
作品名 タイトル 買取額 作品名 タイトル 買取額

エヴァンゲリオン 1/7 綾波レイ ウインタースペシャル(S) ¥1,500 あずまんが大王 ちよ（S) ¥3,500

エヴァンゲリオン 1/8 綾波レイ 制服Ver.(S) ¥2,000

一騎当千 1/6  関羽雲長 ビーチバレー Ver. (ホワイトVer.)(S) ¥8,000 エヴァンゲリオン 1/6 レイ＆アスカ(S)/ビーチサイド2003 ¥4,000

G-TAST 1/8 四方堂由姫(S)/赤 ¥3,000

コードギアス 反逆のルルーシュ 1/8 シャーリー・フェネット 水着Ver.(K) ¥2,000

ベルセルク ゾッド 変身後Ver.3 ¥7,000 機動戦士ガンダム フラウ・ボゥ（ポートレイト・オブ・オリジン)(K) ¥2,500

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア 1/100　リ・ガズィ(K) ¥3,000

いちばんうしろの大魔王 服部絢子 お祭りver.(S) ¥4,000 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア 1/100 Hi-νガンダム(K) ¥3,000

一騎当千 1/7 関羽雲長(S) ¥4,000 機動戦士ガンダム0080 1/3500 グレイ・ファントム(S) ¥2,500

一騎当千 1/6 呂布奉先 お祭りVer.(S) ¥3,000 機動戦士ガンダム0080 1/7 クリス・マッケンジー(S)/パイロットスーツ ¥6,000

機動戦士ガンダム0083 1/144 ジム改(K) ¥1,500

Fate/Stay night 間桐桜/ボンテージ（K) ¥2,500 機動戦士ガンダムZZ 1/144 強化型ZZガンダム(K) ¥2,500

哀玩隷嬢(S)/Ver.Blonde ¥15,000 RAIL WARS!-日本國有鉄道公安隊- キャラグミン 1/7 桜井あおい(K) ¥5,000

近衛七海 ねこみみボンテージVer. (S) ¥6,000 Super Robot Wars 1/8 ゼオラ・シュバイツァー 青（S) ¥2,000

ああっ女神さまっ 1/8 ヒルド(K) ¥3,000

北斗の拳 シュウ胸像(S)/リペイント ¥5,000 いきなりはっぴぃベル x-brand 向坂つぼみ Limited Edition(S) ¥2,000

北斗の拳 トキ胸像(S)/リペイント ¥3,000 ガールズパンツァー キャラグミン 1/7 西住みほ 水着ver.(ホワイト)（K) ¥5,000

北斗の拳 ユダ胸像(S)/リペイント ¥3,500 ガールズパンツァー キャラグミン 1/7 冷泉麻子(K) ¥3,000

シャイニング・ハーツ キャラグミン 1/7 ミストラル・ネレイス(K) ¥2,500

クイーンズブレイド 1/6 古代の女王メナス(S) ¥2,200 スーパーロボット大戦OG ゼオラ・シュバイツァー カスタマイズフィギュアセット ¥2,000

クイーンズブレイド 1/6 冥土へ誘う者アイリ（S) ¥4,000 スレイヤーズすぺしゃる キャラグミン 1/6 白蛇のナーガ(K) ¥7,000

ナースウィッチ小麦ちゃん 1/7 中原小麦 リボンナースver.(S) ¥2,000 ソードアートオンライン キャラグミン 1/7 アスナ(K) ¥4,000

一騎当千 1/7 呂布奉先 DVD裏ジャケスペシャルVer.(S) ¥3,000 ファイブスター物語 MM 1/100 アシュラテンプル・リファイン(K) ¥9,000

月詠 1/7 葉月(S)/ネコミミドレス ¥4,000 マブラヴ・オルタナティブ a-brandM 鑑純夏(S)/00スーツ ¥5,000

東方Project 1/8 射命丸文(K) ¥1,500 機甲界ガリアン 1/100 プロマキス(K) ¥8,000

君が望む永遠 a-brand 1/4 速瀬水月・半身像(K) ¥5,000

エヴァンゲリオン 1/8 惣流・アスカ・ラングレー(浴衣) ¥1,500 君が望む永遠 a-brand 1/4 涼宮遙・半身像(K) ¥3,000

ナジカ電撃作戦 1/8 柊七虹香/水着 ¥3,000 祝福のカンパネラ 1/6 サルサ・トルティア(K) ¥5,000

機動戦艦ナデシコ 1/8 ミスマル・ユリカ (水着)(K) ¥2,000 祝福のカンパネラ 1/6 リトス・トルティア(K) ¥4,000

1/6 サンディ ～アイスクリーム色の夏休み～ ワンピースカラー：チョコミント(S) ¥3,000 戦国ランス 戦国A-brand 1/6 香姫(S） ¥2,000

1/6 プライベートビーチ2 ～Mieの場合～ モノトーン水着(S) ¥3,000 戦場のヴァルキュリア キャラグミン 1/8 ゼルベリア・ブレス ¥4,000

天元突破グレンラガン TRY-GK 1/8 ヨーコ（K) ¥2,500

エヴァンゲリオン 1/7 惣流・アスカ・ラングレー ゴスロリVer.(K) ¥3,000

ファイナルファンタジーVII 1/8 ユフィ・キサラギ(S) ¥3,000 1/6 ヒッチハイカー美海mini(S)/ロングビーチ ¥5,000

まほろまてぃっく 1/8 まほろ(K) ¥1,500

まほろまてぃっく 1/12 まほろさんとスポーツバイク(無免はいけないと思います!)Ver.(K) ¥6,000 ボーカロイド 初音ミクとはちゅね(K) ¥2,500

ランブルローズ 1/6 日ノ本零子(S) ¥2,500
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