コミック阿吽 国天妙

ToHeart2 向坂環 サムライ

七つの大罪 ﾚｳﾞｨｱﾀﾝ 叛傑 クイーンズブレイド アレイン

5,500円 買取 4,000円 買取 4,500円 買取 4,000円 買取
E2オリジナル
ミミ
F.S ISM
ビッチ姫
V.I.Pレアセレクション 2010 Winter
相羽みのり
一騎当千

セーラーサキュバス サファイア -ポイズンブラック-

¥3,000 シャイニングシリーズ
椎名夏音
¥2,000 ブランネージュ
純愛果実
¥3,500 夏色少女 まなつちゃん

ちちのえ+3 Young Hip Cover Gal -Black Sun-

¥5,000 ちちのえ+3 YOUNG HIP Cover Gal -Crimson Red¥1,500 ちちのえ+3 YOUNG HIP Cover Gal イベント限定ver.
ちちのえ+∞ Pin-up Lady
¥2,000 ちちのえ+∞ Pin-up Lady -煌-

¥4,500 ライダー イベント限定ver.

¥6,300

¥5,000 ライダー 流通限定ver.

¥7,000

¥4,000 ハニーブロンド
¥9,000 エリナ・マーサー

¥6,000

¥8,000 エリナ・マーサー ロイヤルブラックver.

¥3,000

¥4,500 秘書課ドロップ

¥3,500 ちちのえ+∞ Pin-up Lady -煌- 限定版

¥7,000 金田京子

¥3,000 夏色少女 まなつちゃん いちごみるくver.限定版

¥5,000 ちちのえ+∞ Pin-up Lady 通販限定ver.

¥11,000 姫とボイン

関羽雲長 -Summer Vacation- イベント限定ver.

¥6,500 夏色少女 まなつちゃん イベント限定ver.

¥4,500 ちちのえ+∞ Pin-up Lady -響-

¥10,000 みるく姫

呂布奉先 ゴスロリ イベント限定ver.

¥4,000 塵骸魔京

呂布奉先 ゴスロリver.

¥5,500 神去りし野に踊る雪のイグニス

¥3,500 アル・アジフ いのうえたくやver.

¥3,000 有葉 カバーガール

呂蒙子明

¥5,000 黒く燃える氷のニンバス

¥6,300 アル・アジフ いのうえたくやver. Original ｃolor Edition

¥2,500 ブラスレイター

関羽雲長 -Summer Vacation-

ウィッチブレイド
天羽雅音 Cool White ver.

夏色少女 まなつちゃん いちごみるくver.

¥6,000 ちちのえ+3 YOUNG HIP Cover Gal

永久に消せぬ炎のイグニス
¥6,000 永久に消せぬ炎のイグニス イベント限定ver.

天羽雅音 イベント限定ver.

¥9,000 神曲奏界ポリフォニカ

都築栞

¥3,500 コーティカルテ・アパ・ラグランジェス

都築栞 Cool Black ver.

¥9,000 すーぱーそに子

おねがい☆ティーチャー
風見みずほ
花粉少女注意報!
花園アキ
クイーンズブレイド
アレイン

すーぱーそに子 小悪魔ナースver.
¥2,000 すーぱーそに子 しまパンver.
すーぱーそに子 ソニコミパッケージver.
¥2,500 すーぱーそに子 ソニコミパッケージver.Berry!
すーぱーそに子 ソニコミパッケージver.限定版

¥4,000 すーぱーそに子 チアガールver.

デモンベインシリーズ

¥5,000 スノウ

¥9,000 アル・アジフ&アナザーブラッド

¥1,500 Brandish

ToHeart2

菜々子

¥5,000 藤倉優
¥4,000 ペルソナ3

¥4,000 東方Project

一条舞
¥4,000 一条舞 イベント限定ver.
¥5,000 マケン姫っ!

¥3,500 すーぱーそに子 チアガールver.-Sun*kissed-

¥4,000 狭霧友子 Ver.Darkness
¥6,000 七つの大罪

すーぱーそに子 バレンタインver.

メティス

¥3,500 狭霧友子

¥2,000 すーぱーそに子 ナースver.イベント限定版

¥4,500 アスモデウス 白銀ノ衣版

¥7,500

¥4,000
¥1,500

¥3,500

¥4,000

¥5,000 舞FAVORITE

¥7,000 トリアージX

アレイン イベント限定ver.

¥3,000

¥3,500 プリンセスラバー!

¥6,000 菜々子 紺スク水ver.

アレイン EXカラーver.

グリザイアの果実

ツィスカ
¥5,500 ツィスカ 魅惑の白悪魔ver.

¥3,000 柚原このみ ゴスロリver.

¥3,500 フランドール・スカーレット

¥5,000

PUSH!!イラストアーカイブス

¥2,000 アル・アジフ いのうえたくやver.イベント限定版

¥3,000 向坂環 サムライver.

¥7,000

二条秋

¥4,500
¥8,000

¥3,000

¥4,500 まりあ☆ほりっく

榊由美子

¥4,500 すーぱーそに子 ボンテージver.

¥3,000 サタン 憤怒の像

¥3,500 祠堂鞠也

榊由美子 -チェリーレッド-

¥3,500 すーぱーそに子 ボンデージver.イベント限定版

¥9,000 ベリアル 虚飾の像

¥7,000 メイド嫁

すーぱーそに子 ボンテージver.キャンディピンク

¥2,000 マモン 薄桃ノ衣版

¥4,500 有紀

¥4,000

¥5,500 有紀 -Another Color-

¥5,000

コミックXO
十文字たまき

¥4,000 スーパーブラックジャック

十文字たまき スノウハートver.

¥3,000 Rio -Starting of the day- テクモオンライン限定版

コミック阿吽

涼宮ハルヒの憂鬱

藍沢奈緒

¥2,000 長門有希 ゴスロリver.

国天妙

¥4,000 セキレイ

国天妙 いちご味

¥4,500 月海 イベント限定版

国天妙 イベント限定ver.

¥6,000 瀬戸の花嫁

国天妙 ばなな味

¥5,000 瀬戸燦

ララ ダークグレープver.

¥2,000 戦国天使ジブリール

ララ フレッシュピーチver.

¥6,000 綾小路葵

ララ・ポッポリップ・ピピルノ・ピピル・パパレッモ

¥3,000 ちちのえ

コミックアンリアル
女剣士フィーネ
サキュバス・シルヴィア
サキュバス・シルヴィア イベント限定ver.

ちちのえ+ Cover Girl

マモン 銃弑ウエスタン水着ノ節
¥4,500 ルシファー 傲慢の像
レヴィアタン 叛傑ホットパンツノ節
¥4,000 レヴィアタン 叛傑ホットパンツノ節 桃色ノ項

¥4,000 メガミマガジンクリエイターズ
¥4,500 スク水メカナース少女 ナナ

アーシェス・ネイ イベント限定ver.
¥7,000 アーシェス・ネイ -漆黒の雷帝カイ・ハーン
¥3,500 カイ・ハーン -monochromeREDカイ・ハーン ver.1.2
¥2,000 シーン・ハリ

一条真奈美

¥13,000 古手川唯

¥4,000 エルフ

¥5,000

¥2,000 エルフ Second Edition

¥4,000

¥5,000 エルフ イベント限定ver.

¥10,000

¥3,000 ちょこおき。リネージュⅡ×ヒライユキオ

¥3,500 ちちのえ+ Cover Girl イベント限定ver.

¥6,000 ハスラー

¥3,500 ランサー

¥3,500 ハスラー -CARDINAL RED-

¥3,000 ロザリオとバンパイア

¥2,500 ちちのえ+2 YOUNG HIP Cover Gal Cassis ver.

¥3,000 ハスラー イベント限定ver.

セーラーサキュバス サファイア

¥6,000 ちちのえ+2 YOUNG HIP Cover Gal イベント限定ver.

¥8,100 ライダー

¥3,500

¥6,000 リネージュⅡ

¥2,000 八宝備仁画集 SWEETBODY

サキュバス・シルヴィア ミスティバイオレットver.

¥4,000

¥3,500 もっとToLOVEる

¥5,000 ちちのえ+ Cover Girl Black hair ver.

¥10,000 ちちのえ+2 YOUNG HIP Cover Gal

¥1,000

¥4,000 めんくい!

BASTARD!! -暗黒の破壊神¥6,000 アーシェス・ネイ

¥6,000

¥5,000

RED STONE

¥10,800 黒乃胡夢
¥3,500 黒乃胡夢 ワインレッドver.

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

¥3,000
¥4,000

