figma アスナ

FREEing 結城明日奈 浴衣

一番くじ STAGE1 A賞 アスナ 一番くじ STAGE2 B賞 アスナ

6,000円 買取 6,000円 買取 2,300円 買取 5,000円 買取
ANIPLEX+

STAGE1 B賞 リーファ

桐ヶ谷直葉 スクール水着ver.

¥11,000 STAGE2 A賞 シノン

結城明日奈 ビキニver.

¥4,000 STAGE2 B賞 アスナ

figma

STAGE2 ラストワン賞 アスナ SPカラーver.

¥1,800 リーファ 水着ver.限定カラー

¥7,000 PMフィギュア 閃光のアスナ WF限定版

¥2,500

¥2,800 リーファ 水着ver.

¥8,000 PMフィギュア 閃光のアスナSP

¥1,800

¥5,000 ナノリッチVC アスナ

¥4,000 SAOフィギュアⅠ アスナ

¥1,500

¥3,000 ナノリッチVC アスナ ティターニアver.

¥2,000 SAOフィギュアⅠ キリト

¥4,500

¥4,000 SAOフィギュアⅡ シリカ

¥2,800

アスナ

¥6,000 STAGE3 A賞 ユウキ

¥5,000 ナノリッチVC キリト

アスナ(再販)

¥5,500 STAGE3 B賞 アスナ

¥2,000 コトブキヤ

キリト

¥8,000 STAGE3 C賞 ユウキ キリトカラーver.

キリト(再販)

SAOフィギュアⅡ リズベット

¥1,500

¥4,000 アスナ -Aincrad-

¥7,000 SQフィギュア アスナ 黒ver.

¥1,000

¥7,500 STAGE3 ラストワン賞 アスナ キリトカラーver.

¥3,500 アスナ -Fairy Dance-

¥6,000 SQフィギュア アスナ 通常カラーver.

キリト ALOver.

¥6,000 オーディナル・スケール A賞 アスナ

¥2,000 シノン -Phantom Bullet-

¥7,000 SQフィギュア ウンディーネアスナ 通常カラーver.

¥1,300

キリト GGOver.

¥4,800 オーディナル・スケール B賞 アスナ SP

¥2,000 キューポッシュ アスナ

¥2,000 SQフィギュア ウンディーネアスナ ユウキカラーver.

¥1,500

シノン

¥4,000 セレクション A賞 アスナ

¥2,000 ジェンコ

ユウキ

¥9,000 セレクション B賞 ユウキ

¥2,000 《絶剣》ユウキ 11連撃OSS《マザーズ・ロザリオ》ver.

¥7,000 SQフィギュア ユウキ アスナカラーver.

¥1,500

リーファ

¥2,000 セレクション ラストワン賞 アスナ SP

¥2,000 アスナ セクシービキニdeパラソル

¥5,000 SQフィギュア ユウキ 通常カラーver.

¥1,500

¥1,500 リーファ セクシービキニdeパラソル

¥5,000 ビネットフィギュア アスナ

¥2,000

FREEing

第一弾 B賞 アスナ SAOver.きゅんキャラ

SQフィギュア シノン ファントム・バレット

¥900

¥1,800

アスナ

¥9,000 第一弾 E賞 キリト ALOver.きゅんキャラ

¥1,200 電撃屋

シリカ

¥8,000 第一弾 H賞 ユイ

¥1,000 アスナ -Bikini Style-

¥2,000 プールサイドフィギュアvol.2 篠崎里香

¥1,000

結城明日奈 浴衣ver.

¥6,000 メイドワールド A賞 アスナ

¥2,000 アスナ -KoB Style-

¥3,500 プールサイドフィギュアvol.2 結城明日奈

¥1,000

PLUM

メイドワールド Ｂ賞 アスナ SPカラーver.
¥5,400 回天堂

アスナ -ティターニアRAH

シノン

キリト

¥13,000 シノン(再販)

シノン

¥13,000 キャラアニ

WAVE

アスナ 新妻はいつでもYESまくらver.

¥1,200 閃光のアスナ アインクラッドのアイドルver.
ユイ -Navigation Pixie-

ビネットフィギュア アスナ クラシックver.

¥13,000 アスナ 細剣使い
¥4,000 アスナ ロード中

¥5,500 ねんどろいど
¥6,500 アスナ
アスナ ティターニアver.

ウンディーネアスナ(タイトー)

¥1,500

¥1,200
¥800
¥1,200

¥3,500 シノン ケットシー

¥1,600

¥4,500 ユウキ(タイトー)

¥1,000

¥6,500 キリト

¥3,000 プラテアード

BEACH QUEENS 綾野珪子

¥9,000 アスナ バカンス気分ver.

¥4,500 キリト(再販)

¥2,500 シノン

BEACH QUEENS 桐ヶ谷直葉

¥2,000 シノン

¥9,000 シノン

¥3,000 プルクラ

BEACH QUEENS 篠崎里香

¥6,000 水着アスナ

¥4,000 シノン(再販)

¥3,000 シノン

¥4,000

BEACH QUEENS 結城明日奈

¥3,000 水着シノン

¥5,000 プライズ

シリカ

¥5,000

WING

水着リーファ

S.K.series アスナ

¥1,500 水着リズベット

青島文化教材社

グッドスマイルカンパニー

シリカ ALOver.

¥6,000 アスナ 血盟騎士団ver.

アクアマリン

グリフォンエンタープライズ

シノン

¥7,000 アスナ

アルター

アスナ キャミソールver.

桐ヶ谷直葉

¥4,000 アスナ 剣士ver.

アルファマックス

アスナ ティターニアver.

アスナ ALOver.

¥8,000 アスナ プライベートver.

一番くじ

アスナ 水着ver.

¥5,000

¥3,000 ALOウンディーネSPフィギュア アスナ

¥1,800 ブロッコリー

¥3,000 ALOスペシャルフィギュア シノン

¥1,300 アスナ お料理ver.

¥6,000

¥1,000 アスナ お料理ver.あみあみ限定版

¥5,500

¥1,200 シリカ

¥5,000

ALOビーチフィギュア アスナ
¥17,000 ALOフィギュア Briliant Edition リーファ
ALOフィギュア アスナ

¥1,200 ペンギンパレード

¥3,000 GGOスペシャルフィギュア シノン

¥1,500 アスナ&ユイ ビネットフィギュア

¥16,000

¥3,600 HGフィギュア アスナ&シリカ シリカ

¥1,800 桐ヶ谷直葉

¥10,000

¥7,000 HGフィギュア 明日奈&直葉 桐ヶ谷直葉

¥700 リーファ

¥3,000 HGフィギュア 電撃FC キリト

¥4,500 マックスファクトリー

¥5,000 HGフィギュア フェアリィ・ダンス リーファ

¥1,200 アスナ 囚われのティターニア

¥6,000 PMフィギュア 朝田詩乃

¥700 ムービック
¥700 アスナ

Ⅱ C賞 キリトGGO きゅんキャラ

¥1,000 アスナ 水着ver.血盟騎士団カラー

¥8,000 PMフィギュア アスナ(オーディナル・スケール)

Ⅱ F賞 ユウキ ホロウフラグメントver.きゅんキャラ

¥1,000 シノン

¥4,500 PMフィギュア キリト GGO

¥1,600

STAGE1 S賞 アスナ ウンディーネスペシャルver.

¥3,500 ユイ

¥7,000 PMフィギュア キリト(オーディナル・スケール)

¥1,000

STAGE1 A賞 アスナ

¥2,300 リーファ

¥3,000 PMフィギュア シノン GGO

¥1,800

¥6,500

¥16,000

¥3,000

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!

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

