PLUM 橘ありす はじめての表情 ファットカンパニー 四条貴音 GSC 島村卯月 ｸﾘｽﾀﾙﾅｲﾄﾊﾟｰﾃｨ GSC 島村卯月 ﾆｭｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ

6,000円 買取 3,000円 買取 4,800円 買取 7,000円 買取
ANIPLEX+
きゃらふぉるむ+ プロデューサー
figma

諸星きらり 凸レーション
¥3,000 莉嘉&きらり&みりあ 凸レーション プレミアムセット

¥7,000 キューポッシュ 萩原雪歩
¥16,000 キューポッシュ 星井美希

アクアマリン

キューポッシュ 水瀬伊織

¥1,500 SQフィギュア 萩原雪歩 スターピースメモリーズ

¥500

¥1,200 SQフィギュア 双葉杏 CANDY ISLAND

¥600

¥2,600 SQフィギュア 双海亜美 スターピースメモリーズ

¥500

¥5,000 ねんどろいど

我那覇響

¥1,000 春日未来 -ミリオンスパーク!-

神崎蘭子

¥4,000 アルター

渋谷凛

¥2,000 多田李衣菜

¥5,000 渋谷凛

¥2,500 神崎蘭子 -Rosenburg Engel-

渋谷凛 ジャージver.

¥2,000 新田美波 Memories ver.

¥6,500 島村卯月

¥4,000 メガハウス

渋谷凛 シンデレラプロジェクトver.

¥2,500 前川みく

¥4,800 本田未央

¥1,000 秋月律子

島村卯月 ジャージver.

¥2,000 一番くじ

島村卯月 シンデレラプロジェクトver.

¥3,000 PART1 S賞 天海春香 スペシャルver.

¥1,000 四条貴音 トゥインクルスターコーデ

¥1,000 天海春香

¥1,000

城ヶ崎美嘉

¥3,500 デレマスPART1 B賞 双葉杏

¥1,400 高槻やよい トゥインクルスターコーデ

¥1,000 天海春香 A-edition

¥1,400

城ヶ崎美嘉 346プロダクションver.

¥3,500 デレマスPART1 C賞 諸星きらり

¥1,000 凛・卯月・未央セット マイファーストスターコーデ

¥2,800 天海春香 インディゴスパンクルver.

¥2,000

城ヶ崎莉嘉 シンデレラプロジェクトver.

¥2,500 デレマスPART3 A賞 神崎蘭子

¥1,500 ファットカンパニー

天海春香 キングオブパール360ver.

¥1,500

双葉杏

¥3,500 デレマスPART4 A賞 島村卯月

¥1,000 アナスタシア LOVE LAIKAver.

¥2,000 我那覇響(アイドルマスター2)

本田未央 ジャージver.

¥3,000 デレマスPART4 C賞 緒方智絵里

¥1,000 我那覇響

¥3,000 神谷奈緒 Triad Primus ver.

本田未央 シンデレラプロジェクトver.

¥2,000 デレマスPART4 D賞 城ヶ崎莉嘉

¥1,000 神崎蘭子 アニバーサリープリンセスver.

¥5,000 菊地真(age16)

¥1,500

¥7,000 菊地真(age16) フェイクライダーver.

¥3,000

FREEing

神谷奈緒

SQフィギュア 三浦あずさ スターピースメモリーズ

¥4,800 マックスファクトリー

ねんどろいどこーで

グッドスマイルカンパニー

神崎蘭子 アニバーサリープリンセスver.祝宴の狂乱

¥500

¥5,800

¥1,500

秋月律子 キングオブパール360ver.

¥3,000

¥3,500
¥12,000

アナスタシア 水着ver.

¥1,000 渋谷凛 クリスタルナイトパーティver.

¥4,900 菊地真

¥3,800 如月千早

¥2,000

如月千早 浴衣ver.

¥2,000 渋谷凛 ニュージェネレーションver.

¥5,000 輿水幸子 自称・カワイイver.

¥5,000 如月千早 A-edition

¥2,000

四条貴音 浴衣ver.

¥2,000 渋谷凛 ニュージェネレーションver.(再販)

¥2,500 輿水幸子 自称・カワイイver.オン・ザ・ステージ版

¥4,000 如月千早 ナイトアンドデイAMCGver.

¥1,500

島村卯月 水着ver.

¥2,000 島村卯月 クリスタルナイトパーティver.

¥4,800

¥6,500 高坂海美

¥2,000

新田美波 水着ver.

¥1,000 島村卯月 ニュージェネレーションver.

¥7,000 佐竹美奈子 ぽかぽかサービスver.

¥4,900 萩原雪歩 モルフォハイドランジアver.

¥6,000

星井美希 浴衣ver.

¥2,000 萩原雪歩 モンデンキントロゴver.(XENOGLOSSIA)

¥2,000 四条貴音

¥3,000 双海亜美(age12)

¥1,500

¥2,000 渋谷凛

¥2,000 双海真美(age12)

¥3,000

PLUM

萩原雪歩(XENOGLOSSIA)

輿水幸子 自称・カワイイver.オン・ザ・ステージ版(再販)

櫻井桃華 ローズフルール

¥6,000 本田未央 クリスタルナイトパーティver.

¥6,000 城ヶ崎美嘉 カリスマギャルver.

¥8,000 双海真美(アイドルマスター2)

¥5,000

橘ありす はじめての表情

¥6,000 本田未央 ニュージェネレーションver.

¥3,500 高槻やよい

¥3,000 星井美希 グッドラックターコイズver.

¥3,000

¥6,000 七尾百合子 流れる読書スペースver.

¥2,000 星井美希 ビヨンドザスターズver.

¥3,500

¥2,000 星井美希(アイドルマスター2)

¥2,000

WAVE

三浦あずさ 運命の瞬間

BEACH QUEENS 我那覇響

¥1,000 コトブキヤ

BEACH QUEENS 神崎蘭子

¥6,000 安部菜々 -メルヘンチェンジ!-

¥4,800 萩原雪歩

¥2,000 三浦あずさ サンシャインイエローver.

¥1,000

BEACH QUEENS 菊地真

¥1,500 天海春香 -Angelic Island-

¥1,000 双海亜美&双海真美

¥7,800 三浦あずさ プリンセスメロディ♪ver.

¥1,000

BEACH QUEENS 如月千早

¥2,000 緒方智絵里

¥4,000 星井美希

¥7,000 水瀬伊織

¥1,200

BEACH QUEENS 星井美希 Ver.2

¥1,500 高垣楓 -はじまりの場所-

¥3,000 三浦あずさ

¥4,000 水瀬伊織 ナイトアンドデイAMCGver.

¥3,000

BEACH QUEENS 三浦あずさ

¥1,500 高槻やよい -Angelic Island-

¥2,000 水瀬伊織

¥2,500 世界制服作戦 new generationsセット

¥12,000

BEACH QUEENS 水瀬伊織

¥1,000 十時愛梨 プリンセスバニー

¥1,500 デカッチュ 神崎蘭子

¥4,000 世界制服作戦 渋谷凛

赤城みりあ 凸レーション

¥7,000 双葉杏

¥3,000 プライズ

天海春香(XENOGLOSSIA)

¥2,000 星井美希 -Angelic Island-

¥1,000 SQフィギュア 神崎蘭子

¥800 世界制服作戦 島村卯月

¥3,000

城ヶ崎美嘉 夏のユウワク

¥5,000 三村かな子

¥3,800 SQフィギュア 四条貴音 スターピースメモリーズ

¥500 世界制服作戦 島村卯月&本田未央セット

¥8,000

城ヶ崎莉嘉 凸レーション

¥6,500 望月杏奈 VIVIDイマジネーション

¥2,500 SQフィギュア 渋谷凛 new generations(赤衣装)

¥700 世界制服作戦 本田未央

¥4,000

高垣楓 私服ver.

¥4,000 キューポッシュ 四条貴音

¥2,300 SQフィギュア 渋谷凛 ニュージェネレーションズ(制服)

¥600

水瀬伊織 竜宮小町ver.

¥3,000 キューポッシュ 高槻やよい スターピースメモリーズ

¥2,300

¥700

新田美波 LOVE LAIKAver.

SQフィギュア 渋谷凛 ニュージェネレーションズ(制服/再販)

世界制服作戦 渋谷凛 Ver.1.1

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

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!

¥2,000
¥3,000

