GSC 千石撫子

GSC 戦場ヶ原ひたぎ

GSC 忍野忍

アルター 千石撫子

5,000円 買取 4,000円 買取 4,000円 買取 4,000円 買取

ねんどろいど 神原駿河 一番くじ 憑物語 A賞 余接 一番くじ 熱血篇 B賞 ｷｽｼｮｯﾄ 一番くじ 暦ﾉ至福ﾉ時 A賞 忍

3,000円 買取 2,000円 買取 2,000円 買取 5,000円 買取
ANIPLEX+

傷物語鉄血篇 B賞 キスショット 10歳ver.

忍野忍

¥4,000 傷物語熱血篇 A賞 阿良々木暦

empty
きゃらふぉるむ 斧乃木余接

¥2,800 羽川翼

¥7,000 戦場ヶ原ひたぎ

¥3,000 コトブキヤ

八九寺真宵

¥1,000
¥4,000

¥7,000 プライズ

傷物語熱血篇 B賞 キスショット 17歳ver.

¥700 忍野扇

¥1,500 傷物語熱血篇 C賞 キスショット 10歳ver.

¥2,000 忍野忍

¥2,500 DXFフィギュア1 羽川翼

くじぱないの! A賞 忍野忍

¥1,000 忍野忍 -私服-

¥4,500 DXFフィギュア上 ブラック羽川

¥1,000

くじぱないの! C賞 忍野忍 きゅんキャラびねっと

¥1,000 忍野忍 -ぱないの!-

¥4,800 DXFフィギュア下 阿良々木暦

¥500

¥5,000 神原駿河

¥4,000 DXFフィギュア下 戦場ヶ原ひたぎ

¥1,500 戦場ヶ原ひたぎ

¥1,500 DXFフィギュア下 八九寺真宵

figFIX
忍野忍

¥2,800

忍野忍&キュゥべぇ MADOGATARIver.

¥2,000 暦ノ至福ノ時 A賞 忍野忍

figma

暦ノ至福ノ時 C賞 八九寺真宵 アニメ本篇ver.

¥700

¥1,000
¥800

阿良々木火憐

¥1,800 暦ノ至福ノ時 ラストワン賞 忍野忍 赤ver.

¥1,000 戦場ヶ原ひたぎ -恋物語-

¥4,000 EXフィギュア2 忍野忍

¥1,800

阿良々木月火

¥1,800 暦ノ誇リ ラストワン賞 忍野忍 SPカラーver.

¥2,300 戦場ヶ原ひたぎ -偽物語-

¥6,000 HGフィギュア 千石撫子

¥1,000

忍野忍

¥1,500

¥1,000 八九寺真宵

¥1,200 HGフィギュア 八九寺真宵

¥1,000

神原駿河

¥1,000 憑物語 A賞 斧乃木余接

¥2,000 八九寺真宵 -リペイント版-

¥3,800 PMフィギュア 斧乃木余接

¥1,200

千石撫子

¥1,500 憑物語 ラストワン賞 忍野忍 SPカラーver.

¥2,800 ブラック羽川

¥5,000 PMフィギュア 神原駿河

戦場ヶ原ひたぎ

¥2,300 西尾維新 C賞 八九寺真宵

¥1,000 セブンネット

八九寺真宵

¥2,000 西尾維新第二弾 A賞 羽川翼

¥1,500 忍野忍 オリジナルフィギュア

羽川翼

¥1,000 化物語×偽物語 G賞 忍野忍 きゅんキャラ

¥1,400 ねんどろいど

RAH

セカンドシーズン C賞 忍野忍 エンディングビネット

グッドスマイルカンパニー

戦場ヶ原ひたぎ

¥10,000 阿良々木火憐

アルター

阿良々木月火

PMフィギュア 羽川翼SP 羽川翼

¥700
¥500

¥2,000 PMフィギュア 羽川翼SP ブラック羽川

¥1,000

SQフィギュア 忍野忍 MAMIver.セピアカラー

¥800

¥4,000 SQフィギュア 忍野忍 MAMIver.通常カラー

¥1,000

¥3,800 忍野忍

¥6,000

SQフィギュア キスショット DEVILHOMURAver.通常カラー

¥1,200

¥9,800 神原駿河

¥3,000 SQフィギュア 戦場ヶ原ひたぎ HOMURAver.

¥600

阿良々木暦

忍野忍

¥9,000 阿良々木月火 劇中カラーver.

¥9,000 千石撫子

¥2,300

SQフィギュア 戦場ヶ原ひたぎ MADOKAver.セピアカラー

¥700

千石撫子

¥4,000 忍野忍

¥4,000 戦場ヶ原ひたぎ

¥1,000 SQフィギュア 戦場ヶ原ひたぎ 恋物語

¥1,000

戦場ヶ原ひたぎ

¥4,000 神原駿河

¥9,000 八九寺真宵

¥2,500 ひたぎ&翼フィギュア 羽川翼

ブラック羽川

¥6,800

キスショット・アセロラオリオン・ハートアンダーブレード

¥7,000 羽川翼

¥2,000 忍野忍 ソファー(タイトー)

¥1,500

千石撫子

¥5,000 バンダイ

忍野忍(タイトー)

¥1,000

一番くじ
おやつタイム A賞 忍野忍 プレーンver.

¥1,000 千石撫子 メドゥーサver.

¥9,000 emotion style 阿良々木暦

おやつタイム ラストワン賞 忍野忍 ストロベリーver.

¥1,200 戦場ヶ原ひたぎ

¥4,000 ムービック

傷物語鉄血篇 A賞 キスショット

¥2,500 八九寺真宵

¥3,000 千石撫子

¥6,000 千石撫子(タイトー)
戦場ヶ原ひたぎ(タイトー)
¥2,000

フィギュア1点から買い取ります!

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

¥500

¥700
¥500

