冴えない彼女の育てかた 加藤恵

アイドルマスター 渋谷凛

艦隊これくしょん 金剛

艦隊これくしょん 戦艦レ級

5,000円 買取 2,500円 買取 2,300円 買取 3,300円 買取
DCコミック

とら

ジョーカー ヴィランズ・エディション

¥2,000 宇宙パトロールルル子

ハーレイ・クイン スーサイド・エディション

¥1,800 ルル子

バットマン ジャスティス・エディション

¥2,000 海物語

バットマン ヒーローズ・エディション

¥3,500 マリンちゃん

バットマン ヒーローズ・エディション

¥3,500 英雄伝説 空の軌跡SC

HTB
着ぐるみONちゃん

エステル・ブライト
¥2,300 レン

アイドルマスター

エヴァンゲリヲン

¥3,200 ハクア

¥1,500 満艦飾マコ 喧嘩部特化型二つ星極制服ver.

空の境界
¥2,000 両儀式

きんいろモザイク
¥3,000 アリス・カータレット

艦隊これくしょん
¥2,500 Iowa
Libeccio

¥4,000

¥2,000

THE KING OF FIGHTERS
¥6,500 草薙京 CLASSICver.

¥2,400

¥2,500 不知火舞

¥2,200

¥3,000 赤城

¥1,100 クイーンズブレイド

¥2,500 秋月

¥2,500 アイリ

¥1,200

¥2,000 アイリ 2Pカラーver.

¥2,300

秋津洲

神谷奈緒

¥4,800 綾波レイ エヴァンゲリオンレーシングver.

¥1,800 天津風

¥1,500 アレイン

¥1,000

渋谷凛

¥2,500

¥2,000 伊401

¥1,000 アレイン 2Pカラーver.

¥1,800

島村卯月

¥4,000 えとたま

¥1,200 トモエ

¥2,000

本田未央

¥1,000 にゃ～たん

蒼き鋼のアルペジオ

式波・アスカ・ラングレー エヴァンゲリオンレーシングver.

オーバーロード

大井
¥1,800 加賀
香取

イオナ

¥1,000 アインズ・ウール・ゴウン

¥2,500 北上

タカオ

¥1,200 おしえて!ギャル子ちゃん

霧島

アナと雪の女王
アナ
あの夏で待ってる
谷川柑菜
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない
めんま
アマガミ
森島はるか
あるてぃめっと!ニパ子ちゃん

ギャル子
¥1,000 おそ松さん
松野一松
¥2,000 松野おそ松
松野カラ松
¥3,000 俺の妹がこんなに可愛いわけがない
新垣あやせ
¥1,400 黒猫
高坂桐乃

ニパ子

¥1,800 カードキャプターさくら

ニパ子 グッドスマイルカラーver.

¥1,000 木之本桜

アンチャーテッド
ネイサン・ドレイク アドベンチャー・エディション

IS<インフィニット・ストラトス>

大道寺知世
¥2,200 カードファイト!!ヴァンガード
先導アイチ

¥2,000 空母ヲ級
熊野

¥3,000 平沢唯

¥1,500

¥3,000 島風

¥2,000 攻殻機動隊

瑞鶴改

¥4,500 タチコマ

¥3,000

¥1,800 鈴谷

¥2,300 タチコマンズ・イエロー

¥2,000

¥1,500 戦艦レ級

¥3,300 甲鉄城のカバネリ

¥1,500 榛名

¥1,400 無名

比叡

島田真夢
うしおととら
蒼月潮

¥1,500 うつつ
神のみぞ知るセカイ
¥2,900 エルシィ

¥1,000 ご注文はうさぎですか?
¥3,500 チノ

¥3,000 大和

¥3,500 ゴッドイーター2

龍驤

黒沼爽子

¥3,000 宇佐美々

¥1,200

九重りん

¥1,000

¥2,000 この素晴らしい世界に祝福を!
アクア

常守朱

¥1,500 満艦飾マコ

¥3,000

¥2,000 冴えない彼女の育てかた

¥2,500 キルラキル
纏流子

¥2,500

¥1,000 PSYCHO-PASS

¥2,000 ギルティクラウン
楪いのり

¥3,000

こどものじかん

¥1,500 境界線上のホライゾン
ホライゾン・アリアダスト 制服ver.

¥3,500

¥1,000 香月ナナ

¥3,500 君に届け

¥1,000 夢塔ハナ

ガッチャマンクラウズ

¥1,900

¥3,500 北方棲姫

¥2,000 武部沙織

Wake up, Girls!

¥4,000 けいおん!

¥2,000 時雨改二

ラウラ・ボーデヴィッヒ

¥1,000 ガッチャピン1号

¥1,500

¥2,300

¥2,800 キャプテン・アース

れん&ダスウサ

¥1,500 セバスチャン・ミカエリス

¥2,300 中野梓(二次出荷)

¥1,200 秋山優花里

¥2,500 科学忍者隊ガッチャピン

¥2,000 黒執事

¥2,500 金剛

セシリア・オルコット

りん&うーさー+メカウーサー

¥1,500

¥1,000

¥1,000 ガールズ&パンツァー

西住みほ

¥1,800 風見一姫

¥1,500 秋山澪

凰鈴音

うーさーのその日暮らし

¥1,800 グリザイアの果実

加藤恵
¥2,500
¥3,000

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

¥5,000

フィギュア1点から買い取ります!
お気軽にお持ちください!

刀剣乱舞 小夜左文字

刀剣乱舞 燭台切光忠

ソードアート・オンライン アスナ

刀剣乱舞 三日月宗近

2,700円 買取 3,500円 買取 4,000円 買取 4,000円 買取
咲 -saki-

すーぱーそに子

アスナ ティターニアver.

¥4,500 門田さくら

宮永咲

¥3,000 すーぱーそに子 お仕事セット

¥1,400 キリト

¥3,000 テニスの王子様

宮永照

¥7,200 すーぱーそに子 虎パーカーver.

¥1,000 キリト(再販)

¥2,500 跡部景吾

サクラ大戦

スーパーマリオ

シノン

エリカ・フォンテーヌ&光武F2

¥3,000 マリオ

¥2,700 シノン(再販)

真宮寺さくら&光武セット

¥2,300 ルイージ

¥2,700 ソニック

ザ・レジェンド・オブ・コーラ

スクールガールストライカーズ

コーラ

¥2,200 澄原サトカ

さよなら絶望先生

涼宮ハルヒの憂鬱

ソニック・ザ・ヘッジホッグ
¥1,800 そらのおとしもの
イカロス

糸色望 1.5

¥1,500 朝比奈みくる

¥1,000 天体のメソッド

糸色望 1.5 久米田康治指定カラーver.

¥2,500 キョン 消失ver.

¥1,000 ノエル

Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀

涼宮ハルヒ 消失ver.

蔑天骸

¥2,200 長門有希

凛雪鴉

¥2,100 スターウォーズ

実写系

ストームトルーパー

T.M.Revolution

¥1,500 ダース・ベイダー

小林可夢偉

¥1,400 ストライクウィッチーズ

水樹奈々

¥1,000 エイラ・イルマタル・ユーティライネン

灼眼のシャナ

エーリカ・ハルトマン

¥1,000 D.C. ダ・カーポ
¥1,100 朝倉音姫
朝倉由夢
¥1,100 TARI TARI
¥2,500 坂井和奏
ダンガンロンパ
¥2,000 モノクマ

¥1,500 ティアーズ・トゥ・ティアラ

牧瀬紅莉栖

¥1,000 ゼルダの伝説

牧瀬紅莉栖 白衣ver.

¥2,500 ゼルダ 風のタクトver.

¥1,900 ディズニー

牧瀬紅莉栖&椎名まゆり 応援ver.

¥1,000 リンク 風のタクトver.

¥1,800 ミニーマウス

超大型巨人&進撃のプレイセット

¥2,500 ゼロの使い魔

ミカサ・アッカーマン

¥2,300 ルイズ

リヴァイ

¥4,300 戦姫絶唱シンフォギア

真・女神転生

風鳴翼

ジャックフロスト

¥3,000 立花響

侵略!イカ娘

雪音クリス
¥1,000 戦国BASARA

イカ娘
翠星のガルガンティア

伊達政宗
¥1,000 ソードアート・オンライン

エイミー

フィギュア1点から買い取ります!

アスナ

天元突破グレンラガン
¥2,000 ヨーコ

¥2,000

電波女と青春男
¥1,500 藤和エリオ

¥1,000

刀剣乱舞
¥3,000 大倶利伽羅

¥3,000

¥1,200 加州清光

¥2,500

小狐丸

¥2,500

¥1,400 小夜左文字

¥2,700

燭台切光忠

¥4,000

¥2,500 鶴丸国永

¥5,500

¥4,000

¥2,300 ヴィニエイラ様

¥2,000 小湊るう子

¥2,000

¥1,500 三日月宗近

ネプテューヌ

椎名まゆり

エレン・イェーガー

¥4,000 セルティ・ストゥルルソン

¥2,000

¥1,000 超次元ゲイム ネプテューヌ

¥2,000 selector infected WIXOSS

デュラララ!!

蛍丸

¥1,000 サーニャ・V・リトヴャク

アルミン・アルレルト

¥2,300

¥3,000

シャナ 電撃大王ver.

リンク ムジュラの仮面3Dver.

¥3,000 久世響希

¥2,500 へし切長谷部

¥1,000 ヘスティア

進撃の巨人

¥3,000 デビルサバイバー2

¥2,000

¥2,000 ゲルトルート・バルクホルン

世界征服 謀略のズヴィズダー

¥1,900

¥1,800 ダンジョンに出会いを求めるの間違っているだろうか 同田貫正国

シャナ 炎髪灼眼ver.

シュタインズ・ゲート

¥2,000

アロウン

¥1,000 デート・ア・ライブ

三日月宗近(再販)

¥3,500

¥2,300 三日月宗近 Cheerful ver.

¥3,000

山姥切国広

¥3,000

¥3,500 東方project
アリス・マーガトロイド

¥3,000

五河琴里

¥2,500 十六夜咲夜

¥1,500

¥1,000 時崎狂三

¥2,000 霧雨魔理沙

¥1,200

¥2,000 古明地こいし

¥3,000

¥1,500 古明地さとり

¥2,500

¥3,000 魂魄妖夢

¥2,000

時崎狂三(再販)
¥1,000 夜刀神十香
四糸乃
¥2,500 デスノート

西行寺幽々子

¥2,500

¥1,200 L

¥2,000 チルノ

¥1,000

¥2,500 L トナカイver.

¥2,000 パチュリー・ノーレッジ

¥3,000

¥1,500 藤原妹紅

¥3,000

夜神月
¥2,500 鉄道むすめ
鬼怒川みやび
¥3,500 的場まりな

フランドール・スカーレット

¥2,000

¥2,300 八雲紫

¥2,500

¥1,000 レミリア・スカーレット

¥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

Fate/EXTRA キャスター のんのんびより 宮内れんげ 雪ミク Magical Snow ver. 干物妹!うまるちゃん うまる

3,500円 買取 2,000円 買取 3,000円 買取 4,000円 買取
とある科学の超電磁砲

のんのんびより

鏡音リン 応援ver.

¥1,200 Panty&Stocking with Garterbelt

白井黒子

¥1,500 一条蛍

¥1,600 鏡音レン アペンド

¥2,500 ストッキング

¥2,500

御坂美琴

¥1,500 宮内れんげ

¥2,000 鏡音レン 応援ver.

¥1,000 パンティ

¥1,100

ToHeart2

ハイキュー!!

重音テト

¥1,500 秘密結社 鷹の爪

久寿川ささら ヴァルキリーver.

¥2,000 岩泉一

¥2,100 神威がくぽ

¥1,000 レオナルド博士

柚原このみ&向坂環 ダンジョントラベラーズセット

¥1,000 及川徹

¥3,000 桜ミク

¥1,200 干物妹!うまるちゃん

Dota2

影山飛雄

¥2,700

¥3,000 桜ミク Bloomed in Japan

¥2,500 うまる

ドラゴンナイト

¥1,900 影山飛雄 烏野高校排球部ジャージver.

¥3,800 桜ミクダヨー

¥1,000 ファイアーエンブレム

ミラーナ

¥2,300 黒尾鉄朗

¥2,600 週刊はじめての初音ミク

¥1,800 エリーゼ

¥1,800

¥2,000 初音ミク

¥1,500 マルス 新・紋章の謎エディション

¥2,000

¥2,500 初音ミク 2.0

¥1,500 Fate

DOGDAYS

孤爪研磨

ミルヒオーレ・F・ビスコッティ

¥1,000 孤爪研磨(再販)

トトリのアトリエ

¥2,200 初音ミク アブソリュートHMO・エディション

¥1,000 アーチャー スーパームーバブル・エディション

¥2,000

¥1,200 月島蛍

¥2,500 初音ミク アペンド

¥1,200 キャスター

¥3,500

西谷夕

¥3,000 初音ミク 応援ver.

¥1,200 ギルガメッシュ

¥2,500

¥3,000 初音ミク 獅子舞ver.

¥3,800 ぐだ子

¥6,500

¥2,500 シールダー/マシュ・キリエライト

¥3,500

¥2,500 セイバー 10th ANNIVERSARYver.

¥6,000

¥1,500 セイバー Zero ver.

¥4,000

¥3,000 セイバー スーパームーバブル・エディション

¥4,000

菅原考支

トトリ
とびだせ どうぶつの森
しずえ

¥1,000 日向翔陽 烏野高校排球部ジャージver.

しずえ 冬服ver.

¥3,000 Hi☆sCoool! セハガール

ドラゴンネスト

セガサターン
¥1,000 ハイスクール・フリート

アイリーン
ToLOVEる

ヴィルヘルミーナ
¥1,800 ハイスコアガール

金色の闇

¥4,000

DRAMAtical Murder

大野晶

蒼葉&蓮

¥2,500 這いよれ!ニャル子さん

ノイズ

¥1,500 ニャル子 冥土ver.

ニセコイ

バクマン

初音ミク 千本桜ver.
¥1,800 初音ミク 中秋名月ver.
初音ミク はちゅねフェイスver.
¥2,200 初音ミク ハロウィンver.
初音ミク マジカルミライ2016ver.
¥2,100 初音ミク 浴衣ver.
巡音ルカ
¥2,000 巡音ルカ 応援ver.
雪ミク

¥2,500
¥5,000

¥1,000

セイバーオルタ スーパームーバブル・エディション

¥1,200 セイバーブライド

¥3,500
¥4,000

¥1,500 セイバーライオン

¥1,500

¥3,000 遠坂凛

¥4,500

小野寺小咲

¥1,000 亜豆美保

桐崎千棘

¥1,000 高木秋人

¥3,000 雪ミク Snow Bell ver.

¥1,000 へたれ桜

¥1,000

橘万里花

¥2,000 新妻エイジ

¥3,000 雪ミク Snow Owl ver.

¥3,000 へたれセイバー

¥2,000

鶫誠士郎

¥2,500 真城最高

¥2,500 雪ミク Twinkle Snow ver.

¥6,500 やさぐれ凛

¥1,800

¥6,500 ライダー

¥1,500

¥1,000 ルーラー/ジャンヌ・ダルク

¥4,500

日常

ハッカドール

東雲なの

¥3,100 ハッカドール1号

はかせ

¥3,000 初音ミク

NEW GAME!
涼風青葉

ノブナガ・ザ・フール

雪ミク いちご白無垢ver.
¥2,000 雪ミク たのしい雪あそびエディション
雪ミク ふわふわコートver.

Happyくじ2012 B賞 初音ミク FamilyMart ver.

¥1,000 レーシングミク 2015ver.

¥5,000 インセイン・ブラック★ロックシューター

¥1,800

Happyくじ2013夏 A賞 初音ミク 水着ver.&FamilyMart2013ver.

¥1,000 レーシングミク 2016ver.

¥4,500 ストレングス

¥1,100

グッスマくじ2014春 A賞 初音ミク セーラー服ver.

¥3,000 花咲くいろは

¥1,800

グッスマくじ2014春 LAST賞 初音ミク セーラー服ver.Special Color

¥1,500 松前緒花

KAITO

¥1,000 ハヤテのごとく!

ジャンヌ・カグヤ・ダルク

¥1,400 KAITO 応援ver.

¥2,000 綾崎ハーマイオニー

ヒミコ

¥1,500 KAITO 千本桜ver.

¥1,500 春ちゃんの気象豆知識

フィギュア1点から買い取ります!

¥1,800 ブラック★ロックシューター

¥4,000

ノーゲーム・ノーライフ
白

¥1,200 雪ミク Magical Snow ver.

¥2,400 セイバー・リリィ
¥2,000 セイバーエクストラ

鏡音リン

¥1,000 春ちゃん

ストレングス TV ANIMATION ver.
¥1,500

¥1,500

チャリオットwith戦車(メアリー)セット TV ANIMATION ver.

¥2,500

デッドマスター

¥1,000

¥1,000 デッドマスター TV ANIMATION ver.

¥1,100

ブラック★ロックシューター

¥1,000

ブラック★ロックシューター TV ANIMATION ver.

¥2,800

¥1,000

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

ラブライブ! 渡辺曜

まどかマギカ 佐倉杏子

まどかマギカ 巴マミ 制服

ラブライブ! 小泉花陽

4,500円 買取 1,500円 買取 1,800円 買取 1,500円 買取
+チック姉さん

マクロスF

姉さん Blu-ray Discセット

¥6,000 ランカ・リー

姉さん DVDセット

¥4,300 魔人探偵脳噛ネウロ

文豪ストレイドッグス

桂木弥子

太宰治

¥2,500 脳噛ネウロ

中原中也

¥2,500 マビノギ

ペルソナ4

ナオ スタッカートver.

アイギス P3・エディション

¥2,000 マブラヴ オルタネイティヴ

天城雪子

¥1,000 イーニァ・シェスチナ

クマ

¥2,000 魔法少女まどか☆マギカ

変態王子と笑わない猫

アルティメットまどか

筒隠月子

¥2,000 鹿目まどか

鬼灯の冷徹

鹿目まどか 制服ver.

鬼灯

¥2,000 鹿目まどか 浴衣ver.

僕のヒーローアカデミア

佐倉杏子

緑谷出久 ヒーローズ・エディション

¥2,800 巴マミ

僕は友達が少ない

巴マミ 制服ver.

ソリッド・スネーク ステルス迷彩ver.
¥1,600

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら

川島みなみ

¥5,000 阿良々木暦
忍野忍
¥1,500 神原駿河
千石撫子
¥1,000 羽川翼

星のカービィ

蒼崎青子

カービィ

¥4,500 久遠寺有珠

メタナイト

¥2,900 魔法の海兵ぴくせる☆まりたん

MARVEL

あーみーさん

¥3,000

渡辺曜

¥4,500

¥3,000 Re:ゼロから始める異世界生活
レム

¥5,500

能美クドリャフカ 冬服ver.

¥1,800

¥1,800 ヤマノススメ

結城友奈 勇者エディション

¥5,000 RAIL WARS!
小海はるか

赤座あかり

真紅 薔薇乙女セット
¥1,200 水銀燈

¥2,000 歳納京子

¥1,200 ロックマン

船見結衣

¥3,300 ロックマン

¥1,000 らき☆すた
¥2,500 Fateコスプレセット
泉こなた キャラアニver.
¥1,000 泉こなた コンプティークver.

¥4,000 ぴくせる☆まりたん ブチこめ!強襲戦闘ver.

キャプテン・アメリカ ヒーローズ・エディション

¥3,000 ミス・モノクローム

スパイダーマン ヒーローズ・エディション

¥3,000 ミス・モノクローム Poker Face Black ver.

デッドプール 俺ちゃん・エディション

¥2,100 みなみけ

¥1,500

¥1,600 ローゼンメイデン

¥1,000 ゆるゆり

アイアンマン マーク7 ヒーローズ・エディション

METAL GEAR SOLID

¥2,000 矢澤にこ 練習着ver.

¥1,500

¥2,000 砂漠のあーみーさん

魔界戦記ディスガイア

¥1,000

¥3,000 能美クドリャフカ 夏服ver.

アイアンマン マーク45 ヒーローズ・エディション

¥1,000 南春香

¥2,300 矢澤にこ

¥1,000 ハンター(女)剣士 ベリオX・エディション

¥1,000 ラブライブ!

魔王

¥1,500

¥1,000

¥2,000 航空じえいたん

南千秋

¥3,000 南ことり 練習着ver.

¥3,000 棗鈴

アイアンマン マーク43 ヒーローズ・エディション

まおゆう 魔王勇者

¥2,000

¥1,500 ハンター(女) キリン・エディション

¥1,200 魔法少女リリカルなのは

¥3,000 魔法使いの夜

¥6,000 南ことり

¥2,000

三日月夜空

レッド

¥1,800

¥3,500 神北小毬

¥1,800 結城友奈は勇者である

¥1,500 エリアス・エインズワース

¥1,800

¥1,500 ハンター(女) ウルク・エディション

¥1,500 百江なぎさ

シロナ

¥2,500

¥2,000 リトルバスターズ!

羽瀬川小鳩

¥4,000 魔法使いの嫁

¥1,500

¥1,000 ハンター(男)剣士 ラギアX・エディション

¥2,000 雪村あおい

N

¥1,800

¥4,000 星空凛 練習着ver.

¥1,200 モンスターハンター

¥1,000 美樹さやか 制服ver.&佐倉杏子 私服ver.

フェイト・テスタロッサ The MOVIE 1st ver.

星空凛

桃色大戦ぱいろん
¥4,000 アリス

西木野真姫

¥1,200 西木野真姫 練習着ver.

¥2,500 ＜物語＞シリーズ

柏崎星奈

ポケットモンスター

¥2,000 東條希 練習着ver.

ロックマンエグゼ スーパームーバブル・エディション

¥3,100
¥2,500

¥1,000
¥2,400

¥1,000 ロボティクス・ノーツ
¥1,000 神代フラウ

¥2,000

¥1,500 WORKING!!
伊波まひる

¥1,000

¥1,000 絢瀬絵里

¥1,200 種島ぽぷら

¥1,500

¥2,000 絢瀬絵里 練習着ver.

¥1,800 山田葵

¥1,000

小泉花陽
¥2,000 小泉花陽 練習着ver.
高坂穂乃果

¥1,500 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い!
¥2,300 黒木智子

¥3,000

¥1,800 ワンパンマン

¥1,000 高坂穂乃果 練習着ver.

¥1,000 サイタマ

¥2,000

¥1,200 園田海未

¥1,000 サイタマ(2次出荷)

¥3,000

¥1,800 戦慄のタツマキ

¥2,200

園田海未 練習着ver.

エトナ

¥2,000 ヴェノム・スネーク スニーキングスーツver.

¥2,200 高海千歌

¥3,000

フロン

¥1,500 ソリッド・スネーク

¥4,000 東條希

¥1,800

フィギュア1点から買い取ります!
お気軽にお持ちください!

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

