
買取価格 ¥5,000 ¥5,000

¥2,500 ¥6,000 ¥7,000

¥2,300

¥3,700 ¥2,600 ¥6,000

¥6,000 ¥7,500 ¥2,400

¥9,000

¥9,000 ¥7,000 ¥8,000

¥7,000

¥6,000 ¥4,000

¥7,000

¥3,000 ¥4,600

¥4,600 ¥6,000

¥5,500

¥5,000 ¥4,500

¥6,000 ¥3,000 ¥4,500

¥6,000

¥6,000 ¥4,000 ¥1,800

¥4,600 ¥1,500

¥13,000

¥3,400 ¥5,000 ¥4,000

¥7,000 ¥4,000

¥2,800 ¥3,000

¥2,800 ¥3,200

¥3,300 ¥12,500

¥9,000 ¥6,000

¥3,500 ¥6,000 ¥6,000

¥3,800 ¥2,800

¥3,800 ¥10,000

¥6,000 ¥5,000

¥4,000 ¥5,500

¥4,000 ¥2,900

¥4,500 ¥3,500 ¥3,000

¥7,000

¥7,000 ¥1,800 ¥2,500

¥6,500 ¥1,800 ¥3,500

¥1,400 ¥3,000

¥3,500 ¥2,500

¥7,000 ¥1,800

¥2,500 ¥2,000

¥2,800 ¥6,000 ¥6,000

¥5,000 ¥8,000

¥800 ¥7,000 ¥2,000

¥1,500 ¥4,000

¥4,800 ¥2,000 ¥2,000

¥5,000 ¥7,000 ¥1,400

¥6,000 ¥3,500

¥1,700 ¥2,000 ¥2,500

¥1,500 ¥2,500

¥4,500 ¥2,500 ¥2,500

¥9,000 ¥3,500 ¥4,500

¥6,800

¥9,000 ¥1,000 ¥1,700

¥9,000 ¥3,500 ¥1,600

¥2,000 ¥800 ¥1,800

¥4,000 ¥1,000 ¥1,800

¥8,500 ¥3,000

¥800 ¥5,000

¥5,000

¥2,500 ¥6,500

¥7,000 ¥1,000 ¥6,000

¥800 ¥6,500

¥6,500 ¥800 ¥6,500

¥8,000

¥2,500 ¥4,000 ¥8,500

¥3,000

¥1,800 ¥1,000

¥8,000 ¥800

¥1,500 ¥800

¥8,000 ¥2,500

¥7,000 ¥4,500

¥7,000 ¥1,800 ¥3,000

¥6,500 ¥2,000

¥9,000 ¥3,000 ¥2,000

¥1,500

¥6,000 ¥4,500 ¥1,800

¥5,000 ¥5,000 ¥6,000

ガールズ＆パンツァー 魔弾の王と戦姫 仮面ライダー 機動戦士ガンダム

タイトル/商品名 ROBOT魂　ヒステリカ ねんどろいど　雪ミク　Snow Owl 

アイドルマスター 恋は紅い花 ビキニ・ウォリアーズ

figma　あんこうチームセット フリーイング　エレオノーラ＝ヴィルターリア　バニー CSモディフィケーション　ガタックゼクター MATAL　BUILD　ガンダムアストレイレッドフレーム

13,000円買取 12,500円買取 9,000円買取 9,000円買取

ファツトカンパニー　七尾百合子 流れる読書スペース figma　草薙素子　新劇場版 アルター　後藤又兵衛　剣姫

あの夏を待ってる コミック阿吽 Fate

一番くじ　シンデレラガールズ　パート１　C賞　諸星きらり ドラゴントイ　赤月林檎 メガハウス　エクセレントモデルCORE　ファイター　DX

ねんどろいど　神谷奈緒 攻殻機動隊 百花繚乱

ダイキ工業　笹木冴子 グッドスマイルカンパニー　宮園かをり フレア　キャスター　私服

インフィニット・ストラトス 実写 メデォコムトイ　ルーラー　ジャンヌ・ダルクPPP

アルター　谷川紺菜　水着 スカイチューブ　冬月茉莉　純白 figma　衛宮士郎　2.0

いけないビキニのお姉さん 四月の君の嘘 アルター　ヒロインX

ULTRA-ACT　ウルトラマンメビウスメビウスフェニックスブレイブ フリーイング　椎名まゆり　浴衣 フォルト!!S

エルガイム フリーイング　牧瀬紅莉栖　浴衣 スカイチューブ　神和住真夜　テニスウェア

マックスファクトリー　シャルロット・デュノア ＳＨフィギュアーツ　ブルース・リー フェアリーテイル

ウルトラマン シュタインズゲート Myethos　アリス　ANOTHER

プルクラ　新垣あやせ　バニー メガハウス　世界制服作戦　薙切えりな メガハウス　世界制服作戦　明堂院いつき

プルクラ　黒猫　バニー 神撃のバハムート フレームアームズガール

ROBOT魂　ディザード 食戟のソーマ プリキュア！

俺の妹がこんな可愛いわけがない グッドスマイルカンパニー　薙切えりな メガハウス　世界制服作戦　月影ゆり

figma　あんこうチームセット すーぱーそに子 僕らのウォーゲーム！

figma　西住みほ　制服 キャラアニ　すーぱーそに子　パティシエ ＳＨフィギュアーツ　オメガモン

プルクラ　高坂桐乃　バニー コトブキヤ　ミステールワデン・スピネ コトブキヤ　NONスケールプラモデル　マテリア　Normal

ガールズ＆パンツァー コトブキヤ　リトルクイーンヴァンビィ コトブキヤ　NONスケールプラモデル　マテリア　WHITE

ねんどろいど　冷泉麻子 figma　坂本美緒 魔弾の王と戦姫

仮面ライダー figma　宮藤芳佳　震電 フリーイング　エレオノーラ＝ヴィルターリア　バニー

WAVE　Dream Tech 　西住みほ　パンツァージャケット フリーイング　スーパーぽちゃ子　水着 星のカービィ

ねんどろいど　五十鈴華 ストライクウィッチーズ ねんどろいど　カービィ

DXメガウルオウダー＆ネクロムゴーストアイコン ねんどろいど　エイラ・イルマタル・ユーティライネン メイドとボイン魂

ＳＨフィギュアーツ　仮面ライダーオーガ 聖闘士星矢 フリーイング　黒木御影

CSモディフィケーション　ガタックゼクター アクアマリン　エーリカ　バニースタイル 魔法科高校の劣等生

CSモディフィケーション　ハイパーゼクター アルター　サーニャ＆エイラ　水着 ブロッコリー　司波深雪

ＳＨフィギュアーツ　仮面ライダーディケイド　真骨彫製法 ＳＨフィギュアーツ　セーラーマーキュリーCrystal 楽園追放

ＳＨフィギュアーツ　ビートチェイサー2000 メガハウス　世界制服作戦　愛野美奈子 figma　アンジェラ・バルザック

ＳＨフィギュアーツ　仮面ライダーチェイサー 聖衣神話EX　キャンサーデスマスク　神聖衣 遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ

ＳＨフィギュアーツ　仮面ライダー超デッドヒートドライブ 美少女戦士セーラームーン figma　ブラック・マジシャンガール

仮面ライダーウィザード　インフィニティースタイル 動物銃剣DXジュウオウバスター ＳＨフィギュアーツ　小泉花陽　僕らは今のなかで

牙狼〈GARO〉 変身携帯DXジュウオウチェンジャー ＳＨフィギュアーツ　高坂穂乃果　僕らは今のなかで

SIC　仮面ライダーオーズ　ラトラーターコンボ 動物戦隊ジュウオウジャー ラブライブ！

SIC　仮面ライダーギャレン　キングフォーム　HJ限定 DXジュウオウキング figma　星空凛

figFIX　陸奥　中破 鉄道むすめ ＳＨフィギュアーツ　星空凛　僕らは今のなかで

figma　吹雪　アニメーション トミーテック　鬼怒川みやび　 アルター　絢瀬絵里　水着

ＳＨフィギュアーツ　黄金騎士ガロ　流牙 T2アートガールズ ＳＨフィギュアーツ　園田海未

艦隊これくしょん スカイチューブ　夏樹沙耶 ＳＨフィギュアーツ　東條希　僕らは今のなかで

SPMフィギュア　長門艤装 刀剣乱舞 一番くじ　The School Idol Movie C賞　南ことり

青島　秋月 ねんどろいど　燭台切光忠 一番くじ　The School Idol Movie D賞　園田海未

Q-SIX　大井改 TO　LOVEるダークネス アルター　矢澤にこ

SPMフィギュア　長門 アルター　黒咲芽亜 一番くじ　The School Idol Movie A賞　高坂穂乃果

ねんどろいど　大淀 ＳＨフィギュアーツ　ファイヤー 一番くじ　The School Idol Movie G賞　東條希

ねんどろいど　香取 ドラゴンボール 一番くじ　The School Idol Movie H賞　小泉花陽

キューズQ　愛宕 マックスファクトリー　子狐丸 一番くじ　The School Idol Movie E賞　星空凛

キューズQ　金剛 特警ウインスペクター 一番くじ　The School Idol Movie F賞　西木野真姫

機動戦士ガンダム ドラゴンボールZ 電撃屋　園田海未　Birthday Figure Project 

MATAL　BUILD　ガンダムアストレイレッドフレーム DRAMATIC　SHOWCASE　1-1　孫悟飯 ねんどろいど　絢瀬絵里　練習着

プルクラ　陽炎 一番くじ　超好敵手列伝　A賞　孫悟空 一番くじ　The School Idol Movie I賞　矢澤にこ

ホビージャパン　天津風 一番くじ　超好敵手列伝　B賞　ベジータ グッドスマイルカンパニー　矢澤にこ　ピクニックガール

ROBOT魂　ストライクルージュ　天空のキラ 超造集⑦　超サイヤ人ベジータ ねんどろいど　星空凛　練習着

ROBOT魂　プロヴィデンスガンダム フィギュアーツZERO　超サイヤ人3ゴテンクス ロウきゅーぶ！SS

ROBOT魂　クスィーガンダム　ミサイルポッド装備　マーキングプラス ＳＨフィギュアーツ　トランクス　Premium Color Edition ねんどろいど　東條希　練習着

ROBOT魂　ストライクノワール 超造集⑤　ヤムチャ ねんどろいど　西木野真姫　練習着

傷物語 ＳＨフィギュアーツ　ビルス Q-SIX　スィーリア　体育授業プール編　白水着

グッドスマイルカンパニー　キスショット 超造集②　ビルス Q-SIX　スィーリア　体育授業プール編　流通版

キカイダー マスタースターズピース　孫悟飯SPカラー PLUM　香椎愛莉　うさぎさん

SIC　ハカイダー　リニューアル ドラゴンボール超 ワルキューレロマンツェ

銀河漂流バイファム トランスフォーマー スカイチューブ　龍造寺茜

ROBOT魂　パイファム　ツインムーバー装備 マスターピース　MP-27　アイアンハイド ダイキ工業　スィーリア　日焼けVer.2　流通限定

鬼月あるちゅ マスタースターズピース　孫悟空 エイプラス　スィーリア　スク水日焼け

スカイチューブ　HOT　MILK　GIRL マスタースターズピース　ベジータ エイプラス　スィーリア　ビキニ日焼け

キン肉マン ホビージャパン　アスモデウス　氷尻アイスクリームノ節 JEANS FREAK⑤　ロビン　ライトブルージーンズ

ＳＨフィギュアーツ　キン肉マンソルジャー ニセコイ JEANS FREAK⑦　ハンコック黒ジャケット

銀魂 マスターピース　MP-28　ホットロディマス ワンピース

フィギュアーツZERO　土方十四郎 七つの大罪 DRAMATIC　SHOWCASE　6-1　ゼフ

Q-SIX　ブランウェン　銀龍 ねんどろいど　一条蛍 一番くじ　咲き誇れ艶色麦わら絵巻　ラストワン賞ナミ　格別

メガハウス　エクセレントモデルCORE　アレイン縛 ハイキュー！！ 一番くじ　麦わら一味の航海軌跡　A賞ルフィ

クイーンズブレイド フリーイング　桐崎千棘　バニー 一番くじ　咲き誇れ艶色麦わら絵巻　A賞ナミ

Q-SIX　ブランウェン のんのんびより　りぴーと 一番くじ　咲き誇れ艶色麦わら絵巻　B賞ロビン

★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。

ROBOT魂　クレオパトラ　アリエルモード figma　雪ミク　Snow Owl 造形王SP　ルフィ　ギアフォース

ROBOT魂　テオドーラ　ミカエルモード グッドスマイルカンパニー　初音ミク　グレイテストアイドル メガハウス　POP　LIMITED　EDITION　ハンコック　BB

メガハウス　エクセレントモデルCORE　セイテン ねんどろいど　及川徹 一番くじ　麦わら一味の航海軌跡　B賞ゾロ

クロスアンジュ 初音ミク 一番くじ　麦わら一味の航海軌跡　C賞サンジ

買取表
2016年5月3日


