艦隊これくしょん 港湾棲姫

俺の妹 聖天使神猫

艦これ 金剛 中破ver.

艦これ 大和改 軽兵装ver.

20,000円 買取 2,000円 買取 6,000円 買取 8,000円 買取
ああっ女神さまっ

奥さまは魔法少女

ベルダンディー 水着ビキニver.

¥4,800 浅羽嬉子

ベルダンディー 水着ワンピースver.

¥3,000 おしえて!ギャル子ちゃん

ベルダンディーwithホーリーベル

アイドルマスター

¥14,500 ギャル子

高雄 重兵装ver.
¥1,000 大和改 軽兵装ver.
大和改 重兵装ver.

キャサリン

神崎蘭子 -Rosenburg Engel-

¥4,000 小野寺樺恋&宮藤深衣奈

¥3,300 境界線上のホライゾン

星井美希 期待の新星ver.

¥1,200 小野寺樺恋&宮藤深衣奈 限定版

¥1,500 浅間・智

俺の妹がこんなに可愛いわけがない

黒雪姫 -Death by Embracing-

¥4,000 聖天使神猫

あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない 怪盗天使ツインエンジェル

本間芽衣子

¥2,000 神無月葵

アマガミ

水無月遥
¥1,500 Kanon

森島はるか 水着ver.
甘城ブリリアントパーク
千斗いすず

沢渡真琴
¥8,300 月宮あゆ

ARIA The NATURAL

神のみぞ知るセカイ

アリシア・フローレンス

¥6,300 エルシィ

アリシア・フローレンス AT-G限定版

¥6,300 ガン×ソード

アルトネリコ2

ヴァン

¥2,000 イノ エクストラカラーver.
ブリジット

¥2,500 律子・キューベル・ケッテンクラート
律子・キューベル・ケッテンクラート WF限定ver.

¥2,800 秋山澪
琴吹紬
¥2,000 中野梓
平沢唯

¥1,200 ウェンディ 着替えver.

¥4,100 サクラ大戦

エヴァンゲリヲン 新劇場版

愛宕 軽兵装ver.

真希波・マリ・イラストリアス

¥4,500 愛宕 重兵装ver.

エマ -Emma-

伊58 中破ver.

エマ

¥5,500 港湾棲姫

機工魔術士 -enchanterユウカナリア

金剛 中破ver.
¥1,000 高雄 軽兵装ver.

¥3,500 ジェミニ・サンライズ
真宮寺さくら

¥1,500

¥5,300 ゼクティ 水着ver.

¥1,800

ブランネージュ

¥3,300

ミスティ 水着ver.

¥3,500

¥8,000 メルティ 水着ver.

¥2,000

¥7,000 リュウナ

¥1,000

リュウナ セガダイレクト限定版

¥5,400

¥1,300 灼眼のシャナ
¥1,000 シャナ

¥3,200

食戟のソーマ
¥5,600 水戸郁魅

¥5,000

¥2,500 神撃のバハムート
¥1,000 ケルベロス

¥4,000

¥1,500 すーぱーそに子
すーぱーそに子 レーシングver.

¥4,000

¥2,100 涼宮ハルヒの憂鬱
朝比奈みくる

¥1,000

¥2,000 朝比奈みくる 大人ver.

¥1,000

¥3,000 朝比奈みくる 文化祭ver.

¥1,200

朝比奈みくる ミクルビームッ!ver.

¥2,000 涼宮ハルヒ

¥2,000 シャイニングシリーズ
¥20,000 エルウィン

¥2,000

¥1,500 ブランネージュ HJ限定版

¥5,500 ささみさん＠がんばらない
¥9,000 邪神つるぎ

¥3,000

シャオメイ

¥3,000 ココロコネクト

瑠珈

¥4,600 艦隊これくしょん

¥12,000 シーナ 水着ver.

¥2,500 けいおん!

¥1,000 稲葉姫子

シャルロット・デュノア

¥2,000

¥2,600 くじびきアンバランス

¥6,700 ウェンディ

ファサリナ

¥8,000 シーナ

GUILTY GEAR

クローシェ

IS <インフィニット・ストラトス>

¥1,400

¥4,500 キャサリン

おねがいツインズ

アクセル・ワールド

¥9,000 クレハ 水着ver.

涼宮ハルヒ 激奏ver.

¥1,300
¥1,000
¥2,000

¥1,300 長門有希

¥1,000

¥6,000 クララクラン 水着ver.

¥2,000 長門有希 激奏ver.

¥2,000

¥5,500 クレハ

¥4,000

¥1,200

夏服ハルヒ&｢朝比奈ミクルの冒険｣拡張セット
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初音ミク Tony ver.

ToLOVEる ﾅﾅ･ｱｽﾀ･ﾃﾞﾋﾞﾙｰｸ

巡音ルカ Tony ver.

鏡音リン Tony ver.

4,900円 買取 4,000円 買取 2,000円 買取 3,500円 買取
世界征服 謀略のズヴィズダー

霞 C2黒ver.

ヴィニエイラ様

¥6,200 刀剣乱舞

プラーミャ様

¥7,300 小狐丸

se・きらら

ToHeart2

秋山望美

¥1,500 向坂環

河村優

¥1,000 トップをねらえ2!

セブンスドラゴン2020

ラルク・メルク・マール

サイキック(ピンクハーレー)

¥1,500 ドラゴンズクラウン

サムライ(刀子)

¥7,000 ソーサレス

サムライ(刀子) アナザーカラーver.

¥4,500 とらドラ!

ハッカー(チェルシー)

¥2,500 逢坂大河

初音ミク TYPE2020

¥3,500 ToLOVEるダークネス

selector infected WIXOSS
タマヨリヒメ

黒咲芽亜
¥4,000 西連寺春菜

戦国武将姫MURAMASA
姫路城

ナナ・アスタ・デビルーク
¥5,300 モモ・ベリア・デビルーク

装甲悪鬼村正

DRAMAtical Murder

三世村正

¥4,500 蒼葉

ソードアート・オンライン

¥2,000 ニセコイ
桐崎千棘

高山マリア
¥4,000 羽瀬川小鳩

¥5,500 初音ミク
鏡音リン Tony ver.
¥2,500 鏡音リン 炉心融解
鏡音レン Tony ver.
¥2,500 初音ミク
初音ミク HSPver.
¥9,900 初音ミク mebae ver.
初音ミク Tony ver.
¥3,300 初音ミク アペンド
初音ミク 江端理沙ver.

三日月夜空 キャットコスチュームver.

¥1,500 エトナ

¥1,000 聖天使ジブリール

¥8,000 シェリル・ノーム

¥1,500 レコ

¥4,000 黒神めだか

¥4,000 初音ミク マジカルミライ2015ver.

¥3,000 METROID Other M

¥4,900 みくずきん

¥3,000 サムス・アラン ゼロスーツver.

¥1,500

¥2,000 サムス・アラン ゼロスーツver.(再販)

¥5,300

¥10,000 巡音ルカ Tony ver.
レーシングミク2014 EV MIRAI ver.

¥7,300 Fate

由比ヶ浜結衣

¥1,200 リネージュⅡ

¥5,500 さくら

天元突破グレンラガン
ヨーコ リアルイメージver.
DEAD OR ALIVE
霞 C1青ver.

不知火舞
¥8,000 不知火舞 エクストラカラーver.
春麗
¥1,500 モリガン

セイバー /Zero リファインver.

¥2,500 エルフ

¥6,000 ブラックラグーン
¥5,000 シェンホア

カマエル
¥4,000 ダークエルフ

¥7,000 フルアニ
¥6,000 ラフィエル

ダークエルフ 褐色ver.

¥3,500

¥3,500

¥5,000
¥1,100
¥7,200
¥5,300

¥1,000 RAIL WARS!

¥7,400 僕は友達が少ない
¥22,000 柏崎星奈 キャットコスチュームver.

¥2,500

¥3,000 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている

¥3,600 セイバー /Zero

ヘスティア

¥3,400

¥8,000 初音ミク オレンジブロッサムver.

ZONE-00

キャミィ

¥4,000

¥5,000 めだかボックス

¥3,000 ブラック・マジシャン・ガール

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

¥1,100

¥4,000 虫姫さま ふたり

¥9,000 衛宮切嗣/Zero リファインver.

¥5,000 西村キヌコレクション

¥1,800

¥2,500 マクロスF

アスナ 囚われのティターニア ¥16,000 蓮 Rhyme mode ver.

弁天

¥3,000

¥4,000 魔界天使ジブリール

¥1,500 遊戯王

蓮 ｢ずっと、一緒だ｣ver.

¥2,500

¥3,500 魔界戦記ディスガイア

¥6,500 衛宮切嗣/Zero

蒼葉(再販)

¥3,000

桜井あおい
¥3,000

¥4,000

フィギュア1点から買い取ります!
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