figma Iowa

figma プリンツ・オイゲン

figma 加賀

一番くじ 真夏の艦娘 B賞 榛名改二

5,500円 買取 5,000円 買取 4,500円 買取 7,000円 買取
figFIX

武蔵

¥2,000 雪風 大破ver.

¥3,500 グッドスマイルカンパニー

天津風 中破ver.

¥1,000 武蔵改

¥2,500 一番くじ

島風 中破ver.

¥2,000 大和

¥2,500 第三次作戦 B賞 瑞鶴

¥1,000 空母ヲ級

¥3,000

長門 中破ver.

¥1,500 大和改

¥5,000 第三次作戦 C賞 翔鶴 特色仕様

¥1,000 合金島風

¥5,000

陸奥 中破ver.

¥2,000 青島文化教材社

¥1,000 金剛 胸像

¥8,000

figma

第三次作戦 ラストワン賞 瑞鶴 特色仕様

お風呂これくしょん 島風

¥1,000

赤城

¥1,500 第四次作戦 A賞 鈴谷

¥1,500 金剛 胸像 軽音堂ver.

Iowa

¥5,500 秋月

¥3,800 第四次作戦 B賞 熊野

¥1,800 時雨改二

¥7,000

赤城

¥1,800 秋津洲

¥4,000 第四次作戦 C賞 熊野 特色仕様

¥1,000 島風

¥2,500

天津風

¥2,000 天津風

¥3,000

¥1,000 プリンツ・オイゲン

¥8,500

加賀

¥4,500 天津風 白セーラーver.

¥8,800 武蔵 軽兵装ver.

¥6,000

鹿島

¥7,000 伊19

¥7,000 武蔵 重兵装ver.

¥13,000

島風

¥3,000 伊19 白スクver.

長門

¥2,000 加賀

プリンツ・オイゲン

¥5,000 加賀 1944 イベント限定カラー

雪風

¥1,200 グラーフ・ツェッペリン

FREEing

アーマーガールズプロジェクト

¥10,000 キューズQ
¥6,000 愛宕
¥11,000 大井改

武蔵改 軽兵装ver.

¥6,000

¥3,000 武蔵改 重兵装ver.

¥10,000

¥4,000 夕立改二

¥8,000

¥3,500 北上改

¥4,000 島風

¥7,000 北上改二

¥3,000 コトブキヤ

¥4,000 霧島

¥6,000 暁 アニメver.

¥3,000

¥3,000 翔鶴改二甲

¥5,000 軽巡大井

¥2,000 雷 アニメver.

¥3,000

瑞鶴改二甲

¥6,000 軽巡北上

¥2,500 電 アニメver.

¥3,000

翔鶴改二

赤城

¥2,500 真夏の艦娘 B賞 榛名改二

¥5,500 グリフォンエンタープライズ

¥6,000 金剛改二 バレンタインver.

RAH

¥27,000 真夏の艦娘 A賞 大和

¥9,500 大井改二

金剛改二

伊168

第四次作戦 ラストワン賞 鈴谷 特色仕様

¥10,000

¥4,000

Bismarck drei

¥3,000 速吸

¥5,000 金剛

¥7,000 響 アニメver.

¥6,000

秋月

¥4,000 摩耶改二

¥6,000 島風 中破ver.

¥4,000 吹雪

¥2,000

愛宕

¥2,500 摩耶改二 イベント限定エフェクト版

¥5,000 高雄

¥3,000 キューポッシュ 暁

¥1,500

霧島改二

¥2,000 睦月改二

¥7,000 龍田

¥3,500 キューポッシュ 雷

¥3,500

金剛改二

¥3,500 雪風

¥2,500 天龍

¥5,000 キューポッシュ 電

¥1,200

神通改二

¥4,000 雪風 重厚カラーver.

¥9,000 那珂改二

¥6,000 キューポッシュ ヴェールヌイ

¥3,000

高雄

¥6,500 アクアマリン

¥8,000 キューポッシュ 響

¥2,300

那珂改二

¥1,000 島風 大破ver.

¥6,000 銀十字社

榛名改二

¥3,500 でっかい!連装砲ちゃん

¥2,000 那珂ちゃん

榛名 イベント限定特装版

¥7,500

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!

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

ねんどろいど 金剛

マックスファクトリー 港湾棲姫

ねんどろいど 鹿島

ﾏｯｸｽﾌｧｸﾄﾘｰ 金剛 中破

23,000円 買取 2,800円 買取 3,500円 買取 6,000円 買取
タカラトミー

瑞鶴改

¥4,500 ミディッチュ 飛行場姫

¥1,000 時津風 準備中
¥1,200 浜風 休日

¥1,500

ミクロマンアーツ 電

¥1,500 鈴谷

¥2,300 ミディッチュ 最上

ミクロマンアーツ 霧島

¥1,000 戦艦レ級

¥3,300 プライズ

ミクロマンアーツ 翔鶴

¥1,000 大鳳

¥1,500 PMフィギュア 雷

¥1,000 プルクラ

ミクロマンアーツ 白雪

¥1,500 長門

¥3,000 PMフィギュア 川内改二

¥1,200 雷(再販)

ミクロマンアーツ 榛名

¥1,700 初月

¥2,400 SPMフィギュア 秋月

¥600 電

¥2,000

ミクロマンアーツ 吹雪

¥1,000 榛名

¥2,000 SPMフィギュア 朝霜 礼号作戦

¥900 電(再販)

¥3,000

ミクロマンアーツ 雪風

¥1,000 比叡

¥1,500 SPMフィギュア 翔鶴改二甲

¥600 陽炎

¥3,000

¥1,000 SPMフィギュア 白露改

¥700 不知火

¥2,000

¥600 ブロッコリー

電撃屋

吹雪 Animation ver.

龍田

¥8,000 北方棲姫

¥3,500 SPMフィギュア 瑞鶴改二甲

天龍

¥8,000 武蔵

¥5,000 SPMフィギュア 瑞鳳

ねんどろいど

大和

摩耶改二 休日

¥1,500 夕立改二

¥600
¥700

¥4,000

¥7,000

¥3,000 SPMフィギュア 瑞鳳改

¥500 ペンギンパレード

¥3,500 SPMフィギュア 照月

¥800 長門

¥2,000

SPMフィギュア 長門

¥800 陸奥

¥3,500

Iowa

¥6,500 夕立改二

Libeccio

¥2,500 ファットカンパニー

Pola

¥2,500 金剛

¥9,000 SPMフィギュア 長門 WF限定ver.

秋月

¥2,500 瑞鳳

¥3,500 SPMフィギュア 長門艤装

¥800 天津風

¥8,000

秋津洲

¥2,000 デカッチュ 空母ヲ級

¥3,000 SPMフィギュア 長門艤装 WF限定ver.

¥800 島風

¥3,000

天津風

¥1,500 パルフォム 時雨改二

¥2,500 SPMフィギュア 那智改二

伊01

¥1,800 パルフォム 夕立改二

¥1,500 SPMフィギュア 村雨改

¥800 マックスファクトリー

加賀

¥1,800 ミディッチュ 赤城

¥1,000 SPMフィギュア 夕立

¥600 愛宕 軽兵装ver.

¥5,500

鹿島

¥3,500 ミディッチュ 大淀

¥1,500 SQフィギュア Ceylon Tea Party 浦風

¥600 愛宕 重兵装ver.

¥9,000

香取

¥1,800 ミディッチュ 加賀

¥1,000 SQフィギュア Ceylon Tea Party 鈴谷

¥800 伊58 中破ver.

¥2,000

木曾

¥2,800 ミディッチュ 空母ヲ級

¥1,500 SQフィギュア Ceylon Tea Party 浜風

¥600 港湾棲姫

北上

¥1,500 ミディッチュ 金剛

¥1,800 SQフィギュア Ceylon Tea Party 比叡

¥800 金剛 中破ver.

¥6,000

霧島

¥2,000 ミディッチュ 島風

¥1,400

¥500 高雄 軽兵装ver.

¥5,500

空母ヲ級

¥4,000 ミディッチュ 翔鶴

¥1,700 SQフィギュア 鎮守府の四季 金剛改二

¥500 高雄 重兵装ver.

¥9,000

熊野

¥2,000 ミディッチュ 瑞鶴

¥1,700 深海棲艦SPフィギュア 飛行場姫

¥1,000 大和改 軽兵装ver.

¥11,000

金剛

¥2,800 ミディッチュ 瑞鳳

¥1,000 島風(タイトー)

¥700 大和改 重兵装ver.

¥12,000

時雨改二

¥3,000 ミディッチュ 天龍&龍田セット

¥1,000 不知火 準備中

¥700 ムービック

瑞鶴

¥1,000 ミディッチュ 榛名

¥1,000 照月 お月見

¥500 金剛 大破ver.

SQフィギュア Ceylon Tea Party 金剛四姉妹SPアソート2 榛名

¥2,000 ホビージャパン

¥1,000 榛名改二

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

¥11,000

¥23,000

¥5,000

