ストロンガー MEIKO 花色衣 GSC 初音ﾐｸ ｸﾞﾚｲﾃｽﾄｱｲﾄﾞﾙ ねんどろいど 初音ﾐｸ ﾊﾛｳｨﾝ ﾏｯｸｽﾌｧｸﾄﾘｰ 初音ﾐｸ Tony

7,000円 買取 5,800円 買取 3,000円 買取 5,000円 買取
figma

ままま式GUMI from Megpoid Whisper Ver.1.1

¥9,000 重音テト

¥1,500 SPMフィギュア 初音ミク ∞

¥1,800

ex:ride TT零13

¥2,800 アルファマックス

ex:ride TT零13改

¥1,000 Lampミク feat.猫魚

KAITO

¥1,500 初音ミク 二次元ドリームフィーバーver.

MEIKO

¥3,300 グッスマくじ

鏡音レン

¥1,800 2012冬 A賞 じゃんぼ初音ミク

¥3,000 初音ミク 獅子舞ver.

¥3,800 SPMフィギュア 初音ミク ナチュラル

¥1,000

初音ミク

¥2,000 2014春 A賞 ねんどろいど 初音ミク セーラー服ver.

¥3,000 初音ミク 千本桜ver.

¥2,500 SPMフィギュア 初音ミク リボンガール

¥1,000

初音ミク 2.0

¥3,000 2014春 B賞 figma 初音ミク セーラー服ver.

¥2,300 初音ミク はちゅねフェイスver.

¥1,500 SPMフィギュア 初音ミク わがまま工場長

雪ミク

¥2,000

¥1,500 初音ミク ハロウィンver.

雪ミク Snow Bell ver.

¥1,000 グッドスマイルカンパニー

雪ミク Snow Owl ver.

¥4,000 鏡音リン

¥1,000 初音ミク 浴衣ver.

¥2,000 SQフィギュア レーシングミク2016 TeamUKYO応援ver.

雪ミク Twinkle Snow ver.

¥5,000 初音ミク

¥2,300 雪ミク

¥1,500 初音ミク Fairy of Music

¥1,200

レーシングミク 2011ver.リターンズ

¥2,000 初音ミク Cheerful ver.

¥5,000 雪ミク Magical Snow ver.

¥3,000 初音ミク オリジナル冬服ver.

¥1,000

レーシングミク 2013ver.

¥5,800 初音ミク Cheerful ver.(再販)

¥5,000 雪ミク Snow Bell ver.

¥1,000 プルクラ

レーシングミク 2014ver.

¥6,000 初音ミク CMver.

¥2,000 雪ミク Snow Owl ver.

¥3,000 結月ゆかり

¥12,600
¥10,000

2014春 LAST賞 ねんどろいど 初音ミク セーラー服ver.SP

¥2,500 SPMフィギュア 初音ミク -Project DIVA-X HD

¥800

¥1,000 週刊はじめての初音ミク

¥1,800 SPMフィギュア 初音ミク イノセント

¥800

¥6,000 初音ミク

¥1,500 SPMフィギュア 初音ミク カラフルドロップ

¥800

桜ミク Bloomed in Japan

初音ミク アペンド

初音ミク マジカルミライ2016ver.

¥1,200 SPMフィギュア 初音ミク クリスマス(F 2nd)

¥3,000 SPMフィギュア 巡音ルカ アムール

¥1,000
¥1,000

¥2,500 初音ミク Lat式ver.

¥2,500 雪ミク Twinkle Snow ver.

¥6,500 結月ゆかり 割烹着 別フェイスver.

レーシングミク 初優勝記念ver.

¥2,800 初音ミク Tell Your World ver.

¥4,000 雪ミク いちご白無垢ver.

¥6,500 結月ゆかり 凛

レーシングミク2014 EV MIRAI ver.

¥3,000 初音ミク グレイテスト・アイドルver.

¥5,800 雪ミク たのしい雪あそびエディション

¥1,000 プレイアーツ改

レーシングミク2015 TeamUKYO応援ver.

¥3,000 初音ミク 恋は戦争ver.

¥9,000 雪ミク ふわふわコートver.

¥1,800 VARIANT 初音ミク DESIGNED BY TETSUYA NOMURA

初音ミク 恋は戦争ver.DX

¥3,000 モエコレ+ 鏡音リン&レン

¥4,000

¥4,500 モエコレ+ 初音ミク アンコールパッケージ

¥1,800

¥8,000 初音ミク ワールドイズマイン(ナチュラルフレーム)

¥4,500 レーシングミク 2016ver.

鏡音錬

¥6,000 初音ミク ワールドイズマイン(ブラウンフレーム)

¥4,000 ねんどろいどこーで

初音ミクV3

¥2,000 レーシングミク 2011ver.

¥3,800

¥1,000 ボークス

鏡音鈴

¥13,000 レーシングミク 2010ver.

¥8,000

¥21,000 レーシングミク 2012ver.

¥5,000 初音ミク 深海少女ver.

初音ミク 水着ver.

¥800

¥12,000 レーシングミク 2014ver.

鏡音鈴&鏡音錬(2体セット)

初音ミク SNOW MIKU

¥800

¥2,400 SQフィギュア レーシングミク2016

レーシングミク 2016ver.

FREEing

¥1,500

¥3,000 鏡音レン トリッカーコーデ

ホビーストック
¥3,000 ミクモ#03 LOL -lots of laugh-

¥2,000 ねんどろいどじゃんぼ

ミクモ#05 トラベリングムード

¥1,500
¥3,000

¥8,000 マックスファクトリー

¥12,000 レーシングミク 2012ver.

¥2,800 初音ミク

初音未來

¥8,000 レーシングミク 2013ver.

¥5,000 バンダイ

鏡音リン Tony ver.

¥2,500

巡音ルカ 水着ver.

¥2,000 レーシングミク 2014ver.

¥8,000 超合金 初音ミク

¥2,000 鏡音リン 炉心融解

¥1,400

レーシングミク 2012ver.

¥2,000 レーシングミク 2015ver.

¥5,000 超合金ミラクルヘンケイ 初音ミク×ロディ

¥1,200 鏡音レン Tony ver.

レーシングミク セパンver.

¥4,000 コトブキヤ

レーシングミク タイver.

¥3,800 Megpoid GUMI

Happyくじ

ストロンガー

プライズ
¥2,000 PMフィギュア 鏡音リン -Project DIVA-Arcade
PMフィギュア 鏡音レン -Project DIVA-Arcade

初音ミク

¥5,000
¥1,500

¥800 初音ミク HSPver.

¥2,500

¥700 初音ミク mebae ver.

¥8,000

2012 A賞 初音ミク FamilyMart ver.

¥1,500 KAITO -花色衣-

¥6,000 PMフィギュア 初音ミク Angel Breeze

¥800 初音ミク Tony ver.

¥5,000

2012 B賞 ねんどろいど 初音ミク FamilyMart ver.

¥1,000 MEIKO -花色衣-

¥7,000 PMフィギュア 初音ミク -Project DIVA-2nd

¥500 初音ミク TYPE2020

¥4,800

RAH

初音ミク -花色衣-

¥9,000 PMフィギュア 初音ミク -Project DIVA-Arcade(再販)

初音ミク -Project DIVA F-

¥4,800 ねんどろいど

初音ミク ハニーウィップ スタンダードver.

¥9,000 KAITO 応援ver.

¥2,000 PMフィギュア 初音ミク -Project DIVA-F 2nd

¥9,000 KAITO 千本桜ver.

¥1,500 PMフィギュア 巡音ルカ -Project DIVA-Arcade

初音ミク ハニーウィップ デラックスver.
アクアマリン
IA -ARIA ON THE PLANETESIA -ARIA ON THE PLANETES- Ver.1.5
ままま式GUMI from Megpoid Whisper

PMフィギュア 初音ミク -Project DIVA-f

鏡音リン アペンド

¥1,000 PMフィギュア レーシングミク2011

¥7,000 鏡音リン 応援ver.

¥1,200 PMフィギュア レーシングミク2012

¥12,000 鏡音レン アペンド
¥9,000 鏡音レン 応援ver.

¥1,000 初音ミク VN02mix

¥4,000

¥1,000 初音ミク 江端理沙ver.

¥5,000

¥700 初音ミク マジカルミライ2015ver.
¥1,000 みくずきん
¥800 巡音ルカ Tony ver.
¥1,200 レーシングミク2014 EV MIRAI ver.

¥2,500 SPMフィギュア 鏡音リン チアフルキャンディ

¥700

¥1,000 SPMフィギュア 鏡音レン レシーバー

¥700

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

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!

¥3,000
¥3,000
¥3,000
¥5,000

