メガハウス カグヤ

オーキッドシード アレイン

メガハウス ブランウェン

メガハウス ニクス

8,500円 買取 4,000円 買取 3,000円 買取 2,500円 買取
A-toys

回天堂

武器屋 カトレア
Q-six

アイリ 2Pカラーver.

¥31,500 鋼鉄姫 ユーミル 1st attack
鋼鉄姫 ユーミル critical attack

¥2,000 アレイン 2Pカラーver.

¥3,000 囚われの竜戦士 ブランウェン

¥3,000

¥1,800 脱ぎ脱ぎシギィ 深艶の黒

¥2,500
¥2,000

¥5,400 アンネロッテ 狂騎士ver.

¥1,500 脱ぎ脱ぎシギィ 深艶の黒(大感謝祭再販)

囚われの竜戦士 ブランウェン

¥7,000 光明の天使 ナナエル

¥3,000 カトレア 2Pカラーver.

¥1,800 脱ぎ脱ぎシギィ 美迫の白

囚われの竜戦士 ブランウェン 銀竜ver.

¥9,000 光明の天使 ナナエル あみあみ限定版

¥6,000 ペンギンパレード

武器屋 カトレア ダメージver.
武器屋 カトレア -闘姫乱舞-

¥7,200 光明の天使 ナナエル 宮沢模型限定版
¥10,800 冥土へ誘うもの アイリ

武器屋 カトレア -闘姫乱舞- 紅ver.

¥7,000 冥土へ誘うもの アイリ 宮沢模型限定版

武器屋 カトレア メタリックダメージver.

¥5,400 グリフォンエンタープライズ

武者巫女 トモエ ダメージver.

¥4,500 鋼鉄姫 ユーミル ロイヤルパープルver.

¥3,500 大海賊 キャプテン・リリアナ
¥7,200 ホビージャパン
¥5,400 1年A組委員長 服部絢子
蒼の継承者 ノエル=ヴァーミリオン

脱ぎ脱ぎシギィ 美迫の白(大感謝祭再販)
¥3,600 叛乱の騎士姫 アンネロッテ
武器屋 カトレア
¥3,500 武器屋 カトレア 情熱の赤ver.

¥3,000
¥3,000
¥1,000
¥2,000
¥1,500

¥2,000 武器屋 カトレア 情熱の赤ふたたび

¥2,000

¥5,400 蒼の継承者 ノエル=ヴァーミリオン 2Pカラーver.

¥2,500 武器屋 カトレア(HJ限定再販)

¥4,000

武者巫女 トモエ ダメージver.2Pカラー

¥5,400 光明の天使 ナナエル

¥2,000 運命に翻弄される娘 ピュラ

¥3,600 炎の使い手 ニクス

¥2,500

歴戦の傭兵 エキドナ -闘姫乱舞- オリジナルver.

¥3,500 光明の天使 ナナエル ブラック&パープルver.

¥5,400 運命のくノ一 かすみ

¥2,000 魔装剣姫 カグヤ

¥8,500

歴戦の傭兵 エキドナ -闘姫乱舞- 紅ver.

¥5,000 古代の王女 メナス

¥3,000 格闘令嬢 リリ 2Pカラーver.

¥3,000 武者巫女 トモエ 2Pカラーver.

¥2,000

¥2,700 仮装の騎士 ダルタニアン

¥2,000 門を開く者 アリス

¥1,500

青島文化教材社
デスクトップフィギュア アイリ
あみあみZERO

近衛隊長 エリナ
¥5,400 戦闘教官 アレイン Ver.2
戦闘教官 アレイン ロイヤルブルーver.

¥4,500 絡みつく孤高の刃 アイヴィー

¥4,000 門を開く者 アリス デザイナーズカラーver.

¥2,000

¥4,500 召喚士 アルドラ

¥2,500 門を開く者 アリス ブーストver.

¥2,000

古代の王女 メナス

¥4,500 武器屋 カトレア

¥1,500 蜀の武神 関羽

¥2,000 妖猿の屍術師 セイテン

¥8,000

古代の王女 メナス 2Pカラー

¥2,000 武器屋 カトレア Ver.2

¥3,000 蜀の武神 関羽 2Pカラーver.

¥1,500 流浪の戦士 レイナ

¥1,000

¥2,500 ペインキラー 琴音ちゃん

¥1,000 流浪の戦士 レイナ 2Pカラーver.

¥4,000

¥2,000 マジカルパティシエ まろん=まかろん

¥3,200 流浪の戦士 レイナ オルタナティブ

¥3,000
¥1,500

アルファマックス
トモエ オメガスタイル
メローナ オメガスタイル
レイナ オメガスタイル
エイプラス

武器屋 カトレア スケスケver.
¥6,000 武器屋 カトレア ブルーバイオレットver.

¥2,300 密林の守護者 チャムチャム

¥4,000 歴戦の傭兵 エキドナ

¥12,000 武者巫女 トモエ(1/7スケール)

¥6,300 武者巫女 トモエ 2Pカラー(ノンスケール)

¥1,000 モエコレ+ 恩を返すもの いろは

¥2,500 歴戦の傭兵 エキドナ 2Pカラーver.

¥3,600

武者巫女 トモエ(ノンスケール)

¥2,000 モエコレ+ 紅の忍 不知火舞(青)

¥6,000 歴戦の傭兵 エキドナ HJ限定カラー

¥2,000

¥2,000 歴戦の傭兵 エキドナ SpecialEdition

異端審問官 シギィ

¥20,700 冥土へ誘うもの アイリ 2Pカラーver.(1/7スケール)

¥5,400 モエコレ+ 紅の忍 不知火舞(赤)

異端審問官 シギィ 2Pカラーver.

¥25,000 冥土へ誘うもの アイリ DXカラーver.

¥1,000 ムービック

武器屋 カトレア(1/2.5スケール)

¥20,000 冥土へ誘うもの アイリ(1/7スケール)

ブランウェン

¥4,000 流浪の戦士 レイナ DXカラーver.

¥2,300 武者巫女 トモエ
¥1,800 メガハウス

歴戦の傭兵 エキドナ ダークカラー
¥3,500 錬金鋼人 ヴァンテ

¥12,000 流浪の戦士 レイナ アイアンシルバーver.

¥4,500 異端審問官 シギィ

¥3,000 vmf 流浪の戦士 レイナ 2Pカラーver.

冥土へ誘うもの アイリ 2Pカラーver.

¥18,000 流浪の戦士 レイナ プラチナカラーver.

¥2,500 異端審問官 シギィ 二律背反ver.

¥2,000 ユーアート

歴戦の傭兵 エキドナ

¥10,800 歴戦の傭兵 エキドナ

¥2,000 牙の暗殺者 イルマ

¥4,000 古代の王女 メナス

エヴォリューショントイ

¥3,600 クレイズ

甲魔忍軍頭領 シズカ 抜け忍ver.

鋼鉄参謀 ユーミル

¥1,500

やまと

冥土へ誘うもの アイリ

歴戦の傭兵 エキドナ BLACKver.

¥3,000
¥2,000

¥3,000

¥8,000

¥1,000 武者巫女 トモエ

¥2,500

¥5,400 光明の天使 ナナエル

¥2,000 冥土へ誘うもの アイリ

¥4,000

¥3,600 荒野の義賊 リスティ

¥2,000 リボルテック

ふるプニっ! アイリ

¥3,200 鋼鉄姫 ユーミル

ふるプニっ! アイリ アナザーカラー版

¥6,000 シーエムズコーポレーション

荒野の義賊 リスティ 2Pカラーver.

¥2,000 アイリ

¥1,000

¥12,600 グッコレ 流浪の戦士 レイナ

¥5,400 荒野の義賊 リスティ 限定復刻版

¥5,400 アリス

¥2,000

ふるプニっ! カトレア
ふるプニっ! カトレア 2Pカラー版

¥2,000 ジェンコ

¥2,000 アルドラ

¥3,000

ふるプニっ! カトレア(再販)

¥8,000 アレイン 水着で完全敗北!

¥3,500 古代の王女 メナス 2Pカラーver.

¥2,000 アンネロッテ

¥3,500

ふるプニっ! トモエ

¥5,000 トモエ 禁断の…巫女着せ替え

¥5,000 戦神の侍 イズミ

¥2,000 エキドナ 2Pカラー

¥2,000

ふるプニっ! トモエ 2Pカラー版

¥4,500 ダイキ工業

¥4,000 カトレア

¥2,000

ふるプニっ! ニクス

¥2,000 光明の天使 ナナエル

¥5,400 潜入服アンネロッテ 蒼の騎士姫

¥1,500 シギィ

¥1,000

¥8,000 潜入服アンネロッテ 紅の騎士姫

¥2,000 シギィ 2Pカラー

¥1,500

¥3,000 ナナエル 2Pカラー

¥1,000

エークロス

古代の王女 メナス

光明の天使 ナナエル 2Pカラーver.

メローナ ダメージを受けるver.
オーキッドシード

¥7,200 古代の王女 メナス
古代の王女 メナス 2Pカラーver.

アレイン

¥4,000 武器屋 カトレア 白水着ver.2

アレイン EXカラーver.

¥3,500 武器屋 カトレア 水着ver.

オルカトイズ

武器屋 カトレア 水着ver.2

異端審問官 シギィ

¥4,000 流浪の戦士 レイナ

異端審問官 シギィ The Color of Blood

¥3,600 流浪の戦士 レイナ 2Pカラーver.

異端審問官 シギィ ver.DARKNESS

¥6,300 ねんどろいど

フィギュア1点から買い取ります!

アイリ

戦闘教官 アレイン 縛

¥22,500 千変の刺客 メローナ 2Pカラーver.
¥36,000 大海賊 キャプテン・リリアナ 2Pカラーver.
¥3,000 対魔師 ターニャン

¥2,500 ノワ

¥2,000

¥1,000 ブランウェン

¥4,500

¥4,000 対魔師 ターニャン(大感謝祭再販)

¥3,200 メナス

¥3,500

¥3,000 太陽の踊り手 ルナルナ

¥2,500 メローナ

¥3,000

¥11,000 太陽の踊り手 ルナルナ(10th Anniversary Legend)
¥7,700 超振動戦乙女 ミリム 2Pカラーver.
月影の踊り手 ルナルナ
¥1,000 月影の踊り手 ルナルナ(10th Anniversary Legend)

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

¥2,000 ユーミル

¥1,200

¥3,000 レガシー アリス

¥2,000

¥4,000 レガシー エリナ

¥1,000

¥4,000 レガシー カトレア

¥1,000

