Angel beats! 天使

冴えない彼女の育てかた 加藤恵 ｱｲﾄﾞﾙﾏｽﾀｰ 島村卯月 ﾆｭｰｼﾞｪﾈ ｱｲﾄﾞﾙﾏｽﾀｰ 渋谷凛 ﾆｭｰｼﾞｪﾈ

6,000円 買取 7,000円 買取 4,000円 買取 3,500円 買取
H2O

空の境界

ギルティクラウン

小日向はやみ

¥5,400 両儀式

¥1,500 楪いのり

小日向はやみ ホワイトワンピースver.

¥5,000 両儀式(再販)

¥6,000 キルラキル

アイドルマスター

両儀式 伽藍の洞

¥7,000 鬼龍院皐月 鮮血ver.

渋谷凛 クリスタルナイトパーティver.

¥3,500 GUNSLINGER GIRL

渋谷凛 ニュージェネレーションver.

¥4,000 トリエラ

¥3,800 ケイオスドラゴン

渋谷凛 ニュージェネレーションver.(再販)

¥3,500 ヘンリエッタ

¥2,500 婁震華

島村卯月 クリスタルナイトパーティver.

¥4,000 艦隊これくしょん

島村卯月 ニュージェネレーションver.

¥7,000 空母ヲ級

¥2,000 草薙素子

萩原雪歩 モンデンキントロゴver.(XENOGLOSSIA)

¥2,000 合金島風

¥5,000 ゴッドイーター2

本田未央 クリスタルナイトパーティver.

¥4,000 金剛 胸像

¥8,000 アリサ・イリーニチナ・アミエーラ

本田未央 ニュージェネレーションver.

¥3,500 金剛 胸像 軽音堂ver.

三浦あずさ 運命の瞬間

¥5,000 時雨改二

アクセル・ワールド

島風

黒雪姫

¥8,000 プリンツ・オイゲン

亜人

武蔵 軽兵装ver.

亜人 TAKAYUKI TAKEYA ver.

¥24,000 武蔵 重兵装ver.

あの夏で待ってる
貴月イチカ

武蔵改 軽兵装ver.
¥3,500 武蔵改 重兵装ver.

Angel Beats!

夕立改二
¥3,500 キノの旅

天使
狼と香辛料

キノ
¥20,000 君が主で執事が俺で

ホロ
怪物王女

久遠寺森羅
¥1,500 君が望む永遠

姫
GAD GUARD
篠塚アラシ

涼宮遥
¥1,500 Candy boy

CANAAN

櫻井奏

アルファルド

¥5,000 櫻井雪乃

カナン

¥6,000 狂乱家族日記

フィギュア1点から買い取ります!

乱崎凶華&プチ凶華

纏流子 鮮血更衣ver.

攻殻機動隊S.A.C.

¥10,000 シエル・アランソン
¥4,000 リヴィ・コレット
¥2,500 冴えない彼女の育てかた
¥6,500 霞ヶ丘詩羽
¥6,000 加藤恵
¥13,000 澤村・スペンサー・英梨々
¥6,000 サムライスピリッツ
¥10,000 いろは
¥9,000 真鏡名ミナ
真鏡名ミナ 宮沢模型限定ver.
¥13,000 四月は君の嘘
宮園かをり
¥2,000 食戟のソーマ
薙切えりな
¥1,500 神曲奏界ポリフォニカ
コーティカルテ・アパ・ラグランジェス

¥4,500 進撃の巨人
¥2,500 エレン・イェーガー
超大型巨人 TAKAYUKI TAKEYA ver.

¥2,300 ミカサ・アッカーマン

ミカサ・アッカーマン DXver.

¥11,000

¥9,000 リヴァイ

¥9,000

すーぱーそに子
¥6,000 すーぱーそに子 After The Party

¥6,000

¥9,000 スクールランブル
沢近愛理

¥2,000

¥7,000 ゼルダの伝説 スカイウォードソード
リンク

¥8,000

¥8,000 宇宙をかける少女
獅子堂秋葉

¥1,500

¥5,500 探偵オペラ ミルキィホームズ
¥12,000 アルセーヌ

¥1,000

¥4,000 Chu×Chuアイドる
チュチュ・アストラム
¥10,000 ヒヨリ・ピクシー

¥2,500
¥3,000

¥6,000 テラフォーマーズ
¥15,000 ミッシェル・K・デイヴス

¥3,500

とある魔術の禁書目録
¥4,000 インデックス

¥4,500

¥4,000 御坂美琴

¥3,500

¥5,000 ToHeart2
小牧愛佳 甘露樹版

¥1,000

¥5,500 ルーシー・マリア・ミソラ カワタヒサシ版

¥1,000

ルーシー・マリア・ミソラ カワタヒサシ版 AT-G限定版

¥1,500

¥5,000 DOGDAYS
ミルヒオーレ・F・ビスコッティ
¥2,500 レオンミシェリ・ガレット・デ・ロワ

¥4,000
¥2,500

ドラゴンネスト
¥3,500 ソーサレス

¥4,000

¥40,000 ToLOVEる
¥4,000 金色の闇

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

¥2,000

物語ｼﾘｰｽﾞ 斧乃木余接 DX

Fate ｾｲﾊﾞｰ&ｾｲﾊﾞｰﾓｰﾀｰﾄﾞｷｭｲﾗｯｼｪ 初音ミク グレイテスト･アイドル

まどかﾏｷﾞｶ ｱﾙﾃｨﾒｯﾄまどか

7,000円 買取 14,000円 買取 2,000円 買取 8,000円 買取
バカとテストと召喚獣

ビビッドレッド・オペレーション

姫路瑞希と召喚獣セット

¥2,000 一色あかね

パズル&ドラゴンズ

デッドマスター animation version

¥2,500 デッドマスター original version

百花繚乱

覚醒ヘラ・ウルズ

¥4,000 柳生十兵衛

初音ミク

FAIRYTALE

鏡音リン

¥500 グレイ・フルバスター

¥6,000

¥6,000 輪るピングドラム
¥2,000 プリンセス・オブ・ザ・クリスタル

ブラック★ロックシューター

¥5,000 もえたん

ブラック★ロックシューター Black blade ver.

¥4,500 ぱすてるインク ポップアップヴィネット

ブラックゴールドソー animation version

¥6,000 ＜物語＞シリーズ

¥11,000 プリパラ

初音ミク

¥1,500 ナツ・ドラグニル

¥17,000 真中らぁら

初音ミク Cheerful ver.

¥5,000 ルーシィ

初音ミク Cheerful ver.(再販)

¥5,000 Fate

初音ミク CMver.

¥2,300 カレン・オルテンシア プロローグver.

初音ミク Lat式ver.

¥3,000 桜セイバー

初音ミク Tell Your World ver.

¥4,000 セイバー 休日ver.

¥3,000 WHITE ALBUM

初音ミク グレイテスト・アイドルver.

¥2,000 セイバー -約束された勝利の剣-

¥6,000 森川由綺

初音ミク 恋は戦争ver.

¥9,000

セイバー&セイバー・モータード・キュイラッシェ

初音ミク 恋は戦争ver.DX

¥21,000

セイバー&セイバー・モータード・キュイラッシェ(再販)

初音ミク 深海少女ver.

¥12,000 セイバー(stay night)

¥5,800 真中らぁら かしこまver.

阿良々木火憐

¥12,000 三日月夜空

¥14,000 マビノギ
¥6,500 サキュバス
¥1,500 マブラヴ オルタネイティヴ

¥4,500
¥9,000

¥5,000 忍野忍

¥4,000

斧乃木余接

¥5,500

¥3,000 斧乃木余接 DX

¥7,000

¥2,500

キスショット・アセロラオリオン・ハートアンダーブレード

¥5,000

千石撫子

¥3,000

¥2,500 千石撫子 メドゥーサver.

¥6,000

戦場ヶ原ひたぎ

¥4,000

¥1,500 柚子ペパーミント
早川柚子

¥2,500

¥4,500 ユニティマリアージュ

初音ミク ワールドイズマイン(ナチュラルフレーム)

¥4,500 セイバー・ブライド

初音ミク ワールドイズマイン(ブラウンフレーム)

¥3,500 セイバー・リリィ -勝利すべき黄金の剣-

¥7,000 社霞

ミクダヨー

¥2,500 セイバー・リリィ -全て遠き理想郷-

¥6,000 魔法少女まどか☆マギカ

レーシングミク 2010ver.

¥2,500

¥4,000 暁美ほむら

¥2,000 明石さん

レーシングミク 2011ver.

¥2,000 セイバーエクストラ

¥8,000 暁美ほむら you are not alone.

¥2,000 ランス・クエスト

レーシングミク 2013ver.

¥4,000 セイバーオルタ hukeコラボパッケージ

¥16,000 暁美ほむら 始まりの物語/永遠の物語

¥3,000 リセット・カラー

レーシングミク 2014ver.

¥8,000 セイバーオルタ -卑王鉄槌-

¥6,000 アルティメットまどか

¥8,000 リネージュⅡ

レーシングミク 2015ver.

¥5,000 セイバーオルタ -卑王鉄槌-(再販)

¥5,500 鹿目まどか

¥2,000 ダークエルフ Female

¥5,500

¥2,000 鹿目まどか 始まりの物語/永遠の物語

¥2,000 ヒューマン メイジ

¥3,000

¥2,000 キュウべぇ(1/1ソフビ)

¥7,800 ロザリオとバンパイア

¥1,400 佐倉杏子

¥1,200 赤夜萌香 覚醒後ver.

¥2,000 巴マミ

¥2,500 ロボティクス・ノーツ

Piaきゃろっとへようこそ!

遠坂凛(stay night)

高井さやか

¥1,200 風雲!イリヤ城セット 限定ver.

BEATLESS

魔法少女凛

レイシア(Introduction BEATLESS set)

ファイアーエンブレム 覚醒

セイバー・リリィ -全て遠き理想郷-(再販)

¥24,000 ライダー -妄想・慎ましきメイド編ブラック★ロックシューター

サーリャ

¥10,000 インセイン・ブラック★ロックシューター

ティアモ

¥6,000 ストレングス animation version

¥12,000 御剣冥夜

¥2,500

¥4,500 阿良々木月火 劇中カラーver.

僕は友達が少ない
¥2,000 柏崎星奈

¥2,000

魔法少女リリカルなのは
¥13,000 actsta スバル・ナカジマ
¥6,000 高町なのは 水着ver.

¥3,000 ユニティユーノ

¥1,500

四畳半神話体系

神代フラウ

¥14,000

¥3,000

¥7,200

¥3,000

¥2,000 WAGA魔々かぷりちお
¥1,200 メリッサ・セラフィ

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

¥2,000

