グリフォン 古明地さとり

figma 十六夜咲夜

ねんどろいど ｱﾘｽ･ﾏｰｶﾞﾄﾛｲﾄﾞ

ファットカンパニー 八雲藍

5,000円 買取 2,000円 買取 3,500円 買取 18,000円 買取
figma

ねんどろいど

風見幽香

¥2,000 博麗霊夢 香霖堂ver.限定カラー

¥4,500

十六夜咲夜

¥3,500 アリス・マーガトロイド

¥2,000 風見幽香 Ver.2

¥1,000 博麗霊夢 非想天則バイオレットカラー

¥2,700

伊吹萃香

¥2,500 霧雨魔理沙

¥1,200 風見幽香 花映塚ブルーカラー

¥3,200 博麗霊夢 非想天則ブルーカラー

¥1,000

霧雨魔理沙

¥2,000 古明地こいし

¥3,000 上白沢慧音 クリアver.

¥3,500 パチュリー・ノーレッジ 限定2Pカラー

¥2,300

射命丸文

¥3,000 古明地さとり

¥2,500 上白沢慧音 ハクタクver.

¥5,400 パチュリー・ノーレッジ 香霖堂ver.

¥3,000

博麗霊夢

¥2,000 魂魄妖夢

¥4,000 上白沢慧音 ハクタクver.限定カラー

¥3,000 聖白蓮

¥3,500

T's system

¥1,500 霧雨魔理沙

¥3,500 比那名居天子

¥9,000

アリス・マーガトロイド

¥2,700 射命丸文

西行寺幽々子

¥1,500 霧雨魔理沙 限定2Pカラー

¥3,500 比那名居天子 パープルシャドウカラー

¥5,400

霧雨魔理沙

¥3,200 博麗霊夢

¥1,000 霧雨魔理沙 香霖堂ver.

¥4,000 姫海棠はたて

¥1,500

霧雨魔理沙 紫バージョン

¥3,600 藤原妹紅

¥3,000 霧雨魔理沙 非想天則グレーカラー

¥2,700 藤原妹紅

東風谷早苗

¥4,000 フランドール・スカーレット

¥2,000 霧雨魔理沙 非想天則レッドヘアー

¥2,000 藤原妹紅 クリアカラー

射命丸文

¥1,000 八雲紫

¥2,500 紅美鈴

¥2,000 藤原妹紅 鳳凰ver.

¥5,400

チルノ

¥2,000 レミリア・スカーレット

¥1,500 東風谷早苗

¥1,000 フランドール・スカーレット

¥4,000

博麗霊夢

¥3,600 ピンクカンパニー

レミリア・スカーレット

¥4,000 スーパーデフォルメ 霊夢×魔理沙

オーキッドシード

スーパーデフォルメ レミリア×フランドール
¥5,000 ファットカンパニー

フランドール・スカーレット
キューズQ

橙

アリス・マーガトロイド DXtype

¥5,000 八雲紫

十六夜咲夜

¥4,000 八雲藍

¥7,000 フランドール・スカーレット Ver.2

¥5,000

¥2,000 古明地こいし デーモンズレッドカラー

¥4,500 フランドール・スカーレット Ver.2 プリズマティックレッドVer.2

¥5,400

¥1,500 古明地さとり

¥5,000 フランドール・スカーレット アビスブラックカラー

¥5,400

¥5,400 フランドール・スカーレット 紅剣ver.

¥8,000

古明地さとり クイーンズピンクver.
¥6,000 魂魄妖夢

¥5,000 フランドール・スカーレット 紅剣ver.ブラックカラー

¥8,000

¥3,000 魂魄妖夢 限定2Pカラー

¥4,000 封獣ぬえ

¥3,500

¥18,000 魂魄妖夢 香霖堂ver.

¥11,700 ベルファイン

風見幽香

古明地こいし

¥3,000
¥10,800

魂魄妖夢 香霖堂ver.限定カラー

¥8,000 蓬莱山輝夜

¥2,000

¥2,000 蓬莱山輝夜 永夜の藍色

¥2,700

河城にとり

¥7,200 宇佐見蓮子&マエリベリー・ハーン

¥8,500 魂魄妖夢 天星剣ver.

¥8,000 水橋パルスィ

¥2,300

紅美鈴

¥5,000 宇佐見蓮子&マエリベリー・ハーン 限定カラー

¥8,000 魂魄妖夢 非想天則パープルカラー

¥4,500 水橋パルスィ 限定カラー

¥1,500

東風谷早苗

¥6,300 ホビージャパン

古明地こいし エクストラカラーver.

¥7,000 霧雨魔理沙

西行寺幽々子

¥11,000 博麗霊夢

チルノ

¥3,200 博麗霊夢 幻想百景

魂魄妖夢 六道剣 白衣ver.
¥5,000 魂魄妖夢 六道剣ver.

¥5,400 村紗水蜜

¥3,600

¥8,000 村紗水蜜 限定カラー

¥4,500

¥5,400 西行寺幽々子 Ver.2

¥6,500 村紗水蜜 限定カラー

¥1,500

¥1,500 西行寺幽々子 Ver.2 永夜抄クリアver.

¥8,000 メディスン・メランコリー

¥2,000

¥6,300 物部布都

¥2,700

パチュリー・ノーレッジ

¥2,300 リキッドストーン

ハロウィンフランちゃん

¥3,600 まめしき 霧雨魔理沙

¥1,200 西行寺幽々子 永夜抄クリアver.

¥2,300 洩矢諏訪子

¥5,400

ハロウィンレミィちゃん

¥4,500 まめしき チルノ

¥2,000 西行寺幽々子 限定2Pカラー

¥1,500 八雲紫

¥5,000

フランドール・スカーレット エクストラカラーver.

¥5,000 まめしき 博麗霊夢

¥1,000 四季映姫・ヤマザナドゥ

¥2,000 八雲紫 クリアver.

¥4,500

八雲紫 道士服版

¥8,000 グリフォンエンタープライズ

八雲紫 道士服版 エクストラカラーver.

¥4,000 アリス・マーガトロイド

レミリア・スカーレット 紅魔城伝説版 エクストラカラー

¥8,000 アリス・マーガトロイド フォレストグリーンカラー

コトブキヤ

アリス・マーガトロイド 魔操ver.

西行寺幽々子 Ver.2 限定ブラックカラー

四季映姫・ヤマザナドゥ 紫桜色

¥3,000 八雲紫 香霖堂ver.

¥2,500

¥1,500 射命丸文

¥2,000 八雲紫 香霖堂ver.限定ブルーカラー

¥4,500

¥4,100 射命丸文 Ver.2

¥6,000 八雲藍

¥3,000

¥3,000 射命丸文 Ver.2 クリアver.

¥2,000 八意永琳

¥2,000

¥1,500 八意永琳 綿月の緋蒼色

¥3,200

十六夜咲夜 コンプエース5周年記念

¥5,000 十六夜咲夜

¥2,000 射命丸文 Ver.2 パープルチェックカラー

霧雨魔理沙 松倉ねむver.

¥2,000 十六夜咲夜 香霖堂ver.限定カラー

¥2,500 射命丸文 限定2Pカラー

¥2,000 八坂神奈子 限定カラー

¥2,200

博麗霊夢 松倉ねむver.

¥1,700 十六夜咲夜 戦闘ver.

¥3,500 橙

¥3,000 ルーミア 限定カラー

¥4,000

八雲紫

¥3,000 十六夜咲夜 戦闘ver.黒メイド版

¥2,500 多々良小傘

¥4,000 霊烏路空

¥7,000

¥8,100 多々良小傘 ブラックアンブレラver.

¥1,000 鈴仙・優曇華院・イナバ

¥4,500
¥3,600

とらのあな

十六夜咲夜 妖々夢ver.

幻想列伝 東風谷早苗

¥2,300 十六夜咲夜 妖々夢ver.限定カラー

¥8,000 チルノ

¥4,500 鈴仙・優曇華院・イナバ 花映塚ホワイトカラー

幻想列伝 博麗霊夢

¥2,700 十六夜咲夜 妖々夢ver.限定クリアパール

¥7,200 チルノ POPver.

¥2,500 レミリア・スカーレット

¥3,000

ソフビシリーズ03 魔理沙だぜ!

¥2,000 因幡てゐ

¥3,000 チルノ 限定カラー

¥3,000 レミリア・スカーレット POPver.

¥7,200
¥3,000

ソフビシリーズ04 やきもきアリス

¥1,000 因幡てゐ 花映塚ブラックカラー

¥5,400 豊聡耳神子

¥2,700 レミリア・スカーレット クリアパールver.

ソフビシリーズ05 まじまじパチュリー

¥1,000 犬走椛

¥5,000 豊聡耳神子 大徳紫カラー

¥3,000 レミリア・スカーレット グングニルver.

¥4,000

ソフビシリーズ07 おさんぽレミリア

¥2,000 茨木華仙

¥9,900 寅丸星

¥4,500 レミリア・スカーレット グングニルver.クリムゾンレッドカラー

¥6,300

ソフビシリーズ09 博麗の霊夢

¥2,000 伊吹萃香

¥2,000 永江衣玖

¥3,600 レミリア・スカーレット 香霖堂ver.

¥2,000

ソフビシリーズ10 おしかり映姫

¥2,000 伊吹萃香 メロンカラーver.

¥3,000 永江衣玖 龍魚ドリルver.

¥5,400 レミリア・スカーレット 香霖堂ver.限定カラー

¥3,000

ソフビシリーズ12 なかよし空

¥2,000 小野塚小町

¥3,200 永江衣玖 龍魚ドリルver.限定カラー

¥1,500 レミリア・スカーレット 神槍ver.

¥5,000

ソフビシリーズ14 へべれけ萃香

¥1,500 小野塚小町 Ver.2

¥2,000 ナズーリン

¥4,100 ナノリッチ レミリア・スカーレット

¥1,500

ソフビシリーズ15 お目覚めゆかりん

¥2,000 小野塚小町 Ver.2 花映塚グリーンカラー

¥2,500 博麗霊夢

¥2,000 フィぎゅっと! 十六夜咲夜

¥2,000

ソフビシリーズ16 みょーん!妖夢

¥1,000 小野塚小町 山茶花色

¥1,000 博麗霊夢 POPver.

¥2,300 フィぎゅっと! 十六夜咲夜 EXカラー

¥5,400

ソフビシリーズ18 おあずけーね

¥2,000 火焔猫燐

¥2,500 博麗霊夢 限定2Pカラー

¥1,300 フィぎゅっと! 霧雨魔理沙

¥1,000

ソフビシリーズ19 盆栽を愛でる仕事の輝夜

¥1,500 鍵山雛

¥5,000 博麗霊夢 限定カラー

¥2,700 フィぎゅっと! 博麗霊夢

¥2,500

¥6,000 フィぎゅっと! 博麗霊夢 EXカラー

¥3,200

美少女フィギュア1点から買い取ります。お気軽にお持ちください!

博麗霊夢 香霖堂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

