アイドルマスター 北条加蓮 ヤマト2199 森雪 艦内服 ﾔﾏﾄ2199 森雪 Bikiniﾎﾜｲﾄ

ヤマト2199 原田真琴

6,000円 買取 2,300円 買取 3,100円 買取 2,500円 買取
RD 潜脳調査室
ホロン
アイドルマスター

西条未来 艦内服ver.
¥2,500 新見薫
原田真琴

¥2,000 レディ・ロビン
¥7,000 CLAYMORE

¥2,000

¥2,500 カガリ・ユラ・アスハ

¥2,500 クレア

¥3,000 カミキ・ミライ 制服ver.

¥1,000 黒子のバスケ

¥2,000 森雪 Bikini ver.ホワイト

¥3,100 騎士ヒイロ&天使リリーナ姫

¥4,000 青峰大輝

¥6,800

¥1,500 森雪 イスカンダル民族衣装ver.

¥2,000 キラ・ヤマト

¥8,000 赤司征十郎

¥8,000

¥2,500 森雪 艦内服ver.

¥2,300 クーデリア・藍那・バーンスタイン

¥7,500 火神大我

¥5,000

秋月律子 キングオブパール360ver.

¥3,000 メルダ・ディッツ パイロットスーツver.

天海春香 インディゴスパングルver.
天海春香 キングオブパール360ver.
我那覇響(アイドルマスター2)
神谷奈緒 Triad Primus ver.

¥5,800 イオリ・リン子 水着ver.
¥4,000 オルガ・イツカ

¥12,000 森雪 艦内服ver.限定再販

¥11,000

¥3,500 コウサカ・チナ

¥1,000 火神大我 黒ユニフォームver.

¥6,000

菊地真 フェイクライダーver.

¥3,000 森雪 敬礼ver.

¥4,000 ヒイロ・ユイ

¥8,000 黄瀬涼太

¥3,500

如月千早 A-edition

¥2,000 森雪 ワープカラーver.

¥6,000 ホシノ・フミナ

¥3,500 黒子テツヤ

¥5,500

高坂海美

¥2,000 山本玲 艦内服ver.

¥1,500 三日月・オーガス

¥6,500 黒子テツヤ 黒ユニフォームver.

¥6,000

萩原雪歩 モルフォハイドランジアver.

¥6,000 エヴァンゲリヲン 新劇場版

双海真美(アイドルマスター2)

¥5,000 渚カヲル

ラクス・クライン(SEED DESTINY)
¥2,000 リリーナ・ピースクラフト

北条加蓮 Triad Primus ver.

¥6,000 CAPCOMANIAX

星井美希 グッドラックターコイズver.

¥3,000 いぶき

水瀬伊織

¥1,200 フェリシア

¥15,000 銀魂

水瀬伊織 ナイトアンドデイAMCGver.

¥3,000 レインボー・ミカ

¥11,000 VAH 坂田銀時

水瀬伊織 プリンセスメロディ♪ver.
世界制服作戦 new generationsセット

¥1,300 からくりサーカス
¥12,000 才賀エレオノール

¥1,000 高尾和成

¥2,000

¥7,000 緑間真太郎

¥5,000

きまぐれオレンジ☆ロード
¥6,000 鮎川まどか

VAH 土方十四郎
¥2,000 エリザベス

紫原敦

¥2,000

¥3,500 黒執事
セバスチャン・ミカエリス

¥4,000

¥4,000 ゲゲゲの鬼太郎
¥2,500 ネコ娘

¥5,000

¥3,500 墓場鬼太郎

¥1,500

¥2,500 墓場鬼太郎デラックスセット

¥6,000

世界制服作戦 渋谷凛

¥3,500 機動戦士ガンダムシリーズ

世界制服作戦 渋谷凛 Ver.1.1

¥3,000 G.A.NEO エルピー・プル

¥5,000 沖田総悟(再販)

¥6,000 幻奏戦記ルリルラ

世界制服作戦 島村卯月

¥3,000 G.A.NEO オードリー・バーン

¥1,500 沖田総悟 ver.動乱

¥9,000 イズルハ 黄金の歌姫ver.

¥1,200

世界制服作戦 島村卯月&本田未央セット

¥8,000 G.A.NEO カテジナ・ルース

¥1,500 沖田総子 性転換篇

¥5,500 イズルハ 黄金の歌姫アナザーカラーver.

¥1,500

世界制服作戦 本田未央

¥4,000 G.A.NEO セイラ・マス

¥4,000 神楽

¥8,000 イズルハ 黄金の歌姫ノーマルカラーver.

¥1,500

¥2,500 神楽 ver.チャイナ

¥5,000 恋と選挙とチョコレート

¥6,000 桂小太郎

¥3,500 東雲皐月

青の祓魔師
奥村雪男

G.A.NEO ティエリア・アーデ
¥5,000 G.A.NEO ドズル・ザビ 限定復刻版

沖田総悟

¥1,500

奥村雪男 京都不浄王篇

¥4,800 G.A.NEO ハマーン・カーン 限定復刻版

¥6,000 桂小太郎 ver.紅桜

¥6,000 交響詩篇エウレカセブン

奥村燐

¥3,000 G.A.NEO マリーダ・クルス

¥2,000 神威 ver.弐

¥7,000 アネモネ

¥2,000

奥村燐 京都不浄王篇

¥4,800 G.A.NEO マリーダ・クルス 限定復刻版

¥4,500 坂田銀子

¥5,500 エウレカ

¥4,500

¥3,000 坂田銀時

¥3,000 コードギアス 反逆のルルーシュ

アクティヴレイド
Liko
あにゃまる探偵キルミンずぅ
御子神リコ
あんさんぶるスターズ!

G.A.NEO ラクス・クライン
¥4,000 G.A.NEO ランバ・ラル
G.A.NEO ランバ・ラル 限定復刻版
¥3,000 G.A.サイド2 フォウ・ムラサメ
G.A.サイド4 アイナ・サハリン

¥5,000 坂田銀時 ver.紅桜

¥5,000 C.C.

¥5,000

¥5,000 坂田銀時 ver.紅桜(再販)

¥11,000 ヴィレッタ・ヌゥ 水泳部カフェver.

¥2,000 坂田銀時 新訳紅桜編

¥10,000 カレン・シュタットフェルト

¥3,000
¥1,500

¥4,500 坂田銀時 スーツver.改め、おまけでメガネver.

¥4,800 枢木スザク ナイトオブゼロ

¥7,000
¥3,000

パルメイト 衣更真緒

¥2,000 G.A.サイド4 ハマーン・カーン

¥6,000 坂田銀時 パッケージリニューアル版

¥3,000 紅月カレン バニーガールver.

パルメイト 朔間凛月

¥2,000 G.A.サイド5 ラクス・クライン

¥2,500 坂田銀時 幼少期編

¥2,500 ゼロ 10th anniversary

¥5,000

パルメイト 朔間零

¥3,000 G.A.サイド6 アレンビー・ビアズリー

¥2,300 白夜叉

¥5,000 ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア

¥7,000

宇宙家族カールビンソン
おとうさん&コロナ
宇宙戦艦ヤマト2199

G.A.サイド6 ティファ・アディール
¥6,000 G.A.サイド7 ソシエ・ハイム
G.A.サイド7 ロラン・セアック

¥3,000 高杉晋助 ver.艶

¥9,000 COBRA THE SPACE PIRATE

¥2,000 月詠

¥5,000 コブラ&エアバイク

¥2,000 土方十四郎

¥3,500 金色のガッシュベル!!
¥2,500 ガッシュ・ベル&高嶺清麿

アドベントノーズアート 森雪 01

¥6,500 アイーダ・スルガン

¥2,000 柳生九兵衛

沖田十三

¥3,000 アスラン・ザラ(G.E.M)

¥4,000 キン肉マン

桐生美影 艦内服ver.

¥3,500 イオリ・リン子

¥1,000 キン肉マンレディー

キャンチョメ&パルコ・フォルゴレ
¥2,000

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!

¥11,000

¥3,100
¥3,200

ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙ 人造人間18号Ⅱ クイーンズブレイド ブランウェン クイーンズブレイド ニクス ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙ ﾌﾞﾙﾏ ﾊﾞﾆｰｶﾞｰﾙ

6,000円 買取 3,000円 買取 3,000円 買取 3,500円 買取
クイーンズブレイド

PSYCHO-PASS

ダイヤのA

異端審問官 シギィ

¥3,000 狡噛慎也

¥4,000 パルメイト 御幸一也

異端審問官 シギィ 二律背反ver.

¥2,000 咲 -saki-

超音戦士ボーグマン

エルフ アナザーカラーver.
¥2,300 ソーサレス

¥7,500
¥6,000

ドラゴンボール

牙の暗殺者 イルマ

¥4,000 世界制服作戦 竹井久

¥3,200 アニス・ファーム

光明の天使 ナナエル

¥2,000 世界制服作戦 原村和

¥3,500 超速変形ジャイロゼッター

荒野の義賊 リスティ

¥2,000 さくらさくら

荒野の義賊 リスティ 2Pカラーver.

¥2,000 桜菜々子

¥3,000 TSUKASA BULLET

荒野の義賊 リスティ 限定復刻版

¥5,400 桜菜々子 プラトニックサイド

¥3,000 MIZUKI

古代の王女 メナス

¥3,000 サンリオ男子

古代の王女 メナス 2Pカラーver.

¥2,000 パルメイト 水野祐

¥2,100 ホルスタイン花子さん

¥1,500 DESKTOP REAL McCOY 05 孫悟空&チチ

¥6,000

戦神の侍 イズミ

¥2,000 パルメイト 吉野俊介

¥2,100 ホルスタイン花子さん -再装填-

¥3,500 DESKTOP REAL McCOY 孫悟空 ver.2.5

¥5,000

戦闘教官 アレイン 縛

¥4,000 史上最強の弟子ケンイチ

潜入服アンネロッテ 紅の騎士姫

¥2,000 香坂しぐれ

¥3,000 石田ヤマト&ガブモン

¥3,000 Dimension ゴールデンフリーザ

¥2,000 石田ヤマト&ガブモン(再販)

¥3,000 Dimension 人造人間17号

¥4,000

¥4,000 Dimension 人造人間18号

¥2,500

¥3,000 Dimension セル完全体

¥5,000

¥9,000 Dimension 孫悟空

¥4,000

千変の刺客 メローナ 2Pカラーver.

¥3,000 風林寺美羽

大海賊 キャプテン・リリアナ 2Pカラーver.

¥2,500 少女革命ウテナ

対魔師 ターニャン

¥1,000 天上ウテナ

対魔師 ターニャン(大感謝祭再販)

¥3,200 食戟のソーマ

太陽の踊り手 ルナルナ

¥6,000 世界制服作戦 薙切えりな

太陽の踊り手 ルナルナ(10th Annviersary Legend)

¥2,000 神羅万象チョコ

稲葉りんね

ガーンジー花子さん

デジモンシリーズ

泉光子郎&テントモン
¥5,000 一乗寺賢&ワームモン
エンジェウーモン&八神ヒカリ
¥1,500 エンジェモン&高石タケル
ガルルモン&石田ヤマト

¥2,000 DESKTOP REAL McCOY 01 孫悟空
DESKTOP REAL McCOY 01 孫悟空(再販)

¥1,000 DESKTOP REAL McCOY 02 孫悟空
DESKTOP REAL McCOY 02 孫悟空(再販)

¥6,000
¥3,000
¥10,000
¥4,000

¥2,500 DESKTOP REAL McCOY 03 ブルマ

¥4,000

¥3,500

¥4,000

DESKTOP REAL McCOY 04 人造人間17号&18号

Dimension Over Drive 孫悟空 超サイヤ人

¥4,800
¥3,500

¥8,000 Dimension 孫悟空 SSGSS

¥3,500

¥5,000 Dimension 孫悟空 超サイヤ人

¥2,000

超振動戦乙女 ミリム 2Pカラーver.

¥3,000 綺羅星天アルカナ

¥2,500 ギルモン&松田啓人

¥3,600 Dimension 孫悟空 超サイヤ人3

¥3,500

月影の踊り手 ルナルナ

¥4,000 眠り姫アルマ

¥2,500 グレイモン&八神太一

¥5,000 Dimension 孫悟空 幼少期

¥3,000

囚われの竜戦士 ブランウェン

¥3,000 白面金剛九尾イヅナ

¥2,500 城戸丈&ゴマモン

¥5,000 Dimension トランクス

¥1,800

脱ぎ脱ぎシギィ 深艶の黒

¥2,500 魔将軍アスタロット

¥1,500 高石タケル&パタモン

¥2,500 Dimension ピッコロ

¥4,000

脱ぎ脱ぎシギィ 深艶の黒(大感謝祭再販)

¥2,000 魔戦姫アスモディエス

¥3,500 武ノ内空&ピヨモン

¥3,000 Dimension フリーザ 最終形態

¥2,500

脱ぎ脱ぎシギィ 美迫の白

¥3,000 Spirit of Wonder

脱ぎ脱ぎシギィ 美迫の白(大感謝祭再販)

¥3,000 チャイナさんの逆襲

¥3,000 ベルゼブモン&インプモン

¥6,500 Dimension ブロリー

武器屋 カトレア

¥2,000 チャイナさんの憂鬱

¥3,500 本宮大輔&ブイモン

¥3,600 Dimension ブロリー 超サイヤ人3

¥5,000

武器屋 カトレア 情熱の赤ver.

¥2,500 スペース☆ダンディ

¥3,000 Dimension ベジータ

¥3,000

武器屋 カトレア 情熱の赤ふたたび

¥2,000 ダンディ

¥7,000 八神ヒカリ&テイルモン

¥3,500 Dimension 魔人ブウ

¥4,000

武器屋 カトレア(HJ再販)

¥4,000 ハニー

¥4,000 リリモン&太刀川ミミ

¥5,000 人造人間18号

¥7,000

炎の使い手 ニクス

¥3,000 世紀末オカルト学院

¥5,000 人造人間18号 Ver.Ⅱ

¥6,000

魔装剣姫 カグヤ

¥8,500 神代マヤ

¥4,500 チチ 幼少ver.

¥2,000

武者巫女 トモエ 2Pカラーver.

¥2,000 聖闘士星矢

森の番人 ノワ SpecialEdition

¥1,500 アテナ(城戸沙織)

¥6,500 伴亜衣梨

門を開く者 アリス

¥1,500 ドラゴン紫龍

¥3,000 デビルサマナー 葛葉ライドウ対アバドン王

門を開く者 アリス あかつきver.

¥6,000 鷲座ユナ

¥1,000 葛葉ライドウ

妖猿の屍術師 セイテン

¥8,000 戦国キャノン

流浪の戦士 レイナ 2Pカラーver.

¥4,000 こより

流浪の戦士 レイナ オルタナティブ

¥3,000 TIGER&BUNNY

歴戦の傭兵 エキドナ

¥1,500 パルメイトえくすとら 鏑木・T・虎徹

¥2,500 とある科学の超電磁砲

歴戦の傭兵 エキドナ 2Pカラー

¥3,600 パルメイトえくすとら 鏑木・T・虎徹 -The Riging-

¥2,600 世界制服作戦 御坂美琴

歴戦の傭兵 エキドナ HJ限定カラー

¥2,000 パルメイトえくすとら バーナビー・ブルックスJr.

¥4,000 ドラゴンズクラウン

歴戦の傭兵 エキドナ SpecialEdition

¥3,000

¥2,600 アマゾン

歴戦の傭兵 エキドナ ダークカラー

¥2,000 パルメイトえくすとら ライアン・ゴールドスミス

錬金鋼人 ヴァンテ

¥1,500

太刀川ミミ&パルモン

八神太一&アグモン(再販)

レオモン&加藤樹莉
¥2,000 レナモン&牧野留姫
デビルサバイバー2

デビルマン
¥3,000 VAH デビルマン Ver.Nirasawa2016

パルメイトえくすとら バーナビー・ブルックスJr. -The Riging-

フィギュア1点から買い取ります!

VAH デビルマン Ver.Nirasawa2016 原作カラー

¥2,900 エルフ
エルフ(再販)

¥11,000 Dimension ブルマ

ビーデル
¥2,000 ブルマ アーミーver.
ブルマ エンディングver.
¥7,000 ブルマ バニーガールver.

¥2,500
¥6,000

¥5,000
¥3,500
¥6,300
¥3,500

ランチ 金髪ver.

¥3,000

¥3,500 ランチ 黒髪ver.

¥8,000

¥4,900 とらドラ!
逢坂大河

¥3,000

¥2,000 ToLOVEる
金色の闇
¥5,000 ララ・サタリン・デビルーク 制服ver.

¥8,000
¥2,500

¥5,800 Dororonえん魔くん
¥12,000 雪子姫

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

¥3,600

NARUTO 綱手

NARUTO 日向ヒナタ

ﾗﾌﾞﾗｲﾌﾞ! 絢瀬絵里 ﾊﾛｳｨﾝ ONEPIECE VAH ハンコック

4,300円 買取 5,800円 買取 11,000円 買取 3,500円 買取
NARUTO
うずまきナルト おいろけの術
うずまきナルト 六道仙人モード

クノイチ
¥6,000 ダークエルフ DXver.
¥11,000 ダークエルフ STDver.

¥6,500 キュアマリン

¥1,000 オトモアイルー アメショーver.

¥5,000

¥7,000 キュアミューズ

¥1,000 オトモアイルー 茶トラver.

¥3,000

¥6,000 ダークプリキュア

¥3,000 オトモアイルー レウスネコシリーズ

¥3,000

うずまきナルト(THE LAST)

¥5,800 ハンター DXver.

¥4,000 世界制服作戦 蒼乃美希

¥1,000 夢喰いメリー

うずまきナルトとうちはサスケ

¥5,000 ハンター STDver.

¥7,000 世界制服作戦 月影ゆり

¥3,000 メリー・ナイトメア

¥5,000 世界制服作戦 花咲つぼみ

¥1,200 ヨスガノソラ

うちはイタチ
うちはイタチ ver.暗部
うちはサスケ

¥11,000 ファイター STDver.
¥6,800 ひぐらしのなく頃に
¥12,000 園崎詩音

世界制服作戦 東せつな

¥1,500 春日野穹

¥3,000 世界制服作戦 明堂院いつき

¥2,000 楽園追放

¥9,000 世界制服作戦 雪城ほのか

¥1,000 アンジェラ・バルザック

うちはサスケ(再販)

¥6,000 竜宮レナ

うちはサスケ(BORUTO)

¥6,000 美少女戦士セーラームーン

綱手

¥4,300 キューティーモデル セーラーヴィーナス

¥2,500 イザナギ

¥2,500 絢瀬絵里 ハロウィンver.

波風ミナト 四代目火影

¥7,000 キューティーモデル セーラージュピター

¥2,000 鳴上悠

¥2,000 Rewrite

はたけカカシ

¥4,000 キューティーモデル セーラーマーキュリー

¥2,500 マガツイザナギ

はたけカカシ ver.暗部

¥9,000 キューティーモデル セーラーマーズ

¥3,600 僕は友達が少ない

はたけカカシ ver.暗部(再販)

¥9,000 キューティーモデル セーラームーン

¥5,500 VAH ミュウツー

はたけカカシ ver.弐(再販)

¥7,000 世界制服作戦 愛野美奈子

¥4,000 ポケットモンスター

日向ヒナタ

¥5,800 世界制服作戦 木野まこと

¥3,500 VAH ミュウツー

¥2,000 緋村剣心

コレクティブファイルDX うずまきナルト

¥3,000 世界制服作戦 月野うさぎ

¥3,200 VAH ルカリオ

¥2,000 緋村剣心 セピアカラーver.

コレクティブファイルDX うちはサスケ

¥3,500 世界制服作戦 水野亜美

¥4,500 カスミ&トゲピー&コダック

¥2,700 緋村剣心 流通限定ver.

コレクティブファイルDX 我愛羅

¥6,000 月野うさぎ フルーツパーラーver.

¥3,400 コジロウ&ニャース

¥3,000 ロロナのアトリエ

コレクティブファイルDX テマリ

¥3,000 貧乏神がっ!

コレクティブファイルDX 春野サクラ

¥1,500 桜市子&紅葉(ヒトダマフォーム)

コレクティブファイルDX 日向ネジ

¥7,000 Fate

ニセコイ

M.M.S.コレクション ライダー

世界制服作戦 小野寺小咲

¥1,500 M.M.S.コレクション ランサー

世界制服作戦 桐崎千棘

¥2,500 BLOOD+

ノラガミ
世界制服作戦 壱岐ひより
夜ト
ハイスクール・フリート
岬明乃
鋼の錬金術師
エドワード・エルリック
爆走兄弟レッツ&ゴー!!
星馬烈&ソニックセイバー
パズル&ドラゴンズ
カオスデビルドラゴン
バトルスピリッツ
渚のトリックスター
HUNTER×HUNTER
キルア=ゾルディック

音無小夜
¥2,500 BLEACH
¥24,000 阿散井恋次
阿散井恋次(再販)
¥1,000 井上織姫&夜一(再販)
朽木ルキア&コン
¥10,000 黒崎一護(G.E.M)
黒崎一護(エクセレントモデル)
¥2,500 猿柿ひよ里
四楓院夜一
¥1,500 ティア・ハリベル
ネリエル
¥1,000 日番谷冬獅郎
松本乱菊
¥6,300 松本乱菊(再販)

ゴン=フリークス

¥12,000 プリキュアシリーズ

ヒソカ

¥11,000 イース

ビキニ・ウォリアーズ

キュアビート

ペルソナ4

サトシ&ピカチュウ&ヒトカゲ
¥2,000 サトシ&ピカチュウ&リザードン
シゲル&イーブイ

¥1,500

¥2,000

¥1,400

ラブライブ!

¥10,000 千里朱音

¥11,000

¥1,500

ルパン三世
¥2,000 ルパン・ザ・ギャラリー 画策のサンマリノ

¥6,500

るろうに剣心

¥2,500 ロロナ

¥5,000
¥9,000
¥4,000

¥1,500

¥4,000 ワールドトリガー
¥2,600 世界制服作戦 小南桐絵

¥3,500

¥5,000 ジョーイ&ラッキー

¥3,000 パルメイト 迅悠一

¥2,900

¥7,000 タケシ&イシツブテ&ロコン

¥3,000 ONEPIECE

ハルカ&アチャモ&エネコ
¥2,500 ムサシ&ソーナンス
ムサシ&ソーナンス(再販)

¥2,000 DESKTOP REAL McCOY 01

¥3,500

¥3,000 DESKTOP REAL McCOY 02

¥3,000

¥2,500 DESKTOP REAL McCOY 03

¥5,400

¥5,000 マクロスF

LOG McCOY WEB限定ver.

¥1,000

¥3,500 クラン・クラン アーマードver.

¥4,500 VAH 赤髪のシャンクス

¥3,900

¥2,000 シェリル・ノーム N.Aシャイニーピンク

¥2,000 VAH ウソップ

¥5,500

¥2,000 シェリル・ノーム ラスト・フロンティアver.

¥2,500 VAH エース

¥4,000

¥5,800 ランカ・リー N.A限定カラーver.

¥4,000 VAH サボ

¥3,000

¥8,800 ランカ・リー 超時空シンデレラver.

¥2,000 VAH サンジ

¥2,500

¥3,000 ランカ・リー 娘娘ver.

¥2,000 VAH ジュラキュール・ミホーク

¥5,000

¥3,000 ランカ・リー 娘娘ver.青

¥5,000 VAH 白ひげ エドワード・ニューゲート

¥6,800

VAH トニートニー・チョッパー

¥3,000

¥8,000 マシンロボ クロノスの大逆襲
¥10,000 レイナ・ストール

¥2,500 VAH トラファルガー・ロー

¥13,000 魔法科高校の劣等生
¥3,000 世界制服作戦 司波深雪

VAH ナミ
¥4,500 VAH ナミ ver.パンクハザード

¥5,000 めだかボックス
黒神めだか

VAH ニコ・ロビン
¥2,700 VAH ボア・ハンコック

¥2,500 モーレツ宇宙海賊
¥2,000 加藤茉莉香

VAH ボア・ハンコック Ver.BLUE
¥1,500 VAH モンキー・D・ルフィ

¥3,500
¥3,500
¥6,000
¥3,000
¥3,500
¥6,000
¥3,500

EX ヴァルキリー

¥3,500 キュアブラック(MaxHeart)

¥2,000 モンスターハンター

EX パラディン

¥7,000 キュアブロッサム

¥2,000 動く!アイルー アイルー

¥2,500 VAH ロブ・ルッチ

¥3,900

EX メイジ

¥4,000 キュアホワイト(MaxHeart)

¥1,000 動く!アイルー レウスネコシリーズ

¥2,500 VAH ロロノア・ゾロ

¥2,500

VAH モンキー・D・ルフィ PAST BLUE Ver.Yellow

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

¥3,600

