｪｽﾏｰｹﾝ ｱｲﾘｽﾃﾞｨｰﾅ ﾊﾞﾆｰ

一騎当千 孫策伯符 バニー IS セシリア･オルコット バニー IS ｾｼﾘｱ･ｵﾙｺｯﾄ ﾊﾞﾆｰ2nd

9,500円 買取 6,000円 買取 5,500円 買取 4,000円 買取
アイドルマスター

エクスブレイズ

アナスタシア 水着ver.

¥1,000 ノーバディ

如月千早 浴衣ver.

¥2,000 オオカミさんと七人の仲間たち

四条貴音 浴衣ver.

¥2,000 大神涼子

琴吹紬 バニーver.

関羽(愛紗)
¥1,000 関羽(愛紗) 限定ver.

島村卯月 水着ver.

¥2,000 オーバーロード

新田美波 水着ver.

¥1,000 アルベド

星井美希 浴衣ver.

¥2,000 お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねっ

あそびにいくヨ!
エリス 裸Yシャツver.
Another
見崎鳴 水着ver.
あなたの知らない看護婦

姫小路秋子
¥3,500 おねがい☆ティーチャー
風見みずほ
¥3,600 俺の妹がこんなに可愛いわけがない

呂布(恋)

ソニックダイバー 風神

¥3,600

¥7,200 ソニックダイバー 雷神

¥2,000

¥6,300 涼宮ハルヒの憂鬱
¥2,000 朝倉涼子 バニーver.

¥5,000 こどものじかん
宇佐美々 体操服ver.

¥3,000 鏡黒 体操服ver.
九重りん 体操服ver.

朝比奈みくる バニーver.

¥1,500

¥12,000 キョンの妹 バニーver.

¥1,500

¥2,000 涼宮ハルヒ バニーver.

¥9,000 この中に1人、妹がいる!
神凪雅

長門有希 バニーver.

¥6,500 国立凜香

¥1,500 間宮麻里絵

¥3,000 嵯峨良芽依

¥5,000 セガ・ハード・ガールズ

白鳥天音 ピンクver.

¥8,000 高坂桐乃 ゴスロリver.

¥2,500 鶴眞心乃枝

¥2,000 スケルトンセガサターン

高坂桐乃 メイドver.

¥1,000 天導愛菜

¥3,000 戦国ランス

貴月イチカ

¥3,000 高坂桐乃 浴衣ver.

¥4,000 水谷衣楠

¥2,500 上杉謙信

山乃檸檬

¥1,500 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる

関羽雲長 バニーver.

夏川真涼
¥11,000 春咲千和

関羽雲長 浴衣ver.

¥4,800 ガールズ&パンツァー

孫策伯符 バニーver.

¥6,000 秋山優花里 制服&あんこうスーツver.

呂蒙子明 バニーver.

¥5,000 秋山優花里 浴衣ver.

IS <インフィニット・ストラトス>

西住みほ 制服&あんこうスーツver.

凰鈴音 猫ver.

¥8,500 西住みほ 浴衣ver.

凰鈴音 バニーver.

¥6,000 艦隊これくしょん

更識楯無 バニーver.

¥6,000 伊168

篠ノ之箒 バニーver.

¥8,000 かんなぎ

これはゾンビですか? オブ・ザ・デッド
¥4,000 セラフィム バニーver.
¥2,300 ユークリウッド・ヘルサイズ バニーver.

アイリスディーナ・ベルンハルト バニーver.

¥6,000 ざんげちゃん

¥2,000 シュタインズ・ゲート

¥5,500 ナギ

¥2,500 椎名まゆり 浴衣ver.

セシリア・オルコット バニーver.2nd

¥4,000 ギャル看守リナちゃんのM男化性教育指導

ラウラ・ボーデヴィッヒ バニーver.

¥5,000 リナちゃん

ラウラ・ボーデヴィッヒ バニーver.2nd

¥8,000 GUILTY GEAR

ゼットン バニーver.
英雄*戦姫GOLD
パーシヴァル
エヴァンゲリヲン
渚カヲル

¥9,000 ラムレザル=ヴァレンタイン -Color No.8ギルティクラウン
¥13,000 楪いのり 浴衣ver.
けいおん!
¥3,500 秋山澪

シリカ
¥10,000 結城明日奈 浴衣ver.

牧瀬紅莉栖 浴衣ver.

イカロス バニーver.
¥3,000 ニンフ バニーver.

¥5,000

¥9,000
¥8,000
¥6,000

¥9,000
¥7,000
¥7,000

¥3,500

¥23,000

¥4,500 ダンタリアンの書架
ダリアン

¥3,500

¥5,000 天元突破グレンラガン
¥8,000 ヨーコ バニーver.

¥11,000 すーぱーそに子 浴衣ver.

¥2,500 電波女と青春男
¥4,500 藤和エリオ

¥11,000 すーぱーぽちゃ子 水着ver.

¥3,000

富士見鈴 浴衣ver.

¥1,000

¥3,000 綿抜フウリ 浴衣ver.

¥1,800

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか

¥4,000 ヘスティア

¥10,000 すーぱーそに子 バニーver.

すーぱーぽちゃ子 日焼け水着ver.

¥5,000

だから僕は、Hができない
¥9,500 リサラ・レストール Yシャツver.

¥8,000 すーぱーそに子
すーぱーそに子 サンタver.

¥9,000

そらのおとしもの
¥6,000 アストレア バニーver.

¥6,000 シュヴァルツェスマーケン

セシリア・オルコット バニーver.

ラムレザル=ヴァレンタイン

¥8,000 アスナ

¥2,100 ささみさん＠がんばらない
月読鎖々美 浴衣ver.

¥3,000

¥10,000 ソードアート・オンライン

¥3,500 さくら荘のペットな彼女
¥4,800 椎名ましろ 浴衣ver.

シャルロット・デュノア プードルver.

ウルトラ怪獣擬人化計画

戦姫

咲 -saki¥5,000 原村和 バニーver.

¥2,000

¥3,000 STARLESS

¥7,200 黒猫 浴衣ver.

一騎当千

¥6,000
¥7,000

¥19,800 喜緑江美里 バニーver.

白鳥天音

あの夏で待ってる

黒猫 メイドver.

¥3,500 スカイガールズ

¥3,600 恋姫無双

¥4,000

¥4,500

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!

¥1,500

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

ToLOVEる 金色の闇 ﾊﾞﾆｰ レーシングミク 2012ver.

ラブライブ! 矢澤にこ

ﾒｲﾄﾞさんとﾎﾞｲﾝ魂 黒木御影

9,500円 買取 2,000円 買取 3,000円 買取 7,000円 買取
とある科学の超電磁砲

鏡音錬

インデックス バニーver.

¥6,000 初音ミク SNOW MIKU

白井黒子 バニーver.

¥7,000 初音ミク 水着ver.

白井黒子 浴衣ver.

¥2,700 初音ミクV3

御坂美琴 バニーver.

¥8,500 初音未來

御坂美琴 浴衣ver.

¥4,500 巡音ルカ 水着ver.

ToHeart2

レーシングミク 2012ver.

¥6,000 プリパラ

魔法使いの夜

¥13,000 南みれぃ 水着ver.
¥2,000 BLAZBLUE
¥12,000 μ-No.12-

¥4,000

¥8,000 μ-No.12- ブラックver.

¥2,000 近衛スバル

¥2,000

¥2,000 ココノエ

¥5,000 鳴海ナクル

¥2,500

¥2,000 マコﾄ=ナナヤ

¥7,000 涼月奏

¥3,000

¥1,500 レーシングミク セパンver.

¥4,000 ペルソナシリーズ

向坂環 浴衣ver.

¥3,000 レーシングミク タイver.

¥3,800 アイギス 浴衣ver.

ノノ バニーver.
ToLOVEるダークネス

パパのいうことを聞きなさい!
¥5,000 小鳥遊空 水着ver.
小鳥遊ひな 水着ver.

古手川唯 浴衣ver.

¥5,500 小鳥遊美羽 水着ver.

金色の闇 バニーver.

¥9,500 PANDRA -白き欲望 黒の希望-

金色の闇 浴衣ver.

¥5,000 黒き触髪の巫女･レイリィ

モモ・ベリア・デビルーク 浴衣ver.
結城美柑 浴衣ver.
ニセコイ
桐崎千棘 バニーver.
ハイスクールD×D
塔城小猫 バニーver.

¥7,000 桜市子
紅葉

姫島朱乃 バニーver.

¥12,000 Fate

姫島朱乃 バニーver.(再販)

¥12,000 イリヤ 浴衣ver.

リアス・グレモリー

¥12,000 セイバー 浴衣ver.

リアス・グレモリー バニーver.

¥8,000 セイバーオルタ 浴衣ver.

リアス・グレモリー バニーver.(再販)

¥8,000 遠坂凛 浴衣ver.

はぐれ勇者の鬼畜美学
凰沢美兎 Yシャツver.
BASTARD!! -暗黒の破壊神-

間桐桜 浴衣ver.

イングリッド=バーンシュタイン セクシーver.

¥3,000 エリザベス=メイブリー Yシャツver.

カイ・ハーン

¥3,500 ガネッサ=ローランド セクシーver.

シーン・ハリ

¥3,200 サテライザー=エル=ブリジット Yシャツver.

鏡音鈴&鏡音錬(2体セット)
鏡音鈴

サテライザー=エル=ブリジット セクシーver.

¥1,500 黒木御影

¥7,000

¥3,000 めだかボックス
黒神めだか バニーver.

¥18,000

結城友奈

¥2,500

¥4,000 ゆゆ式

すばる
¥12,000 ボーダーブレイク
BBギャルズコレクション 4体セット
¥13,000 ヒルダ

野々原ゆずこ 水着ver.

¥3,000

¥4,000 ヨスガノソラ
¥4,000 春日野穹 体操服ver.

¥12,000

¥4,000 らき☆すた

フィオナ
¥3,000 魔弾の王と戦姫
¥2,500 エレオノーラ=ヴィルターリア バニーver.
魔法少女まどか☆マギカ

泉こなた 体操服ver.
¥11,000 岩崎みなみ 体操服ver.
小早川ゆたか 体操服ver.

¥5,000
¥4,000
¥5,400

¥3,500 暁美ほむら 浴衣ver.

¥2,000 高良みゆき 体操服ver.

¥3,500

鹿目まどか 浴衣ver.

¥1,000 田村ひより 体操服ver.

¥4,000

¥5,000 佐倉杏子 浴衣ver.

¥4,800 パトリシア=マーティン 体操服ver.

¥9,000

¥2,000 巴マミ 浴衣ver.

¥2,500 柊かがみ 体操服ver.

¥7,200

¥3,000 柊つかさ 体操服ver.

¥7,000

¥15,000 美樹さやか 浴衣ver.
¥7,000 魔法少女リリカルなのは
¥5,000 高町なのは バニーver.
高町なのは 浴衣ver.
¥5,000 高町なのは(Force)

楽園追放
¥3,000 アンジェラ・バルザック

¥12,500

¥1,500 ラブライブ!
¥4,000 小泉花陽

¥3,800

¥2,000 星空凛

¥3,500

¥5,000 フェイト・T・ハラオウン(Force)

¥8,000 矢澤にこ

¥3,000

¥4,000 フェイト・テスタロッサ 浴衣ver.

¥3,500 六花の勇者

¥3,600 フリージング

アーシェス・ネイ

初音ミク

¥9,000 放課後のプレアデス

¥4,000 プラスティック・メモリーズ
アイラ

メイドさんとボイン魂

¥8,000 結城友奈は勇者である

¥4,500 筒隠月子

¥5,000 ファントムオブキル
¥13,000 レーヴァテイン

ニャル子

¥5,400 変態王子と笑わない猫

貧乏神が!

姫島朱乃

這いよれ! ニャル子さん

リサ・シルバーマン

¥12,000 百機夜行
¥4,700 オリガ バニーver.

¥3,000

まよチキ!
¥2,500 宇佐美マサムネ

久寿川ささら

トップをねらえ!

¥1,600 久遠寺有珠

フェイト・T・ハラオウン バニーver.

¥9,000 八神はやて バニーver.
¥10,000 八神はやて 浴衣ver.
¥8,000 魔法戦争

¥5,000 サテライザー=エル=ブリジット ダメージver.

¥6,000 四条桃花

¥8,000 ラナ=リンチェン セクシーver.

¥3,500

¥2,500 フレミー・スピッドロウ

¥6,000

¥2,000 ロボティクス・ノーツ
瀬乃宮あき穂 ネコミミもーどver.

¥1,500

¥7,000 我が家のお稲荷さま。

フィギュア1点から買い取ります!

天狐空幻

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

¥8,000

