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アイドリッシュセブン 『しゅやくだ!王様プリン』

商

品

名

商

買取価格

仮面ライダーシリーズ 『生誕45周年記念』

¥1,200 A賞：仮面ライダーエグゼイドレベル2ソフビフィギュア
アイドルマスターシンデレラガールズ
艦隊これくしょん

しゅやくだ!王様プリン ラストワン賞：ねそべり王様プリンぬいぐるみ

品

アニくじ

名

買取価格

新テニスの王子様

¥1,500 A-1賞：日吉若フィギュア

¥1,200

A-2賞：財前光フィギュア

¥1,200

PART 1 A賞：渋谷凛PMフィギュア

¥1,000 真夏の艦娘だらけの水泳大会! A賞：大和PMフィギュア

¥6,000 水曜どうでしょう 『ありがたいなぁ』 3/29発売予定

PART 3 A賞：神崎蘭子PMフィギュア

¥1,500

真夏の艦娘だらけの水泳大会! B賞：榛名改ニPMフィギュア

¥6,500 A賞：一生どうでしょう/20周年記念 後編

PART 3 B賞：アナスタシアPMフィギュア

¥1,500

第三次作戦 空母機動部隊 見参! ラストワン賞：瑞鶴フィギュア/特色仕様

PART 4 A賞：島村卯月PMフィギュア

¥1,500

¥1,500 E賞：コスチュームonちゃんぬいぐるみ
¥2,000
すみっコぐらし 『のこさずたべてね すみっコ弁当』

機動戦士ガンダム

PART 4 B賞：新田美波PMフィギュア
¥1,000 35th Anniversary B賞：シャアフィギュア
アイドルマスターミリオンライブ!
マイルーム戦役 A賞：ガンダムナイトランプ
BELIEVE MY DRE＠M!! MEMORY パペット賞：リトルあんなパペット

¥1,000 B賞：とかげぬいぐるみ
戦国BASARA 『戦国創世』
¥1,200 KING OF PRISM by PrettyRhythm 『ROAD TO PRISM KING CUP』

アクセル・ワールド
A賞：黒雪姫フィギュア/黒揚羽蝶

¥4,000 A賞：しろくまとえびふらいのしっぽセットぬいぐるみ

A賞：一条シン＆如月ルヰぬいぐるみセット
¥2,500 B賞：太刀花ユキノジョウぬいぐるみ

うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレジェンドスター C賞：香賀美タイガぬいぐるみ

¥1,200 A賞：伊達政宗リアルフィギュア
ソードアート・オンライン
¥900

¥2,000

¥900
¥900
¥1,000

¥900 STAGE 1 S賞：アスナPMフィギュア/ウンディーネSP

¥3,000

meetリラックマ A賞：リラックマぬいぐるみ 一十木音也

¥1,000 D賞：十王院カケルぬいぐるみ

¥900 STAGE 2 B賞：アスナPMフィギュア

¥3,000

meetリラックマ B賞：リラックマぬいぐるみ 聖川真斗

¥1,000 E賞：鷹梁ミナトぬいぐるみ

¥900 STAGE 3 A賞：ユウキPMフィギュア

¥4,000

meetリラックマ C賞：リラックマぬいぐるみ 四ノ宮那月

¥1,000 F賞：西園寺レオぬいぐるみ

¥900 オーディナル・スケール A賞：アスナフィギュア

¥1,500

meetリラックマ D賞：リラックマぬいぐるみ 一ノ瀬トキヤ

¥1,000 G賞：涼野ユウぬいぐるみ

¥900 オーディナル・スケール B賞：アスナフィギュア/SP

¥2,200

meetリラックマ E賞：リラックマぬいぐるみ 神宮寺レン

¥900 メイドワールド A賞：アスナフィギュア
みんなのくじ タイムボカン24

¥1,500

meetリラックマ F賞：リラックマぬいぐるみ 来栖翔

¥1,000 ラストゲット賞：大和アレクサンダーぬいぐるみ
キングダム 『最強の将達』
¥1,000

meetリラックマ G賞：リラックマぬいぐるみ 愛島セシル

¥1,000 A賞：王騎フィギュア

¥1,500 A賞：メカブトンぬいぐるみ

¥900

meetリラックマ H賞：リラックマぬいぐるみ 寿嶺二

¥1,700 B賞：クワガッタンぬいぐるみ

¥900

meetリラックマ I賞：リラックマぬいぐるみ 黒崎蘭丸

¥1,000 ラストワン賞：王騎フィギュア/ラストワンver.
銀魂
¥1,000

meetリラックマ J賞：リラックマぬいぐるみ 美風藍

¥1,000 B賞：白夜叉フィギュア

¥1,500

meetリラックマ K賞：リラックマぬいぐるみ カミュ

¥1,000 こんな銀さん見たことない（?） A賞：坂田銀時フィギュア

¥2,000 A賞：日向創フィギュア

¥1,500

¥2,000 ラストゲット賞：カムクライズルフィギュア
ツキウタ。
¥1,000

¥3,000

エヴァンゲリオン

こんな銀さん見たことない（?） ラストワン賞：坂田銀時フィギュア/シャイニーカラー

20ｔｈAnniversary B賞：式波・アスカ・ラングレーフィギュア

¥1,200

20ｔｈAnniversary ラストワン賞：式波・アスカ・ラングレーフィギュア/ラストワンver.

¥1,000

ミラーパネルフィギュア賞：綾波レイ

笑顔を護る者たちの日常と非日常 C賞：沖田総悟フィギュア

ラストワン賞：おだてブタぬいぐるみ

劇場版 黒子のバスケ LAST GAME

みんなのくじ

¥900

ダンガンロンパ 『The End of 希望ヶ峰学園-絶望編』

Wonderful time！ A賞：王様ウサ。ぬいぐるみ

¥2,000

¥4,000 A賞：黒子テツヤきゅんキャラ

¥600 Wonderful time！ B賞：魔王様ウサ。ぬいぐるみ

¥2,000

新劇場版 エヴァレーシング B賞：式波・アスカ・ラングレー/エヴァレーシング

¥1,000 B賞：火神大我きゅんキャラ

¥600 アニくじ Procellarum A賞：パンウサ。ぬいぐるみ（中）/灰

¥2,000

新劇場版 リフトオフ! A賞：式波・アスカ・ラングレーフィギュア

¥1,000 C賞：黄瀬涼太きゅんキャラ

¥600 アニくじ Six Gravity A賞：パンウサ。ぬいぐるみ（中）/黒

¥4,000

新劇場版 リフトオフ! ラストワン賞：式波・アスカ・ラングレーフィギュア/ラストワンver.

¥1,500 D賞：緑間真太郎きゅんキャラ

¥600 ディズニークリスタルシーズン 『Story of Memories』

ガールズ＆パンツァー劇場版 『戦車道は乙女のたしなみです!』

E賞：青峰大輝きゅんキャラ

A賞：大洗女子学園 西住みほちびきゅんキャラ＆戦車セット

¥1,200 F賞：紫原敦きゅんキャラ

B賞：聖グロリアーナ女学院 ダージリンちびきゅんキャラ＆戦車セット

¥1,200 G賞：赤司征十郎きゅんキャラ
劇場版 天元突破グレンラガン
¥1,200

C賞：サンダース大学付属高校 ケイちびきゅんキャラ＆戦車セット

E賞：プラウダ高校 カチューシャちびきゅんキャラ＆戦車セット

¥1,200 B賞：ヨーコフィギュア
コードギアス 『in Wonderland』
¥1,200

F賞：黒森峰女学園 西住まほちびきゅんキャラ＆戦車セット

¥1,200

G賞：知波単学園 西絹代ちびきゅんキャラ＆戦車セット

¥1,200

H賞：継続高校 ミカちびきゅんキャラ＆戦車セット

¥1,200 ラストワン賞：アリサ・イリーニチナ・アミエーラフィギュア
ジョジョの奇妙な冒険
¥800

D賞：アンツィオ高校 アンチョビちびきゅんキャラ＆戦車セット

I賞：大学選抜チーム 島田愛里寿ちびきゅんキャラ＆戦車セット

怪盗グルー 『ミニオン大量発生中!』

¥600 A賞：ミッキーマウスぬいぐるみ/蒸気船ウィリー
ハピネット 刀剣乱舞-花丸¥600

¥1,600

¥600 A賞：加州清光フィギュア

¥1,500

B賞：大和守安定フィギュア
ドラゴンボール
¥2,500

¥1,500

<Z> 限界突破編 大猿フィギュア賞

¥3,500

¥2,000 <改> 最強ライバル編 ラストワン賞：ブロリーフィギュア
<改> 最高レベルの決戦編 A賞：孫悟空＆神龍フィギュア
ゴッドイーター 『5ｔｈAnniversary』

C賞：アーニャ・アールストレイムPMフィギュア/in Wonderland

Part1-3 A賞：ジョセフ・ジョースターフィギュア

¥2,000 DBワールド D賞：少年孫悟空フィギュア

¥6,000
¥1,500
¥2,500

THANK YOU! 30ｔｈ!! B賞：特別版MEGA WCF「神龍」

¥2,500

¥2,000 THANK YOU! 30ｔｈ!! ラストワン賞：孫悟空フィギュア

¥1,000

A賞：なが～いケビンクッション

¥1,200 第3部 BLACK B賞：ザ・ワールドスタンドフィギュア

¥3,500

アニメ30周年記念 A賞：超サイヤ人ゴッド超サイヤ人孫悟空フィギュア

¥1,000

B賞：陽気なスチュアートクッション

¥1,200 第3部 WHITE B賞：スタープラチナフィギュア

¥3,000 アニメ30周年記念 B賞：超サイヤ人3孫悟空フィギュア

¥1,000

C賞：あまえんぼうボブクッション

¥1,200 第4部 ACT2 B賞：キラークイーンフィギュア
進撃の巨人
¥1,200

¥1,200 アニメ30周年記念 C賞：超サイヤ人孫悟空フィギュア

¥1,000

アニメ30周年記念 D賞：超サイヤ人孫悟空/ダメージ

¥1,000

悟空vsフリーザ超対決編 ラストワン賞：フリーザフィギュア/屈辱の記憶

¥2,000

ラストワン賞：ごきげんボブクッション

くじ奪還作戦 A賞：リヴァイフィギュア/立体機動

¥1,300

★買取価格は相場・状態・在庫数・再販情報により、毎日変動します。 ★買取価格は作成時の価格です。価格を保障するものではございませんので予めご了承下さい。
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商

品

名

買取価格

ギラサマアンコール!! B賞：シェリル・ノームPMフィギュア/白うさぎデレデレカラー

¥1,400

商

品

名

買取価格

ラブライブ！

うたた寝びより A賞：おひるねニャンコ先生ぬいぐるみ

¥1,200

サヨナラノツバサ A賞：シェリル・ノームPMフィギュア/オルレアン

¥1,500 Kyun-Kyun Sensation! A賞：ビジュアライズフレーム

¥2,000

プリチー着ぐるみニャンコ先生 A賞：ニャンコ先生ぬいぐるみ

¥1,600

ラストフロンティア A賞：シェリル・ノームPMフィギュア/ラストフロンティア

¥1,000 The School Idol Movie E賞：星空凛PMフィギュア

¥1,500

プリチー着ぐるみニャンコ先生 B賞：トラ猫着ぐるみニャンコ先生ぬいぐるみ

¥1,200

歌姫コレクション② 2ndステージA賞：花魁シェリルフィギュア

¥4,000 The School Idol Movie F賞：西木野真姫PMフィギュア

¥3,000

プリチー着ぐるみニャンコ先生 C賞：三毛猫着ぐるみニャンコ先生ぬいぐるみ

¥1,200

春さきどり!歌姫コレクション!! A賞：ドレスシェリルPMフィギュア

¥1,000 The School Idol Movie H賞：小泉花陽PMフィギュア

¥1,000

プリチー着ぐるみニャンコ先生 D賞：黒猫着ぐるみニャンコ先生ぬいぐるみ

¥1,200

プリチー着ぐるみニャンコ先生 ラストワン賞：招き猫風ニャンコ先生ぬいぐるみ

¥2,000 PART2 C賞：佐倉杏子PMフィギュア

¥1,200 B賞：高海千歌きゅんキャラ

¥1,200

星空の下で C賞：斑トリビュートフィギュア

¥3,000 SPリミテッド A賞：アルティメットまどかPMフィギュア

¥1,500 C賞：桜内梨子きゅんキャラ

¥1,200

NARUTO-ナルト-疾風伝

新編 叛逆の物語 ラストワン賞：悪魔ほむらPMフィギュア/SP

¥1,000 D賞：松浦果南きゅんキャラ

¥1,200

A賞：ナルトフィギュア

¥4,000

壱之巻 A賞：ナルト仙人モードフィギュア

¥2,000

NEW GAME！ 『Level.1』
B賞：青葉ぬいぐるみ/クマさん寝袋

ラブライブ!サンシャイン!! 『2nd』

魔法少女リリカルなのは
The MOVIE2nd② B賞：フェイト・テスタロッサPMフィギュア

E賞：黒澤ダイヤきゅんキャラ
¥1,000 F賞：渡辺曜きゅんキャラ

ミイラの飼い方 『ミーくんたちとの暮らし』
¥900 A賞：ミーくん登場！ぬいぐるみセット

ハイキュー！！ 『新・ゴミ捨て場の決戦!』
B賞：日向翔陽リアルフィギュア

魔法少女まどか☆マギカ

¥2,500

鋼の錬金術師

ラストワン賞：空のスクールバッグ付きミーくんぬいぐるみ

G賞：島津善子きゅんキャラ

¥1,200
¥1,200
¥1,200

¥1,200 H賞：国木田花丸きゅんキャラ

¥1,200

¥1,200 I賞：小原鞠莉きゅんキャラ

¥1,200

〈物語〉シリーズ

J賞：黒澤ルビィきゅんキャラ

¥1,200

ワンピース

おやつタイム A賞：忍野 忍フィギュア/プレーン

¥1,500

¥1,000 暦ト愉怪ナ彼女達 A賞：阿良々木暦きゅんキャラ

¥700

Change of Generation B賞：エドワード・ニューゲート/SPカラー

¥1,500

暦ト愉怪ナ彼女達 B賞：忍野忍きゅんキャラ

¥700

EXTRA CLOSET-Re:Members Log- A賞：ロブ・ルッチフィギュア

¥2,000

A賞：ゴンフィギュア

¥2,000 暦ト愉怪ナ彼女達 C賞：戦場ヶ原ひたぎきゅんキャラ

¥700

EXTRA CLOSET-Re:Members Log- B賞：ネフェルタリ・ビビフィギュア

¥2,000

B賞：ヒソカフィギュア

¥3,000 暦ト愉怪ナ彼女達 D賞：神原駿河きゅんキャラ

¥700 GIRLS COLLECTION A賞：しらほしフィギュア

¥1,800

緋色の追憶編 ラストワン賞：ヒソカフィギュア/奇術師

¥3,000 暦ト愉怪ナ彼女達 E賞：羽川翼きゅんキャラ

¥700 GIRLS COLLECTION② B賞：ナミフィギュア

¥1,500

¥700 ROMANCE DAWN/前編 D賞：フランキーフィギュア

¥2,000

第2弾 C賞：ロイフィギュア
HUNTER×HUNTER

みんなのくじ

B-PROJECT～鼓動*アンビシャス～ 暦ト愉怪ナ彼女達 F賞：阿良々木月火きゅんキャラ

B賞：ボイスぬいぐるみ 北門倫毘沙

¥1,200 暦ト愉怪ナ彼女達 G賞：阿良々木火燐きゅんキャラ

¥700 SMSP エース THE SEPIA賞

¥1,200

C賞：ボイスぬいぐるみ 愛染健十

¥1,200 暦ト愉怪ナ彼女達 H賞：千石撫子きゅんキャラ

¥700 SMSP サンジ THE BRUSHⅡ賞 【3/25発売予定】

¥1,500

D賞：ボイスぬいぐるみ 音済百太郎

¥1,200 暦ト愉怪ナ彼女達 I賞：八九寺真宵きゅんキャラ

¥700 SMSP サンジ THE BRUSH賞 【3/25発売予定】

¥1,500

Next Dream B賞：ボイスぬいぐるみ 是国竜持 【3/25発売予定】

¥1,000 傷物語/鉄血篇 A賞：キスショットPMフィギュア

¥3,500 SMSP サンジ THE TONES賞 【3/25発売予定】

¥1,500

Next Dream C賞：ボイスぬいぐるみ 金城剛士 【3/25発売予定】

¥1,000 傷物語/鉄血篇 B賞：キスショットPMフィギュア/10歳

¥2,000 SMSP サンジ TWO DIMENSIONS賞 【3/25発売予定】

¥1,500

Next Dream D賞：ボイスぬいぐるみ 釈村帝人 【3/25発売予定】

¥1,000 傷物語/鉄血篇 C賞：キスショットPMフィギュア/12歳

¥3,000 VS海軍 B賞：赤犬フィギュア

¥2,500

傷物語/鉄血篇 ラストワン賞：キスショットPMフィギュア/パール

¥2,500 ガルチュー!!ゾウの国 A賞：サンジフィギュア

¥1,200

¥6,000 傷物語/熱血篇 A賞：阿良々木暦PMフィギュア

¥1,800 ガルチュー!!ゾウの国 C賞：ネコマムシフィギュア

¥1,500

¥2,000 スリラーバーク編 A賞：オーズビッグソフビ

¥4,500

美少女戦士セーラームーン
A賞：セーラームーンドリーミーフィギュア
Fateシリーズ

傷物語/熱血篇 B賞：17歳ver.キスショットPMフィギュア

10th記念②セイバーSP B賞：闇に染まりし暴君 セイバーオルタPMフィギュア

¥3,000 傷物語/熱血篇 C賞：10歳ver.キスショットPMフィギュア

¥1,000 スリラーバーク編 B賞：ルフィ/ナイトメア

¥2,000

10th記念②セイバーSP D賞：マスターアルトリアPMフィギュア

¥3,000 傷物語/熱血篇 D賞：羽川翼PMフィギュア

¥1,500 ドラム王国 A賞：エモーショナルフィギュア/ルフィ

¥1,800

10th記念②セイバーSP ラストワン賞：-誇り高き騎士王-セイバーPMフィギュア/ラストワンver.

¥6,000

傷物語/熱血篇 ラストワン賞：パール仕様17歳ver.キスショットPMフィギュア

¥2,500

¥2,500

西尾維新アニメプロジェクト/化物語 B賞：とがめPMフィギュア

¥1,200 ヒストリーオブルフィ A賞：ルフィフィギュア

¥1,200

ポケットモンスター

ヒストリーオブゾロ B賞：師弟フィギュア/GRANDLINE MEN

「サン・ムーン」発売記念 A賞：ピカチュウぬいぐるみ/男の子主人公

¥1,000 暦ノ誇り ラストワン賞：忍野忍PMフィギュア/SPカラー

¥1,000 ヒストリーオブルフィ B賞：シャンクスフィギュア

¥2,000

「サン・ムーン」発売記念 ラストワン賞：ピカチュウぬいぐるみ/女の子主人公

¥1,000 憑物語 A賞：斧乃木余接フィギュア

¥1,200

¥2,000

ねぶくろコレクション ねぶくろいっぱい A賞：ピカチュウもこもこねぶくろ ピカチュウ

¥1,600 憑物語 B賞：忍野忍PMフィギュア

¥1,000 マリンフォード編SP A賞：火拳のエースフィギュア

¥1,400

ねぶくろコレクション ねぶくろいっぱい B賞：ラプラスもこもこねぶくろ ピカチュウ

¥3,000

マリンフォード最終決戦編 B賞：ミホークフィギュア

¥2,000

ねぶくろコレクション ねぶくろいっぱい ラストワン賞：ヤドンねぶくろ ピカチュウ

¥2,000 A賞：プアぬいぐるみ

マリンフォード編 B賞：エドワード・ニューゲートフィギュア

¥4,000

メモリーズ B賞：ロジャーフィギュア

¥1,800

星のカービィ 『sweet party』

モアナと伝説の海
¥900

モンスターハンターXX

ヒストリーオブルフィ ラストワン賞：シャンクスフィギュア/SPカラー

A賞：カービィおなかいっぱいぬいぐるみ

¥2,000 B賞：ティガレックスたべぐるみ

¥1,200 メモリーズ ラストワン賞：FILM Z ゼットフィギュア

¥1,200

B賞：ワドルディおなかいっぱいぬいぐるみ

¥2,000 C賞：ミルシィぬいぐるみ

¥1,200

メモリーズ② B賞：彩式エドワード・ニューゲートフィギュア

¥2,000

ラストワン賞：カービィおなかいっぱいぬいぐるみ/ラストワンver.

¥2,000

艶色 麦わら絵巻 A賞：咲き誇れ!ナミフィギュア

¥3,000

¥1,000 艶色 麦わら絵巻 B賞：華麗なり ロビンフィギュア

¥3,000

¥1,000 艶色 麦わら絵巻 ラストワン賞：ナミフィギュア/別格

¥2,000

¥1,000 剣士編 A賞：ゾロフギュア

¥1,800

¥1,000 剣士編 B賞：リューマフィギュア

¥2,000

マーベル 『アベンジャーズ集結せよ！』
A賞：スタークラボセット
マクロスF
オープン、ワンモア！ A賞：シェリル・ノームPMフィギュア/オルレアンver.1.5

モンスターハンターストーリーズ RIDE ON
A賞：オトモンリオレウス ぬいぐるみ

¥900 B賞：ナルビー ぬいぐるみ
C賞：オトモンタマゴ型クッション
¥1,000 ラストワン賞：ナルビー顔型クッション

★買取価格は相場・状態・在庫数・再販情報により、毎日変動します。 ★買取価格は作成時の価格です。価格を保障するものではございませんので予めご了承下さい。

