ｶｰﾄﾞｷｬﾌﾟﾀｰさくら 木之本桜 さくらｶｰﾄﾞ

IS ｼｬﾙﾛｯﾄ･ﾃﾞｭﾉｱ Bunny

穢翼のﾕｰｽﾃｨｱ ﾕｰｽﾃｨｱ ｾﾗﾌｨｯｸ

EVA アスカ:Q プラグスーツ

6,500円 買取 3,000円 買取 7,000円 買取 5,000円 買取
DC COMICS美少女
キャットウーマン

ミス・マーベル
¥3,000 ミスティーク

¥11,000 甘城ブリリアントパーク
¥12,900 千斗いすず

ザターナ

¥3,200 レッドシーハルク

¥7,000 アルドノア・ゼロ

スーパーガール

¥3,500 レディ・デッドプール

¥2,000 アセイラム・ヴァース・アリューシア

スーパーガール 限定版

¥10,900 レディ・デッドプール コミコンに行ってきましたver.
¥4,800 ローグ

¥9,000 なかよしホイホイさんズせっと

ハーレー・クィン NEW52ver.

¥2,000 ロキ

¥3,900 犬夜叉

ハーレー・クィン NEW52ver.限定版

¥4,000 ワスプ

¥2,500 犬夜叉

バットウーマン

¥3,700 fengぱすてるBOX

バットガール

¥2,500 ワスプ

バットガール ブラックコスチューム

¥5,600 R.O.D

かごめ&七宝
¥2,500 珊瑚
殺生丸

パワーガール

¥6,000 読子・リードマン

ハントレス

¥7,200 ああっ女神さまっ

ブラックキャナリー

¥2,000 ベルダンディー 私服ver.

¥2,900 シャルロット・デュノア -Bunny Style-

ブラックキャナリー 限定版

¥3,400 ベルダンディー 女神服ver.

¥6,700 ウィッチブレイド

ポイズン・アイビー

¥9,000 アイドルマスター

レイブン

¥3,200 安部菜々 -メルヘンチェンジ!-

ワンダーウーマン

¥10,500 緒方智絵里

X-23
インビジブルウーマン
インビジブルウーマン SDCC限定版

菊地真 -Angelic Island- 小悪魔のミズギver.
¥10,000 高槻やよい -Angelic Island¥4,500 双葉杏
¥10,000 星井美希 -Angelic Island-小悪魔のミズギver.

¥4,300 式波・アスカ・ラングレー キャンペーンver.
式波・アスカ・ラングレー テスト用プラグスーツver.

¥3,000 式波・アスカ・ラングレー プラグスーツver.

¥4,000 一撃殺虫!!ホイホイさん

スターファイア

MARVEL美少女

式波・アスカ・ラングレー Loppi ver.(新劇場版:破)

¥3,000 弥勒

式波・アスカ・ラングレー:Q プラグスーツver.
¥2,500 シンジ&カヲル 制服ver.
惣流・アスカ・ラングレー バレリーナstyle.
¥4,500 惣流・アスカ・ラングレー メイドver.

¥2,500
¥2,000
¥5,000
¥3,000
¥2,000
¥2,500

¥4,000 惣流・アスカ・ラングレー メイド限定ver.

¥5,700

¥2,000 渚カヲル

¥2,600

¥18,300 渚カヲル プラグスーツver.

¥2,200

¥4,000 真希波・マリ・イラストリアス プラグスーツstyle.

¥2,400

真希波・マリ・イラストリアス プラグスーツver.

¥1,500

IS <インフィニット・ストラトス>

天羽雅音 いろっぽまさね

¥2,000
¥2,700

¥3,000 レイ&アスカ プラグスーツver.

¥2,000

狼と香辛料
¥4,000 ホロ

¥5,700

¥4,800 天羽雅音 ウィッチブレイド装着ver.

¥3,000 ホロ リニューアルパッケージ版

¥5,500

¥4,000 天羽雅音 ウィッチブレイド装着ver.TV設定版

¥4,400 オカルティック・ナイン

¥3,200 天羽雅音 パワーアップver.

¥6,600 紅ノ亞里亞

¥2,000 まりあ

¥2,000 おねがいティーチャー

¥3,000 うたわれるもの

¥4,000

風見みずほ スイムスーツ

¥2,000 アルルゥ

¥2,300 俺の妹がこんなに可愛いわけがない
¥4,800 新垣あやせ

¥2,000

エマ・フロスト

¥8,900 三村かな子

¥3,800 エルルゥ

エマ・フロスト あみあみ限定版

¥4,000 望月杏奈 VIVIDイマジネーション

¥2,500 うる星やつら

エレクトラ

¥6,000 キューポッシュ 天海春香

¥1,000 阪神タイガース 子供ラムちゃん キャッチver.

¥2,700 黒猫 ○○なわけがないver.

¥2,500

キティ・プライド

¥8,000 キューポッシュ 天海春香 スターピースメモリーズ

¥1,000 阪神タイガース ラムちゃん

¥4,000 黒猫 -memories(夏コミ)-

¥2,500

¥6,600 キューポッシュ 四条貴音

¥2,300 阪神タイガース ラムちゃん リペイントver.

¥3,200 黒猫 -Sweet Lolita-

¥3,000

¥2,300 ラムちゃん

¥4,000 高坂桐乃

サイロック
サイロック -BLUE OUTFIT- コミコン限定版

¥12,800 キューポッシュ 高槻やよい スターピースメモリーズ

サイロック -X-FORCE NINJA OUTFIT-

¥5,000 キューポッシュ 萩原雪歩

¥1,500 エヴァンゲリオン

シーハルク

¥6,000 キューポッシュ 星井美希

¥1,200 綾波レイ BMXトリックver.

ジーン・グレイ

¥14,200 キューポッシュ 水瀬伊織

ジュビリー

¥4,200 穢翼のユースティア

スクイレルガール

¥4,000

ストーム

¥6,000 アクエリオンロゴス

ユースティア・アストレア セラフィック・エディション ゲーマガver.

¥2,600 綾波レイ BMXトリックver.ローソンオリジナルカラー
綾波レイ Loppi ver.(新劇場版:破)
¥7,000 綾波レイ エヴァンゲリオンストア1周年限定
綾波レイ ゴスロリブランver.

スパイダーウーマン

¥4,000 月銀舞亜

スパイダーグウェン

¥3,000 アクセル・ワールド

¥2,000 綾波レイ パーティードレスver.

ソー

¥3,000 黒雪姫

フェニックス

¥2,000 あずまんが大王

ブラックウィドウ

¥6,600 神楽 水着版

¥2,300 綾波レイ メイドver.

ブラックウィドウ カバードオプスver.

¥4,500 榊さん 水着版

¥2,000 綾波レイ メイド限定ver.

ブラックウィドウ カバードオプスver.限定版

¥5,000 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない

ブラックキャット

¥6,700 めんま(本間芽衣子)

綾波レイ 箱根浴衣ver.
¥4,000 綾波レイ バレリーナstyle.
綾波レイ プラグスーツstyle.

綾波レイ 浴衣ver.
¥1,500 葛城ミサト

¥5,000

新垣あやせ タナトス・コスver.

¥2,500

¥2,000

高坂桐乃 ○○なわけがないver.
¥2,000 高坂桐乃 -memories(秋葉原)-

¥2,000
¥3,300

¥2,700 高坂桐乃 ばっかじゃないのver.

¥3,000

¥4,000 キューポッシュ 黒猫

¥1,000

¥2,300 カードキャプターさくら
¥3,000 木之本桜

¥5,500

¥3,000 木之本桜 -さくらカード編-

¥6,500

¥5,000 李小狼

¥4,100

¥2,500 カードファイト!!ヴァンガード
¥2,000 全知の神器 ミネルヴァ

¥4,000

¥2,500 カウボーイビバップ
¥3,000 スパイク・スピーゲル

¥6,500

¥2,100 スパイク・スピーゲル DX版

¥7,500

¥4,000

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!

ガールズ&パンツァー ミカ ｶﾞｰﾙｽﾞ&ﾊﾟﾝﾂｧｰ 秋山優花里 シャイニング･レゾナンス キリカ

進撃の巨人 リヴァイ

4,900円 買取 4,000円 買取 4,000円 買取 6,000円 買取
ガールズ&パンツァー

坂上智代 制服ver.

¥2,000 海麗さん 関西店舗限定カラー(金髪)

¥6,300 灼眼のシャナ

キューポッシュ 秋山優花里

¥4,000 藤林杏 -体育倉庫-

¥3,300 海麗さん 関東店舗限定カラー(茶髪)

¥5,000 シャナ

¥2,000

キューポッシュ 逸見エリカ

¥3,000 古河渚 reproduction

¥2,500 セラちゃん リペイントver.(金髪)

¥6,000 シャナ キャンディービキニver.

¥2,700

キューポッシュ 西住まほ

¥2,200 KYOSHOアリスモータース

キューポッシュ 西住みほ

¥1,500 レースクイーン アリス

島田愛里寿

¥6,000 グランブルーファンタジー

ミカ

¥4,900 シャルロッテ

かのこん

ダヌア

源ちずる

¥3,400 グリザイアの果実

源ちずる 特別版

¥4,800 周防天音

犹守望

¥2,000 松嶋みちる

KANON

鉄のラインバレル

ナオミ
¥2,000 薔子さん

¥3,000 シャナ 紅蓮ver.

¥2,700

¥3,000 シャナ チャイナビキニver.

¥2,000

最遊記
¥4,800 玄奘三蔵

シャナ 水着ver.

¥3,500 サクラ大戦

時雨亜沙 特別版

真宮寺さくら

¥4,000 シュヴァルツェスマーケン

¥3,800 シスター・プリンセス

アイリスディーナ

¥11,000 花穂 制服版

¥1,200 アミル 水着ver.

¥2,500 リィズ

¥2,000 九条美海

¥2,100 アミル・マナフレア

¥3,500 Steins; Gate

水瀬名雪

¥2,000 黒執事

両儀式 -夢のような、日々の名残Quartett!
シャルロット・フランシア 限定版
艦隊これくしょん

¥5,800 シエル・ファントムハイヴ
セバスチャン・ミカエリス
¥4,400 葬儀屋
GATE -自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり-

¥6,100 裏雪姫 水着ver.

¥2,500 水戸郁魅

¥5,000 エアリィ・アーデット

¥1,500 神曲奏界ポリフォニカ

王女殿下の料理番 ローナ

¥3,000 ロゥリィ・マーキュリー

雷 アニメver.

¥3,000 血界戦線

電 アニメver.

¥3,000 クラウス・V・ラインヘルツ

響 アニメver.

¥6,000 恋姫無双

吹雪

¥2,000 関羽(愛紗)

¥2,500 キルマリア・アイディーン

キューポッシュ 雷

¥3,500 諸葛亮(朱里)

¥5,000 クララクラン ノワールメイドver.

キューポッシュ 響

¥2,300 諸葛亮(朱里) はわわ軍師

¥3,000 光明の熾天使サクヤ -Mode:セラフィム-

ざんげちゃん
機動戦艦ナデシコ
ホシノ・ルリ フリルスタイル
GANGSTA.

攻殻機動隊
¥2,700 草薙素子
ゴーストバスターズ
¥2,600 ゴーストバスターズ美少女 ルーシー
コードギアス 反逆のルルーシュ

ウォリック・アルカンジェロ

¥3,100 ルルーシュ CODE BLACK 1st Live Encore! ver.

ニコラス・ブラウン

¥3,000 ご注文はうさぎですか?

キューポッシュフレンズ
アリス

チノ
¥5,000 こばと。

境界線上のホライゾン

小鳩

浅間・智 ズドン巫女ver.

¥5,000 最終兵器彼女

本多・二代

¥2,000 ちせ

CLANNAD

The Art of Shunya Yamashita

¥2,000 牧瀬紅莉栖
¥2,000 食戟のソーマ

暁 アニメver.

かんなぎ

¥3,000

¥7,900 いたずら怪盗 シャオメイ

¥11,000 エクセラ・ノア・アウラ

¥9,000 カグヤ
風の女神 ゼクティ
¥2,500 キリカ・トワ・アルマ
キリカ・トワ・アルマ 紅葉羽衣ver.

サクヤ -Mode:クリムゾン¥3,500 サクヤ -Mode:セラフィムサクヤ -Mode:セルリアン¥3,000 ゼクティ 軍服ver.
セレスティア
¥4,600 ネリス ゲーマガver.
パニス・アンジェリクス
¥8,500 ブランネージュ 水着ver.
ミスティ
¥2,500 メルティ
リンナ・メイフィールド
¥2,000 ルフィーナ
ローゼリンデ・フレイア

¥2,600
¥2,000

¥2,700 城崎絵美 水着版

アルフィン アンブリオver.

¥3,700

カティア

水瀬秋子

グレル・サトクリフ

¥2,100

¥2,500 アイリスディーナ 黒の宣告ver.

シャイニングシリーズ

月宮あゆ

空の境界

¥4,000

¥8,000 SHUFFLE!!

¥4,000

¥2,100

¥2,000

¥3,500 コーティカルテ・アパ・ラグランジェス ゲーマガver.
¥4,000 進撃の巨人
¥2,300 エレン・イェーガー

¥2,500

¥3,000 ミカサ・アッカーマン

¥7,400

¥4,000 リヴァイ

¥6,000

¥4,000 神撃のバハムート
¥2,500 ダークエンジェル・オリヴィエ

¥11,000

¥2,600 ダークエンジェル・オリヴィエ++
¥11,000 ディアドラグーン・フォルテ

¥5,000
¥11,000

¥2,000 ミステールワーデン・スピネ

¥3,500

¥2,000 ミステールワーデン・スピネ+

¥4,900

¥3,500 リトルクイーン・ヴァンピィ

¥5,000

¥2,500 スーパーダンガンロンパ2
¥2,000 狛枝凪斗

¥5,200

¥4,000 日向創

¥4,900

¥2,000 School Days
¥2,400 桂言葉

¥7,400

¥3,000 桂言葉 Yシャツver.キャラアニ限定版

¥4,000

¥1,500 西園寺世界

¥4,500

¥5,000 ストライクウィッチーズ
¥2,000 エイラ・イルマタル・ユーティライネン

¥2,400

¥5,000 ゲルトルート・バルクホルン

¥2,500

伊吹風子

¥3,100 有栖川椎

¥4,700 ローナ

¥2,500

坂上智代 reproduction

¥1,000 海麗さん Blue Abyss ver.

¥6,300 ローナ 覚醒ver.

¥3,300

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

Tony'sﾋﾛｲﾝ ｱｲｵｰﾝ･ﾘｰﾈ ﾃｲﾙｽﾞｵﾌﾞﾍﾞﾙｾﾘｱ ﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄ ソードアート・オンライン シノン 東京喰種 金木研 AWAKENED

6,500円 買取 5,000円 買取 7,000円 買取 14,000円 買取
ストリートファイター STREET FIGHTER美少女

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか

かすみ -サザンクロス-

いぶき

¥2,600 ヘスティア

キャミィ

¥6,000 ダンスインザヴァンパイアバンド

さくら

¥3,000 ミナ・ツェペッシュ

ジュリ

¥6,500 中二病でも恋がしたい!

春麗

¥5,500 キューポッシュ 小鳥遊六花

¥2,500 JAYCEE ジュリア・チャン

¥3,000 向坂環 でらっくす

¥2,500

春麗 -PINK COSTUME-

¥3,000 キューポッシュ 凸守早苗

¥2,000 アリサ・ボスコノビッチ

¥6,000 向坂環 -パニック!-

¥1,500

ポイズン

¥2,900 小鳥遊六花

¥5,600 アリサ・ボスコノビッチ 三島財閥指定特殊カラー

¥5,000 向坂環 ピンクメイドver.

¥2,000

レインボー・ミカ

¥4,000 超昂閃忍ハルカ

¥4,000 向坂環 メイドver.

¥1,200

セブンスドラゴンⅢ
フォーチュナー(ムルムル)
ゼロの使い魔

閃忍ナリカ
¥4,000 閃忍ナリカ ダメージver.
閃忍ハルカ ダメージver.

ルイズ Sweet White ver.

¥3,900 テイルズオブシリーズ

ルイズ 小悪魔ver.

¥2,000 アーチェ・クライン

戦国大戦
五郎八姫 Tony ver.
戦国BASARA

コレット・ブルーネル
¥5,000 スレイ
ナタリア・L・K・ランバルディア

¥5,000 ヒトミ -リトルベアー-

¥2,000 ToHeart2

ヒトミ -レティクル¥4,100 マリー・ローズ
鉄拳 TEKKEN美少女

アンナ・ウィリアムズ

¥4,500 くのいちイルファ

¥1,500

¥6,300 向坂環 -Night before Xmas-

¥4,000

¥4,500 向坂環 -挑発-

¥1,500

向坂環 挑発でらっくす

¥9,300

¥3,000 風間飛鳥

¥5,000 向坂環 -誘惑-

¥4,000

¥1,000 風間準

¥7,000 河野はるみ -ラブモーション-

¥2,000

¥2,000 クリスティ・モンテイロ

¥5,800 このみウィッチ ゲーマガver.

¥2,500

ニーナ・ウィリアムズ

¥4,000 小牧郁乃

¥2,700

¥2,100 ラッキークロエ

¥2,600 小牧愛佳 ミルキーワンピースver.

¥2,000

¥3,000 リリ

¥4,000 サムライ環 アカゾナエver.

¥2,200

¥6,000 リン・シャオユウ

¥7,000 シルファ -サマーメモリーズ-

¥2,300

¥2,500 テニスの王子様

タマ姉&いいんちょ クリスマス委員会 ゲーマガver.

¥3,600

戦極像 真田幸村

¥2,000 ベルベット・クラウ

¥5,000 跡部景吾

¥3,100 ダンサーまーりゃん

¥1,000

戦極像 長曾我部元親

¥3,000 ミクリオ

¥2,900 越前リョーマ

¥2,800 菜々子 ネコ耳スクール水着ver.

¥2,000

¥3,200 白石蔵ノ介

¥4,000 菜々子 ネコ耳スクール水着ver.黒ネコ版

¥5,000

¥2,500 手塚国光

¥3,600 バード シルファ

¥2,000

幸村精市

¥4,200 ファイターささら

¥3,500

戦国ランス

ミント・アドネード

上杉謙信

¥2,400 リオン・マグナス

上杉謙信 白の軍神

¥3,600 デート・ア・ライブ

香姫

¥3,100 時崎狂三

¥8,000 デビルメイクライ

シィル・プライン

¥2,600 時崎狂三 -魅惑ノ刻々帝使イ-

¥8,000 ダンテ(DMC3)

¥12,000 柚原このみ アクアチューブトップver.

¥2,400

ダンテ(DMC4)

¥5,000 柚原このみ 魅惑のコーラルグリーン

¥2,000

シィル・プライン ランスⅥver.

¥2,300 DEAD OR ALIVE

山本五十六

¥3,600 Venus on the beach! あやね

戦場のヴァルキュリア
アリシア・メルキオット
ソード&ウィザーズ

Venus on the beach! あやね 限定版
¥9,900 Venus on the beach! かすみ
Venus on the beach! かすみ 限定版

¥3,000 バージル
¥3,000 天元突破グレンラガン
¥3,000 ヨーコ 紅蓮編
¥3,200 刀剣乱舞

雪城冬華

¥3,500 Venus on the beach! こころ

¥3,000 蛍丸

雪城冬華 ダメージver.

¥6,000 Venus on the beach! こころ 限定版

¥7,000 とあるシリーズ

¥3,000

射命丸文 Rev.TOKIAME

¥2,000
¥4,000

¥2,500 東京喰種
金木研 AWAKENEDver.

¥14,000

¥2,700 初春飾利

¥2,000 咎狗の血

¥6,000 Venus on the beach! ティナ 限定版

¥7,000 佐天涙子

¥1,000 Akira -Illustration by Uiro Yamada-

¥4,200

¥2,400 Akira -Illustration by Uiro Yamada- Damage ver.

¥3,500

シノン -Phantom Bullet-

¥7,000 Venus on the beach! ヒトミ
¥2,000 Venus on the beach! ヒトミ 限定版

イカロス

¥5,000

霧雨魔理沙 Rev.TOKIAME

Venus on the beach! ティナ

キューポッシュ アスナ
そらのおとしもの

¥16,000 十六夜咲夜 コンプエース5周年記念

¥4,000 霧雨魔理沙 松倉ねむver.

¥5,000 Venus on the beach! かすみSP

アスナ -Fairy Dance-

¥2,900

¥6,000 東方Project

¥2,000 ネロ

フェリシア Bunny ver.

ソードアート・オンライン

魔法少女まーりゃん

Venus on the beach! レイファン 限定版

¥3,000 Shiki -Illustration by Uiro Yamada-

¥2,900

¥4,500 御坂美琴 -とあるLEVEL5の桃色メイド-

¥3,600 アキラ 軍服ver.

¥2,400
¥2,000

¥4,800 御坂美琴 -とあるメイド姿の超電磁砲-

¥2,000 アキラ 白軍服ver.

ニンフ

¥3,000 あやね テクモオンライン限定版

¥2,600 御坂美琴 常盤台中学指定水着 アニメver.

¥2,600 Tony'sヒロインコレクション

ニンフwithイカロスとアストレア

¥2,100 かすみ -cherish-

¥1,800 御坂美琴 フリフリ水着 アニメ版

¥2,000 電脳妖精 アイオーン・リーネ

¥6,500

¥4,500 御坂美琴 水遊び アニメver.

¥4,200 ぴーす★きーぱー デイジー

¥3,000

ソ・ラ・ノ・ヲ・ト
カナタ(空深彼方)

¥10,600 あやね

¥7,000 白井黒子 -とあるLEVEL4の桃色メイド¥10,800 御坂美琴 白水着 アニメver.

かすみ -アリエス¥2,000 かすみ -ヴァーゴ-

¥5,000

フィギュア1点から買い取ります!

フェアリー★ガーデン アナベル

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

¥3,000

俺ガイル 由比ヶ浜結衣

変態王子と笑わない猫 筒隠月子

俺ガイル 雪ノ下雪乃

ﾗﾌﾞﾗｲﾌﾞ! 園田海未 夏色えがお

4,500円 買取 13,000円 買取 9,500円 買取 6,000円 買取
トップをねらえ!
タカヤノリコ

プラモつくろう‐CUSTOM‐
¥2,500 air

トライガン

¥2,900 イーニァ・シェスチナ -SUKUMIZU-

ブレイブ・ストーリー

ヴァッシュ・ザ・スタンピード

¥6,000 キ・キーマ

ヴァッシュ・ザ・スタンピード -The Gunman in Black-

¥6,000 フレームアームズ・ガール

ニコラス・D・ウルフウッド

¥5,800 キューポッシュ 轟雷

とらドラ!
逢坂大河 -the Last Episode-

¥2,000 ペルソナ3
¥3,900 桐条美鶴

ながされて藍蘭島

魔法少女まどか☆マギカ

¥2,300 主人公

¥7,000 キューポッシュ 筒隠月子
筒隠月子

彼女

¥7,200 Megpoid GUMI

レイチェル

¥6,000 僕は友達が少ない

ノーゲーム・ノーライフ

¥7,300 羽瀬川小鳩

はぴねす!
渡良瀬準

羽瀬川小鳩 -高貴ナル夜ノ血族-

遙かなる時空の中で
武蔵坊弁慶

ポケットモンスター

バンブーブレード
川添珠姫

レッドwithピカチュウ
¥2,500 HORROR美少女

Piaきゃろっとへようこそ!
木ノ下留美 メイドタイプ

ジェイソン・ボーヒーズ
¥1,000 シザーハンズ

緋弾のアリアAA
間宮あかり

チャッキー
¥3,400 ティファニー

Phantom
アイン GA Graphic ver.

フレディ・クルーガー
¥3,200 WHITE ALBUM

Fate

森川由綺
¥7,000 まおゆう 魔王勇者

騎士王 セイバー

¥8,000 魔王 紅玉の瞳

セイバー 水着ver.

¥3,300 機巧少女は傷つかない

セイバー・エクストラ
間桐桜 ヴァケーションver.

¥11,000 夜々

FORTUNE ARTERIAL
千堂瑛里華 ゲーマガver.

MASS EFFECT美少女 タリ・ゾラ
¥1,000

フィギュア1点から買い取ります!

¥3,000

マリク・イシュタール

¥3,900

¥2,000
¥5,700

¥2,000 魔法少女リリカルなのは

レモン・マジシャン・ガール
¥1,000 キューポッシュ ブラック・マジシャン・ガール Ver.1.5

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.

¥4,000 浦飯幽助
¥4,500 蔵馬

¥2,000 ミュー 奇蹟の大地
ミューズエルフ

¥3,500 もえたん

ぱすてるインク TVカラー版
¥6,000 ＜物語＞シリーズ
¥4,000 忍野扇
忍野忍

¥2,000
¥2,100

幽遊白書

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.限定版

桑原和真
¥2,000 飛影
妖狐蔵馬

¥2,900
¥8,000
¥15,600
¥3,000
¥7,700

¥2,800 夜明け前より瑠璃色な
フィーナ・ファム・アーシュライト

¥1,500

¥2,500 夜桜四重奏
¥2,000 七海アオ

¥2,100

ヨスガノソラ
¥7,000 春日野穹 すくみず

¥2,000

¥2,500 ラブライブ!

¥6,900 忍野忍 -私服-

¥4,500 園田海未 夏色えがおで1,2,Jump! Ver.

¥3,000 忍野忍 -ぱないの!-

¥4,800 Lamento

¥6,000

¥3,900 神原駿河

¥4,000 コノエ

¥3,000

¥4,000 戦場ヶ原ひたぎ

¥1,500 レイ

¥6,000

¥4,000 戦場ヶ原ひたぎ -恋物語戦場ヶ原ひたぎ -偽物語-

八九寺真宵 リペイント版
¥3,000 ブラック羽川
モノノ怪
¥4,900 薬売り

¥2,500 マスエフェクト3

¥6,000

¥2,000 ブラック・マジシャン・ガール 劇場版

¥1,500 闇遊戯 -運命の決闘!!-

¥2,000 八九寺真宵

アサシン/謎のヒロインX

¥3,600 ブラック・マジシャン・ガール

¥1,500 闇遊戯

キューポッシュ 美樹さやか

¥2,500 虹原いんく TVカラー版

¥5,000 ハルカ with ミズゴロウ

¥4,000
¥3,400

¥3,700 キューポッシュ 暁美ほむら 制服ver.

¥2,000 メタルギアソリッド美少女 スナイパーウルフ

¥3,300 三日月夜空

¥2,000 ブラック・マジシャン
¥1,500 ブラック・マジシャン -運命の決闘!!-

¥4,300

¥2,000 メタルギアソリッド

柏崎星奈

¥4,300

¥3,500

¥5,800

リュウ・ハヤブサ

¥1,500 城之内克也

¥4,800 闇マリク

まほろまてぃっく

¥5,000 ボーカロイド

¥4,000
¥3,800

¥2,000 鹿目まどか

¥4,500 高町なのは -制服-

呉葉

¥2,500 アテム
¥2,000 海馬瀬人

¥4,000 闇バクラ

¥2,500 放課後プレイ

NINJA GAIDEN

遊戯王

¥2,500 暁美ほむら -巫女服-

変態王子と笑わない猫

NEW GAME!

白

篁唯依 -緋焔白霊¥2,900 御剣冥夜

真田明彦

夏目友人帳

涼風青葉

篁唯依 衛士強化装備
¥2,500 篁唯依 -月華-

ブレスオブファイア6

逢坂大河 絶叫デザイン水玉水着ver.

夏目貴志&斑

クリスカ・ビャーチェノワ 衛士強化装備
¥2,700 クリスカ・ビャーチェノワ -紅蓮-

¥4,800 ニーナ

逢坂大河 絶叫デザイン水着ver.

すず

マブラヴ オルタネイティヴ

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている
¥3,500 由比ヶ浜結衣
雪ノ下雪乃

¥4,000 Re:ゼロから始める異世界生活
¥6,000 エミリア

¥18,000

¥1,200 リトルバスターズ!
¥3,800 神北小毬

¥2,300

¥5,000 棗鈴 猫日和

¥3,000

能美クドリャフカ
¥7,000 能美クドリャフカ ハロウィンver.
能美クドリャフカ わふーver.

¥2,000
¥3,200
¥2,000

¥13,000 わんおふ -one off¥9,500 汐崎春乃

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

¥4,000

