
すーぱーそに子 スペースポリスver. ¥800 SQフィギュア 巴マミ ¥600

SQフィギュア 赤城みりあ 凸レーション ¥600 そに子ちゃん生活密着SPフィギュア おふろあがり ¥500 フィギュアコレクションvol.2 アテナ ¥500 SQフィギュア 巴マミ SHINOBUver.通常カラー ¥600

SQフィギュア 天海春香 スターピースメモリーズ ¥700 そに子ちゃん生活密着SPフィギュア 夏の思い出 ¥800 フィギュアコレクションvol.17 雪白の美姫 ヴァルキリークレール ¥500 SQフィギュア 美樹さやか ¥600

SQフィギュア 島村卯月 new generation(赤衣装) ¥700 そに子ちゃんとおとぎばなしSPフィギュア 青の女王 ¥800 SQフィギュア SPアソート 巴マミ ¥800

なかよしほーるどフィギュア そに子 ゴールド ¥500 PMフィギュア 鏡音リン -Project DIVA-Arcade ¥800 SQフィギュア 劇場版新編SPアソート 鹿目まどか ¥500

PMフィギュア tentative name:Rei Ayanami ¥1,300 マジカルフィギュア すーぱーぽちゃ子 ¥1,000 PMフィギュア 初音ミク Angel Breeze ¥500

PMフィギュア 初音ミク -Project DIVA- ¥800 DXFフィギュア3 戦場ヶ原ひたぎ ¥700

SPフィギュア 木之本桜 In Uniform ¥500 ALOビーチフィギュア アスナ ¥700 PMフィギュア 初音ミク -Project DIVA-Arcade ¥1,000 DXFフィギュア下 忍野忍 ¥500

ALOフィギュア アスナ ¥1,000 PMフィギュア 初音ミク -Project DIVA-extend ¥700 DXFフィギュア下 戦場ヶ原ひたぎ ¥1,000

PMフィギュア 西住まほ ¥500 GGOスペシャルフィギュア シノン ¥1,200 PMフィギュア 初音ミク -Project DIVA-f ¥800 HGフィギュア 阿良々木月火 ¥1,000

パンツァーフォー!SPフィギュア 秋山優花里 ¥600 HGフィギュア アスナ&シリカ シリカ ¥500 PMフィギュア 巡音ルカ -Project DIVA-Arcade ¥500 HGフィギュア 八九寺真宵 ¥1,500

HGフィギュア フェアリィ・ダンス アスナ ¥1,000 PMフィギュア レーシングミク2012 ¥1,000 PMフィギュア 神原駿河 ¥500

PMフィギュア 赤城 ¥500 HGフィギュア フェアリィ・ダンス リーファ ¥700 SPMフィギュア 初音ミク ∞ ¥1,000 PMフィギュア キスショット Ver.2 ¥700

PMフィギュア 加賀 ¥800 PMフィギュア アスナ ALO ¥500 SPMフィギュア 初音ミク -Project DIVA-X HD ¥800 PMフィギュア ブラック羽川 ¥700

PMフィギュア 川内改二 ¥500 PMフィギュア アスナ(オーディナル・スケール) ¥800 SPMフィギュア 初音ミク ナチュラル ¥500 SQフィギュア キスショット DEVILHOMURAver.通常カラー ¥500

PMフィギュア 大鯨 ¥800 PMフィギュア シノン GGO ¥1,500 SQフィギュア レーシングミク2014 ¥1,000 SQフィギュア 戦場ヶ原ひたぎ MADOKAver.通常カラー ¥800

SPMフィギュア 秋月 ¥500 PMフィギュア シノン GGOver.2 ¥1,200 SQフィギュア レーシングミク2016 ¥500 忍野忍(タイトー) ¥1,000

SPMフィギュア 翔鶴改二甲 ¥500 PMフィギュア 閃光のアスナ ¥1,200 初音ミク オリジナル冬服ver. ¥700 戦場ヶ原ひたぎ(タイトー) ¥500

SPMフィギュア 祥鳳改 ¥500 PMフィギュア 閃光のアスナSP ¥700 八九寺真宵(タイトー) ¥1,000

SPMフィギュア 瑞鶴改二甲 ¥600 SAOフィギュアⅠ アスナ ¥1,500 フィギュアコレクションvol.3 梅桐彩葉 ¥500 ブラック羽川(タイトー) ¥1,000

SPMフィギュア 瑞鳳改 ¥500 SAOフィギュアⅡ シリカ ¥1,000

SPMフィギュア 夕立改二 ¥500 SQフィギュア ウンディーネアスナ 通常カラーver. ¥600 BREAK TIME FIGURE セーラームーン ¥700 PMフィギュア ウリエル ¥1,000

SQフィギュア Ceylon Tea Party 金剛 ¥800 SQフィギュア ウンディーネアスナ ユウキカラーver. ¥500 Girls Memories figure セーラージュピター ¥1,400 PMフィギュア ラファエル ¥700

SQフィギュア Ceylon Tea Party 鈴谷 ¥500 SQフィギュア シノン ファントム・バレット ¥1,200 Girls Memories figure セーラーネプチューン ¥500

深海棲艦SPフィギュア 飛行場姫 ¥1,000 SQフィギュア ユウキ アスナカラーver. ¥800 Girls Memories figure セーラーマーキュリー ¥500 PMフィギュア 由比ヶ浜結衣 ¥700

伊19(タイトー) ¥800 SQフィギュア ユウキ 通常カラーver. ¥1,000 Girls Memories figure セーラーマーズ ¥1,000 PMフィギュア 雪ノ下雪乃 ¥1,000

浦風 休日 ¥800 SQフィギュア 結城明日奈 Extra Edition ¥600 PMフィギュア 雪ノ下雪乃 続 ¥2,000

島風(タイトー) ¥1,200 オーディナル・スケールSPフィギュア アスナ ¥1,200 DXFサーヴァントフィギュアvol.4 セイバー ¥1,500

北方棲姫 大破 ¥1,000 ビネットフィギュア アスナ クラシックver. ¥700 EXフィギュア セイバー ¥800 マジカルキュートフィギュア ブラック・マジシャン・ガール ¥500

シノン ケットシー ¥1,500 PMフィギュア セイバー(EXTRA CCC) ¥700

PMフィギュア 纏流子 ¥1,800 シノン ファントムバレット(タイトー) ¥1,200 SPMフィギュア セイバー/沖田総司 ¥1,800 PMフィギュア 泉こなた 島風コスプレver. ¥1,000

閃光のアスナ(タイトー) ¥1,500 SQフィギュア セイバー Stay night ver. ¥2,500

DXFフィギュア HTT-GRAY-STYLE(唯&梓) 中野梓 ¥800 ユウキ(タイトー) ¥1,500 SQフィギュア セイバー Zero ver. ¥1,000 PMフィギュア 園田海未 START:DASH!! ¥1,500

PMフィギュア 中野梓 Guitar Elite ¥700 カレイドフィギュア イリヤ ¥500 PMフィギュア 東條希 それは僕たちの奇跡 ¥500

PMフィギュア1 中野梓 ¥500 PMフィギュア 枝垂ほたる ¥500 マスターフィギュア イリヤ ¥800 PMフィギュア 西木野真姫 それは僕たちの奇跡 ¥700

SQフィギュア 田井中律 ¥500 プリズマイリヤ イリヤ ¥1,500 PMフィギュア 星空凛 No brand girls ¥700

ファミリア・ミィスSPフィギュア ヘスティア ¥700 プリズマイリヤ クロ ¥2,300 PMフィギュア 南ことり 2年生-No brand girls ¥500

ティータイムSPフィギュア チノ ¥1,500 プリズマイリヤ 美遊 ¥700 PMフィギュア 南ことり No brand girls ¥1,200

PMフィギュア 小鳥遊六花 Gothic Dress ¥1,000 SPMフィギュア 絢瀬絵里 Snow halation ¥500

PMフィギュア ダクネス ¥1,000 PMメイドフィギュア 柏崎星奈 ¥500 SPMフィギュア 園田海未 Snow halation ¥700

PMフィギュア めぐみん ¥1,000 夜刀神十香(タイトー) ¥1,500 SPMフィギュア 津島善子 ¥500

SQフィギュア カナメ・バッカニア ワルキューレver. ¥500 SPMフィギュア 西木野真姫 SUNNY DAY SONG ¥1,000

PMフィギュア 宇佐美みずき ¥800 PMフィギュア 金色の闇 トランス・ダークネス ¥500 SQフィギュア ミラージュ・ファリーナ・ジーナス ワルキューレver. ¥700 SPMフィギュア 南ことり Snow halation ¥500

ぬーどるストッパーフィギュア 古手川唯 紫 ¥700 コンプリートフィギュア 高坂穂乃果 もぎゅっとver. ¥800

牧瀬紅莉栖(タイトー) ¥1,000 SQフィギュア 暁美ほむら ¥800 コンプリートフィギュア 西木野真姫 ¥800

PMフィギュア 涼風青葉 ¥500 SQフィギュア 鹿目まどか ¥500 コンプリートフィギュア 矢澤にこ ¥1,200

SQフィギュア すーぱーそに子 きゃんぱす☆らいふ ¥800 SQフィギュア 鹿目まどか HITAGIver.セピアカラー ¥800 ビーチフィギュア 東條希 レモネード ¥500

サマービーチフィギュア そに子 ¥1,000 PMフィギュア ニャル子 ¥700 SQフィギュア 鹿目まどか 白いワンピースver. ¥600

すーぱーそに子 Winter ver. ¥600 SQフィギュア 佐倉杏子 ¥700 PMフィギュア レム ¥1,500

艦これ 深海棲艦SP 飛行場姫 ごちうさ ﾃｨｰﾀｲﾑSPﾌｨｷﾞｭｱ ﾁﾉ Fate SPM ｾｲﾊﾞｰ/沖田総司 リゼロ PMフィギュア レム

1,000円 買取 1,500円 買取 1,800円 買取 1,500円 買取
アイドルマスター パズル&ドラゴンズ

Fate

初音ミク

エヴァンゲリヲン

＜物語＞シリーズ

カードキャプターさくら ソードアート・オンライン

ガールズ&パンツァー

艦隊これくしょん

beatmaniaⅡDX

美少女戦士セーラームーン モンスターストライク

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている

デート・ア・ライブ

遊戯王

キルラキル らき☆すた

けいおん! ラブライブ!

だがしかし

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

ご注文はうさぎですか?

中二病でも恋がしたい!

この素晴らしい世界に祝福を! 僕は友達が少ない

マクロスΔ

この美術部には問題がある! ToLOVEる

シュタインズ・ゲート 魔法少女まどか☆マギカ

NEW GAME!

すーぱーそに子

這いよれ!ニャル子さん

Re:ゼロから始める異世界生活

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


