
造形天下一武道会7-4　孫悟空/通常カラー ¥1,300 造形王頂上決戦6-4　ジンベエ/原型カラー ¥1,400

★買取価格は相場・状態・在庫数・再販情報により、毎日変動します。　★買取価格は作成時の価格です。価格を保障するものではございませんので予めご了承下さい。

造形天下一武道会7-3　ブロリー/通常カラー ¥1,400 造形王頂上決戦6-3　ルフィ/原型カラー ¥1,200

造形天下一武道会7-3　ブロリー/原型カラー ¥1,400 造形王頂上決戦6-4　ジンベエ/通常カラー ¥1,400

造形天下一武道会7-1　孫悟飯/通常カラー ¥600 造形王頂上決戦6-1　ドフラミンゴ/通常カラー ¥1,200

造形天下一武道会7-2　ミスターサタン/原型カラー ¥900 造形王頂上決戦6-3　ルフィ/通常カラー ¥1,200

フリューPMフィギュア　博麗霊夢 ¥400 KING OF ARTIST　ゾロ ¥1,300

ドラゴンボール THE NAKED 2017 ONE PIECE BODY CALENDAR⑤　ルフィ/赤 ¥500

東方project GRANDLINE SERIES　VINSMOKE FAMILY①　サンジ ¥1,000

PMフィギュア　博麗霊夢 ¥400 GRANDLINE SERIES　VINSMOKE FAMILY①　ヨンジ ¥1,200

珍遊記 GLITTER&GLAMOURS　ハンコック/SPECIAL黒 ¥1,200

今のはいたかった・・・　山田太郎 ¥700 GLITTER&GLAMOURS　ハンコック/SPECIAL白 ¥1,000

SQフィギュア　アスナ/黒〈オーディナルスケール〉 ¥900 MONO MADONNA Ⅰ　峰不二子 ¥1,000

SQフィギュア　アスナ/通常カラー〈オーディナルスケール〉 ¥1,000 ワンピース

ソードアート・オンライン PMフィギュア　ラム ¥600

PMフィギュア　キリト〈オーディナルスケール〉 ¥1,000 ルパン三世

SSSコンセプトフィギュア　そに子/ハッピーイースター ¥500 SSSフィギュア　松浦果南 ¥800

すーぱーそに子 ぬーどるストッパーフィギュア ボーダー ¥700 Re：ゼロから始める異世界生活

PMフィギュア　アクア ¥1,500 SPMフィギュア　桜内梨子/青空JumpingHeart ¥800

すーぱーそに子 SQフィギュア　津島善子 ¥500

PMフィギュア　チノ ¥300 ラブライブ!サンシャイン!!

この素晴らしい世界に祝福を！ SPMフィギュア　高海千歌/青空JumpingHeart ¥800

ナルメア/タイトー ¥700 名探偵コナン

ご注文はうさぎですか？？ PMフィギュア 江戸川コナン/小さくなった名探偵 ¥900

DXFフィギュア　三日月・オーガス ¥600 マーベル・ユニバース

グランブルーファンタジー CREATOR×CREATOR　スパイダーマン/特別カラー ¥500

時津風/準備中 ¥800 SPMフィギュア　ネロ・クラウディウス〈Fate/EXTELLA〉 ¥1,300

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ サーヴァントフィギュア　ランサー/スカサハ<Grand order> ¥1,300

SPMフィギュア　那智改二 ¥900 SPMフィギュア　アサシン/謎のヒロインX〈Grand Order〉 ¥900

鹿島/教育中 ¥500 SPMフィギュア　玉藻の前〈Fate/EXTELLA〉 ¥1,400

PMフィギュア　雷〈劇場版〉 ¥800 BREAK TIME FIGURE　セーラーマーズ ¥1,000

SPMフィギュア 照月 ¥1,000 Fateシリーズ

DXFフィギュアSPセレクションvol.1仮面ライダーオーズ ¥900 美少女戦士セーラームーン

艦隊これくしょん BREAK TIME FIGURE　セーラーマーキュリー ¥400

仮面ライダー 初音ミク

DXFフィギュアSPセレクションvol.1仮面ライダーエグゼイド ¥900 SPMフィギュア 初音ミク/わがまま工場長 ¥800

劇場版 大洗コラボレーションフィギュア 武部沙織 ¥800 パズル＆ドラゴンズ

劇場版 大洗コラボレーションフィギュア 冷泉麻子 ¥600 DXフィギュア vol.1 星刻の時龍契士・ミル ¥400

SPフィギュア　木之本桜/さくらｶｰﾄﾞ編 ¥500 〈超〉soulXsoul　トランクス ¥500

ガールズ＆パンツァー 〈超〉soulXsoul　ブラックゴクウ ¥400

松にも衣装⑤　カラ松/赤 ¥500 〈超〉SUPER WARRIORS③　ゴクウブラック/超サイヤ人ロゼ ¥1,200

カードキャプターさくら 〈超〉SUPER WARRIORS③　超サイヤ人ベジット/超サイヤ人ゴッド ¥1,200

松にも衣装④　カラ松/青 ¥2,000 〈超〉MEGA WCF　タイムマシーン ¥900

松にも衣装④　チョロ松/赤 ¥500 〈超〉SUPER WARRIORS②　トランクス ¥1,000

PM制服フィギュア　アスカ〈新劇場版〉 ¥800 〈Z〉DXF いまのは いたかった・・・　フリーザ ¥1,000

おそ松さん 〈Z〉ふらふらフィギュア　フリーザ/ピンク ¥400

タイトル/商品名 買取価格 タイトル/商品名 買取価格

エヴァンゲリオン 造形天下一武道会7-4　孫悟空/通常カラー ¥1,300



買取価格 買取価格 買取価格
¥300 ¥2,500

¥1,500 ¥1,500
¥700

¥700 ¥700
¥300

¥1,500 ¥400 ¥200
¥800 ¥200
¥300 ¥1,500 ¥800

¥1,000
¥1,200 ¥2,500 ¥1,800
¥1,500 ¥1,400
¥400 ¥3,000 ¥1,000

¥1,500 ¥1,500 ¥2,300
¥300 ¥1,800
¥500 ¥1,000 ¥1,000

¥1,100 ¥500 ¥2,000
¥900 ¥500 ¥1,000
¥900 ¥2,000

¥1,200 ¥2,000
¥300 ¥1,500 ¥1,500

¥1,800 ¥1,800
¥500 ¥1,500 ¥2,000
¥600 ¥1,200 ¥500
¥800 ¥1,200 ¥800
¥800 ¥900
¥400 ¥1,500 ¥900

¥300 ¥1,400
¥400 ¥700 ¥1,400
¥900 ¥700 ¥1,300
¥900 ¥700 ¥1,300

¥1,800
¥800 ¥1,500 ¥700
¥500 ¥1,500 ¥1,500
¥800 ¥1,000 ¥1,300
¥500 ¥1,000 ¥1,300
¥700 ¥1,000 ¥1,800
¥800 ¥600 ¥400
¥900 ¥1,500 ¥400
¥800 ¥1,000 ¥1,800
¥900 ¥1,500 ¥1,000
¥300 ¥2,500 ¥2,300
¥300 ¥1,500 ¥2,000
¥300 ¥1,000 ¥2,500
¥700 ¥1,800 ¥1,500
¥800 ¥1,500 ¥1,400
¥700 ¥1,500 ¥1,500

¥800 ¥1,800
¥500 ¥700 ¥2,000

¥1,300 ¥400
¥3,000 ¥1,000 ¥900

¥2,000 ¥700
¥300 ¥2,300 ¥1,200
¥500 ¥1,200

¥700 ¥1,200
¥700 ¥200 ¥400

¥2,000 ¥500
¥500 ¥400

¥1,500 ¥2,000
¥1,800 ¥600 ¥1,800

〈改〉マスタースターズピース　ベジット
〈改〉Fighting Combination①　ベジータ

ToLAVEる

〈超〉SUPER WARRIORS③　ゴクウブラック/超サイヤ人ロゼ

〈超〉SUPER WARRIORS③　超サイヤ人ベジット/超サイヤ人ゴッド

〈超〉soulXsoul　孫悟空 
〈超〉soulXsoul　トランクス
〈超〉soulXsoul　ブラックゴクウ

〈超〉マスタースターズピース　ベジータ
〈超〉MEGA WCF　超神龍
〈超〉MEGA WCF　タイムマシーン
〈超〉SUPER WARRIORS②　トランクス
〈超〉SUPER WARRIORS②　ブラックゴクウ

〈Z〉マスタースターズピース　ベジータ
〈Z〉マスタースターズピース　孫悟飯/SPカラー

〈Z〉亀仙流伝承奥義超かめはめ波!!!! 　孫悟空

〈超〉マスタースターズピース　孫悟空
〈超〉マスタースターズピース　フリーザ

〈Z〉ふらふらフィギュア　フリーザ/ピンク
マスタースターズピース　孫悟飯
マスタースターズピース　超サイヤ人孫悟空/彩色天下一武道会

〈Z〉マスタースターズピース　孫悟空/復活の「F」

〈Z〉マスタースターズピース　超サイヤ人孫悟空

〈Z〉Resolution of Soldiers①　孫悟空/通常カラー

〈Z〉Resolution of Soldiers⑥　孫悟飯/通常ｶﾗｰ

〈Z〉Resolution of Soldiers⑥　孫悟飯/黒

〈Z〉超造集 復活の「F」①　孫悟空
〈Z〉ふらふらフィギュア　フリーザ/白

造形天下一武道会7-3　ブロリー/原型カラー

造形天下一武道会7-4　孫悟空/通常カラー

造形天下一武道会7-4　孫悟空/通常カラー

〈Z〉DRAMATIC SHOWCASE 1-1　孫悟飯

〈Z〉DXF いまのは いたかった・・・　フリーザ

造形天下一武道会7-1　孫悟飯/通常カラー

造形天下一武道会7-1　孫悟飯/原型カラー

造形天下一武道会7-2　ミスターサタン/原型カラー

造形天下一武道会7-2　ミスターサタン/通常カラー

造形天下一武道会7-3　ブロリー/通常カラー

造形天下一武道会 4-7　ブルマ
造形天下一武道会 5-1　孫悟空
造形天下一武道会 5-2　バーダック
造形天下一武道会 5-4　ラディッツ
造形天下一武道会5 SP　孫悟空/超サイヤ人ゴッド

造形天下一武道会 3-2　魔人ブウ
造形天下一武道会 3-3　亀仙人
造形天下一武道会 4-1　ランチ
造形天下一武道会 4-4　超サイヤ人孫悟空

造形天下一武道会 4-5　トランクス

今のはいたかった・・・　山田太郎
ディズニー

Qposket　アリエル/原色カラー
デート・ア・ライブ

GGO SPフィギュア　シノン
PMフィギュア　アスナ
PMフィギュア　アスナ〈オーディナル・スケール〉

PMフィギュア　キリト〈オーディナルスケール〉

立体機動SPフィギュア　リヴァイ
立体機動SPフィギュア　ミカサ

すーぱーそに子
SQフィギュア　そに子/きゃんぱすらいふ
SSSコンセプトフィギュア　そに子/ハッピーイースター

進撃の巨人
DXFフィギュア　リヴァイ/お掃除
PMフィギュア　ミカサ・アッカーマン
マスタースターズピース　リヴァイ
立体機動SPフィギュア　エレン

牧瀬紅莉栖/タイトー

時崎狂三/タイトー
夜刀神十香/タイトー

刀剣乱舞
SPフィギュア　鯰尾藤四郎

東方project
PMフィギュア　博麗霊夢
フリューPMフィギュア　博麗霊夢
PMフィギュア　霧雨魔理沙

ドラゴンボール
DRAGONBALL COLLECTION③　孫悟空

造形天下一武道会 1-5　ピッコロ
造形天下一武道会 3-1　チチ

閃光のアスナ/タイトー
ダイヤのＡ

BREAK TIME FIGURE　御幸一也
BREAK TIME FIGURE　降谷暁

珍遊記

SQフィギュア　アスナ/黒〈オーディナルスケール〉

SQフィギュア　アスナ/通常カラー〈オーディナルスケール〉

ウンディーネアスナ/通常カラー<オーディナル・スケール>

オーディナル・スケールSPフィギュア　アスナ

ユウキ/タイトー

SQフィギュア　キリト/黒〈オーディナルスケール〉

SQフィギュア　キリト/白〈オーディナルスケール〉

SQフィギュア　シノン/ファントム・バレット

SQフィギュア　ユウキ/通常カラー
SQフィギュア　ユウキ/特別カラー

SPフィギュア　シノン〈オーディナルスケール〉

PMフィギュア　シノン/GGO
PMフィギュア　シノン/GGOver.2
PMフィギュア　閃光のアスナSP
SAOフィギュアⅡ　シリカ

ALOウンディーネSP　アスナ

ジョジョの奇妙な冒険
JOJO’S FIGURE GALLERY①　東方仗助/通常カラー

JOJO’S FIGURE GALLERY③　シーザー/白

JOJO’S FIGURE GALLERY③　シーザー/通常カラー

黒子のバスケ
マスタースターズピース　黒子テツヤ
マスタースターズピース　赤司征十郎

グランブルーファンタジー

ナルメア/タイトー
けいおん！

PMフィギュア　中野梓/GuitarElite
ご注文はうさぎですか？？

PMフィギュア　チノ
ティータイムSPフィギュア　シャロ

この素晴らしい世界に祝福を！
PMフィギュア　アクア
PMフィギュア　ダクネス
PMフィギュア　めぐみん

シュタインズ・ゲート
SQフィギュア　牧瀬紅莉栖

DXF 受け継がれる意志　信/原型カラー
DXF 受け継がれる意志　信/通常カラー

銀魂
ズボラ星人のジャージ王決定戦!!!　坂田銀時/特別カラー

マスタースターズピース　坂田銀時

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ
DXFフィギュア　三日月・オーガス

キルラキル

キングダム
PMフィギュア　纏流子

鹿島/教育中
潜水艦娘　伊19
天津風/準備中
時津風/準備中
矢矧/準備中

PMフィギュア　夕立改二
PMフィギュア　響
SPMフィギュア 照月
SPMフィギュア　那智改二
加賀/休日

Ceylon Tea Party　金剛
PMフィギュア　暁〈劇場版〉
PMフィギュア　雷〈劇場版〉
PMフィギュア　電〈劇場版〉
PMフィギュア　時雨改二

艦隊これくしょん

生活密着取材SPフィギュア　そに子/おやつタイム

すーぱーそに子 ぬーどるストッパーフィギュア ウインク

すーぱーそに子 ぬーどるストッパーフィギュア ボーダー

ソードアート・オンライン

松にも衣装⑥　トド松
カードキャプターさくら

SPフィギュア　木之本桜/さくらｶｰﾄﾞ編
ガールズ＆パンツァー

仮面ライダー

パンツァーフォーSPフィギュア　西住みほ

PM サマービーチフィギュア 秋山優花里
PM サマービーチフィギュア 西住みほ
劇場版 大洗コラボレーションフィギュア 武部沙織

劇場版 大洗コラボレーションフィギュア 冷泉麻子

松にも衣装④　カラ松/青
松にも衣装④　チョロ松/赤
松にも衣装⑤　カラ松/赤
松にも衣装⑤　おそ松/赤
松にも衣装⑥　おそ松

RWBY

★買取価格は相場・状態・在庫数・再販情報により、毎日変動します。　★買取価格は作成時の価格です。価格を保障するものではございませんので予めご了承下さい。

タイトル/商品名 タイトル/商品名タイトル/商品名

SPフィギュア　ルビー・ローズ
アイドルマスター シンデレラガールズ

SQフィギュア　星輝子/あやしい少女
エヴァンゲリオン

PMフィギュア　アヤナミレイ/tentative name:Rei Ayanami<劇場版>

PM制服フィギュア　アスカ〈新劇場版〉
PM制服フィギュア　レイ〈新劇場版〉

おそ松さん
松にも衣装①　十四松
松にも衣装②　一松
松にも衣装③　一松/赤

BIGサイズソフビフィギュア　仮面ライダーエグゼイド

DXFフィギュアSPセレクションvol.1仮面ライダーエグゼイド

DXFフィギュアSPセレクションvol.1仮面ライダーオーズ



買取価格 買取価格 買取価格
¥600 ¥400 ¥500
¥600 ¥300 ¥500

¥500 ¥1,500
¥1,800 ¥900 ¥1,200
¥1,800 ¥300 ¥1,000

¥700 ¥1,400
¥1,000 ¥700 ¥1,300

¥1,500 ¥500
¥400 ¥1,200 ¥1,200

¥700 ¥1,200
¥400 ¥1,000 ¥900

¥1,200 ¥900
¥800 ¥700 ¥500

¥1,500 ¥500 ¥500
¥600 ¥500 ¥1,500

¥1,000 ¥1,800
¥1,800 ¥1,000 ¥1,000
¥1,500 ¥600 ¥1,800
¥1,000 ¥1,500
¥800 ¥500 ¥1,100

¥500 ¥2,000
¥300 ¥2,500
¥500 ¥1,000 ¥1,000
¥600 ¥1,200

¥2,500 ¥400 ¥1,500
¥2,000 ¥700 ¥1,800

¥2,000
¥800 ¥800 ¥1,000

¥1,800 ¥800 ¥1,200
¥800 ¥500 ¥200

¥1,400 ¥400 ¥300
¥1,300 ¥500 ¥1,000
¥1,400 ¥500 ¥2,000
¥2,500 ¥300 ¥1,800
¥1,500 ¥900 ¥1,300
¥2,000 ¥800 ¥1,100
¥2,000 ¥800 ¥1,600
¥1,200 ¥500 ¥700
¥2,500 ¥400 ¥500
¥1,400 ¥300 ¥1,800
¥1,300 ¥900 ¥1,500
¥1,200 ¥800 ¥1,500
¥1,000 ¥1,000

¥1,000 ¥1,800
¥200 ¥500 ¥4,000

¥1,300
¥1,000 ¥500 ¥1,800
¥400 ¥300 ¥1,800

¥1,000 ¥1,200
¥200 ¥1,000 ¥1,500

¥1,100 ¥2,300
¥300 ¥800 ¥1,300

¥1,200 ¥1,200
¥500 ¥1,500 ¥1,200
¥500 ¥1,800 ¥800

¥1,200 ¥800
¥900 ¥3,000 ¥1,200

¥1,800 ¥1,200
¥1,800 ¥2,000 ¥1,400
¥400 ¥1,000 ¥1,400

PMフィギュア　忍野忍 CREATOR×CREATOR　ミホーク/通常カラー

Shinobi RelationsSP2　うずまきナルト PMフィギュア　ブラック羽川/Ver.2 DX海軍フィギュア①　黄猿

タイトル/商品名 タイトル/商品名 タイトル/商品名
PMフィギュア　キスショットVer.2/傷物語 CREATOR×CREATOR　ブルック/通常カラー

メア/白　ぬーどるストッパーフィギュア PMフィギュア　戦場ヶ原ひたぎ Ver.2 CREATOR×CREATOR　ブルック/特別カラー灰

メア/黒　ぬーどるストッパーフィギュア

NARUTO-ナルト-

マスタースターズピース　影山飛雄 千石撫子/セカンドシーズン GLITTER&GLAMOURS　ロビン/DRESSROSA STYLE

ソファーフィギュア　忍野忍 GLITTER&GLAMOURS　ロビン/DRESSROSA STYLE 帽子

マスタースターズピース　うずまきナルト SQフィギュア　キスショット12歳ver./傷物語 熱血篇 DX海軍フィギュア②　青雉
忍野忍/セカンドシーズン　ドーナツ（タイトー） DX海軍フィギュア②　赤犬ハイキュー！！

パズル＆ドラゴンズ

PMフィギュア　初音ミク　Project DIVA 忍野忍/タイトー GLITTER&GLAMOURS　ハンコック/SPECIAL黒

PMフィギュア　レーシングミク/2012 GLITTER&GLAMOURS　ハンコック/SPECIAL白

DXフィギュア vol.1 星刻の時龍契士・ミル ブラック羽川（タイトー） GLITTER&GLAMOURS　ナミ/SPECIALピンク

千石撫子フィギュア/化物語 GLITTER&GLAMOURS　ナミ/SPECIAL黒初音ミク

モンスターストライク

PMフィギュア　初音ミク/青ミク ストライクセレクション①　ダルタニャン GRANDLINECHILDREN FILM Z①　チョッパー

SPMフィギュア　初音ミク/リボンガール GRANDLINECHILDREN①　ルフィ

PMフィギュア　鏡音リン/DIVA Arcade PMフィギュア　ウリエル GLITTER＆GLAMOURS　ボニー/黒
PMフィギュア　初音ミク　DIVA Arcade PMフィギュア　ラファエル GLITTER＆GLAMOURS　ボニー/白

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。

初音ミク/オリジナル冬服 GRANDLINEMEN 15TH④　チョッパー
レーシングミク2016/TeamUKYO応援 Xmasフィギュア　コマさん GRANDLINEMEN 15TH⑤　ゾロ

SPMフィギュア　初音ミク/∞ PMフィギュア　雪ノ下雪乃 GRANDLINELADY②　ニコ・ロビン
SQフィギュア　レーシングミク/2014 PMフィギュア　由比ヶ浜結衣 GRANDLINEMEN 15TH③　ルフィ

妖怪ウォッチ

BREAK TIME FIGURE　セーラームーン 泉こなた/島風コスプレ GRANDLINEMEN？　ボン・クレー
BREAK TIME FIGURE　セーラーマーズ GRANDLINEMEN⑩　ルフィ

Xmasフィギュア　コマじろう GRANDLINEMEN SP　エドワード・ニューゲート

BREAK TIME FIGURE　セーラーマーキュリー GRANDLINEMEN SP　白ひげの墓
美少女戦士セーラームーン

らき☆すた

ラブライブ！

GRANDLINESHIPS①　サウザンド・サニー号

EXフィギュア　セイバー〈Fate/EXTRA〉 SPMフィギュア　高海千歌/青空JumpingHeart GRANDLINE SERIES　VINSMOKE FAMILY①　サンジ

GMF　セーラープルート SPフィギュア　矢澤にこ GRANDLINEMEN⑫　ゾロ
GMF　セーラームーン ビーチフィギュア　東條希 GRANDLINEMEN㉒　コラソン

Fateシリーズ ラブライブ!サンシャイン!!

SPMフィギュア　セイバー/沖田総司<Grand order> SQフィギュア　黒澤ルビィ JEANS FREAK-Last World- ボア・ハンコック

SPMフィギュア　玉藻の前〈Fate/EXTELLA〉 SQフィギュア　桜内梨子 KING OF ARTIST　エース

Fate/kaleid linerプリズマ☆イリヤフィギュア　イリヤ/Wieder SPMフィギュア　桜内梨子/青空JumpingHeart GRANDLINE SERIES　VINSMOKE FAMILY①　ヨンジ

SPMフィギュア　アサシン/謎のヒロインX〈Grand Order〉 SQフィギュア　国木田花丸 JEANS FREAK-Last World- トラファルガー・ロー　

SQフィギュア　セイバー/ZERO ver. SQフィギュア　黒澤ダイヤ KING OF ARTIST　ゾロ
SQフィギュア　セイバー〈Fate/stay night UBW〉 SQフィギュア　小原鞠莉 PMフィギュア　チョッパー/ハロウィン2012

SPMフィギュア　ネロ・クラウディウス〈Fate/EXTELLA〉 SQフィギュア　津島善子 KING OF ARTIST　ルフィ
SQフィギュア　セイバー/stay night ver. SQフィギュア　渡辺曜 KING OF ARTIST　ルフィ/彩色王頂上決戦

クロ〈kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ!〉 SSSフィギュア　国木田花丸 造形物語　エース
サーヴァントフィギュア②　アーチャー〈Fate/Zero〉 SSSフィギュア　黒澤ダイヤ マスタースターズピース　エース/リニューアル

SQフィギュア　セイバー・リリィ〈stay/night〉 SQフィギュア　松浦果南 SQフィギュア　ハンコック
SQフィギュア　遠坂凛〈Fate/staynight UBW〉 SSSフィギュア　小原鞠莉 王下七武海フィギュア④　バーソロミュー・くま

マスターフィギュア　遠坂凛 王下七武海フィギュア①　ジンベエ
PMフィギュア　レム 造形王SP　ドラミンゴ

サーヴァントフィギュア　ランサー/スカサハ<Grand order> SSSフィギュア　津島善子 マスタースターズピース　ルフィ
マスターフィギュア　イリヤスフィール〈Fate/stay night〉 SSSフィギュア　松浦果南 マスタースターズピースREVIVAL　ルフィ

ブレイブウィッチーズプレミアム
Re：ゼロから始める異世界生活

CREATOR×CREATOR　スパイダーマン/通常カラー CREATOR×CREATOR　銭形警部/通常カラー 造形王頂上決戦 1-2　ルフィ
CREATOR×CREATOR　スパイダーマン/特別カラー CREATOR×CREATOR　銭形警部/特別カラー 造形王頂上決戦 1-5　ゾロ

PMフィギュア　雁淵ひかり PMフィギュア　ラム 造形王SP　ルフィ/ギアフォース
造形王頂上決戦 1-2　ミホーク　マーベル・ユニバース ルパン三世

オープニングビネット③　峰不二子 造形王頂上決戦 3-3　ナイトメアルフィ
Relax time　美樹さやか/おやすみ マスタースターズピース　次元大介 造形王頂上決戦 4-3　ゾロ

GROOVY BABY SHOT①　峰不二子/黒 造形王頂上決戦 2-3　クロコダイル
ミラージュ・ファリーナ・ジーナス/パイロットスーツ MONO MADONNA Ⅰ　峰不二子 造形王頂上決戦 3-1　ゾロ

マクロスΔ

魔法少女まどか☆マギカ

SQフィギュア　巴マミ/おやすみver.(Relax time) BROTHERHOODⅡ　サボ 造形王頂上決戦6-2　たしぎ/原型カラー

BROTHERHOODⅡ　ルフィ 造形王頂上決戦6-2　たしぎ/通常カラー

SQフィギュア　暁美ほむら 造形王頂上決戦6-1　ドフラミンゴ/通常カラー

SQフィギュア　巴マミ/通常ver.(Relax time) BROTHERHOODⅡ　エース 造形王頂上決戦6-1　ドフラミンゴ/原型カラー

名探偵コナン

ワンピース

★買取価格は相場・状態・在庫数・再販情報により、毎日変動します。　★買取価格は作成時の価格です。価格を保障するものではございませんので予めご了承下さい。

DXFフィギュア　戦場ヶ原ひたぎ CREATOR×CREATOR　ハンコックⅡ/赤 造形王頂上決戦6-4　ジンベエ/通常カラー

HGフィギュア　阿良々木月火/偽物語 CREATOR×CREATOR　ハンコックⅡ/黒 造形王頂上決戦6-4　ジンベエ/原型カラー

PMフィギュア 江戸川コナン/小さくなった名探偵 CREATOR×CREATOR　ゾロ/通常カラー（全身） 造形王頂上決戦6-3　ルフィ/通常カラー
CREATOR×CREATOR　ゾロ/特別カラー（全身） 造形王頂上決戦6-3　ルフィ/原型カラー物語シリーズ


