IS ラウラ・ボーデヴィッヒ

EVA 綾波レイ

けいおん! 中野梓 日焼け

すーぱーそに子

1,800円 買取 2,000円 買取 3,000円 買取 2,000円 買取
BEACH QUEENS

ラウラ・ボーデヴィッヒ

Aチャンネル

エヴァンゲリオン

¥1,800 冷泉麻子(再販)

¥1,800 侵略!イカ娘

ガリレイドンナ

イカ娘 蓄光版

¥1,500

トオル

¥1,000 綾波レイ

¥2,000 神月・フェラーリ

¥2,000 イカ娘 通常版

¥1,500

ユー子

¥2,500 綾波レイ コミックver.

¥3,000 葉月・フェラーリ

¥5,000 イカ娘 デラックス版

¥1,000

アイドルマスター

惣流・アスカ・ラングレー コミックver.

¥3,000 境界線上のホライゾン

翠星のガルガンティア

天海春香

¥1,000

綾波レイ&惣流・アスカ・ラングレー コミックver.セット

¥5,000 葵・喜美 ビージェイSPver.

¥4,000 エイミー

¥1,700

我那覇響

¥1,000

綾波レイ&惣流・アスカ・ラングレー コミックver.セット パールカラー

¥4,000 浅間・智

¥1,000 サーヤ

¥7,000

神崎蘭子

¥5,000 Angel beats!

菊地真

¥1,500 かなで

如月千早

¥2,000 おねがい☆ティーチャー

星井美希

¥1,200 風見みずほ

¥1,500 ギルティクラウン

星井美希 Ver.2

¥1,500 風見みずほ 日焼けver.

¥1,000 楪いのり

三浦あずさ

¥1,000 俺の妹がこんなに可愛いわけがない

三浦あずさ Ver.2

¥1,500 新垣あやせ

¥3,500 纏流子

¥5,000 ステラ女学院高等科C3部

水瀬伊織

¥1,000 黒猫 Ver.2

¥3,000 纏流子 ビージェイSPver.

¥1,500 大和ゆら

蒼き鋼のアルペジオ

黒猫 電撃SPver.

境界の彼方

ベローズ

¥1,500 栗山未来

¥8,100 メルティ

¥4,000

名瀬美月

¥2,000 リジット

¥5,000

すーぱーそに子
¥3,500 すーぱーそに子

キルラキル

すーぱーそに子 スペシャルver.

¥1,500 きんいろモザイク

¥1,400 高坂桐乃 Ver.2

¥2,500 アリス・カータレット

¥1,800 姫柊雪菜

ハルナ ビージェイSPver.

¥3,000 高坂桐乃 電撃SPver.

¥1,500 大宮忍

¥2,000 セイクリッドセブン

俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる

倉嶋千百合

¥2,000 夏川真涼

黒雪姫

¥2,300 ガールズ&パンツァー

黒雪姫 電撃SPver.

¥2,000 秋山優花里

アスタロッテのおもちゃ!

秋山優花里 ビージェイSPver.

アスタロッテ・ユグヴァール 電撃SPver.

¥2,000 秋山優花里(再販)

あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない

アンチョビ

銀河機攻隊マジェスティックプリンス
¥3,000 イリエ・タマキ
スズカゼ・リン WF Special Version

藍羽ルリ

¥2,000 雲雀

¥2,000 けいおん!

¥3,000 綾野珪子

¥9,000

¥1,800 平沢憂

¥2,000 桐ヶ谷直葉

¥2,500

¥3,000 ゴールデンタイム

篠崎里香

¥2,000 五十鈴華

¥3,000 これはゾンビですか?

本間芽衣子

¥1,000 五十鈴華(再販)

¥2,100 ハルナ

¥1,500 獅子堂秋葉 ハプニングver.

¥8,000 ユー

¥6,000 大図書館の羊飼い

¥4,000 結城明日奈

¥3,000 ケイ

¥9,000 桜Trick

千斗いすず アニまるっ!限定ver.

¥4,000 ダージリン

¥3,000 園田優

¥3,000 TARI TARI

¥3,500 高山春香

¥5,000 宮本来夏

IS<インフィニット・ストラトス>

¥1,500 武部沙織
武部沙織(再販)

桜庭玉藻

¥2,000 シュタインズ・ゲート

¥2,000

¥1,500

¥1,500

¥1,500

超音戦士ボーグマン

¥2,500 椎名まゆり GA Graphicスペシャルver.

¥2,000 アニス・ファーム

凰鈴音

¥1,500 西住まほ(再販)

¥4,000 牧瀬紅莉栖

¥2,500 デビルサバイバー2

シャルロット・デュノア Ver.2

¥1,500 西住みほ

¥2,300 牧瀬紅莉栖 電撃SPver.

¥3,000 新田維緒

セシリア・オルコット

¥1,500 ノンナ

セシリア・オルコット Ver.2

¥1,500 冷泉麻子

¥11,000 新世紀GPXサイバーフォーミュラ
¥2,000 菅生あすか SINver.

¥6,000

宇宙をかける少女

千斗いすず

白鬼院凛々蝶

¥1,500

¥2,500 中野梓 日焼けver.

鶴見知利子

ダージリン(再販)

¥8,000

ソードアート・オンライン

¥4,500 加賀香子

妖狐×僕SS

¥2,300

¥1,500

¥1,800 アンチョビ(再販)

カチューシャ

¥2,000

¥1,500 閃乱カグラ

安城鳴子

甘城ブリリアントパーク

¥2,000

ストライク・ザ・ブラッド

タカオ

アクセル・ワールド

¥2,000

¥1,500

¥2,000

¥1,600

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

らき☆すた 泉こなた

とある魔術の禁書目録 御坂美琴ES

花咲くいろは 押水菜子

Fate セイバーオルタ

2,000円 買取 2,000円 買取 2,500円 買取 2,000円 買取
BEACH QUEENS
電波女と青春男

のんのんびより
一条蛍

藤和エリオ

¥2,500 バカとテストと召喚獣

藤和エリオ 電撃SPver.

¥2,000 姫路瑞希

とあるシリーズ

花咲くいろは

舞-HiME
¥7,000 シズル・ヴィオーラ
シズル・ヴィオーラ 限定白水着ver.
¥2,000 藤乃静留
レナ・セイヤーズ
¥2,500 マクロスシリーズ

インデックス

¥2,500 押水菜子

インデックス 電撃SPver.

¥2,000 ひだまりスケッチ

打ち止め ES

¥1,500 宮子

¥1,200 リン・ミンメイ

佐天涙子

¥2,000 ゆの

¥1,000 魔法少女まどか☆マギカ

白井黒子

¥2,000 ビビッドレッド・オペレーション

御坂美琴 ES

¥2,000 二葉あおい

御坂美琴 電撃SPver.

¥3,000 氷菓

麦野沈利

¥1,000 千反田える

トップをねらえ!
タカヤノリコ
とらドラ!

Fate
¥1,000 イリヤ ビージェイSPver.
イリヤスフィール・フォン・アインツベルン

ミレーヌ・ジーナス

鹿目まどか
¥2,000 鹿目まどか Ver.2
佐倉杏子
¥3,000 巴マミ スペシャルver.
美樹さやか
¥8,000 魔法少女リリカルなのは
¥5,500 フェイト・T・ハラオウン Ver.2

逢坂大河

¥2,500 キャスター

¥4,000 魔法使いの夜

逢坂大河 スク水ver.

¥2,000 セイバー Zero ver.(再販)

¥2,000 蒼崎青子 STANDARDver.

逢坂大河 電撃SPver.

¥2,000 セイバーオルタ

¥2,000 まよチキ!

川嶋亜美

¥2,100 遠坂凛

¥1,500 近衛スバル

川嶋亜美 電撃SPver.

¥1,500 FORTUNE ARTERIEL

櫛枝実乃梨

¥2,000 紅瀬桐葉

¥1,200 夜ノ森小紅

櫛枝実乃梨 電撃SPver.

¥1,000 千堂瑛里華 GA Graphicスペシャルver.

¥1,500 めだかボックス

凪のあすから

悠木陽菜

向井戸まなか

¥6,000 武装神姫

ニセコイ

アン

らき☆すた
¥2,000 泉こなた

¥2,000

¥3,500 柊かがみ

¥1,000

¥1,200 ラブライブ!
¥1,000 絢瀬絵里(再販)
高坂穂乃果

モーレツ宇宙海賊
¥1,500 加藤茉莉香

¥1,500

¥6,000 東條希

¥1,500

東條希(再販)

¥2,000

¥1,000 西木野真姫

¥1,800

¥2,000 西木野真姫(再販)

¥2,000

¥3,000 星空凛

¥2,000

¥1,400 星空凛(再販)

¥2,500

¥1,500 南ことり

¥3,500

南ことり(再販)

¥3,000

¥2,500 矢澤にこ(再販)

¥1,500

リトルバスターズ!
¥3,000 能美クドリャフカ

¥2,000

ワルキューレロマンツェ
¥2,500 スィーリア・クマーニ・エイントリー

¥1,800

ランジェリースタイル
¥8,000 IS<インフィニット・ストラトス>
凰鈴音
¥2,000 凰鈴音 アニまるっ!限定ver.
篠ノ之箒

¥3,000
¥5,000
¥3,000

¥7,000 篠ノ之箒 アニまるっ!限定ver.

¥5,000

シャルロット・デュノア

¥4,000

小野寺小咲

¥2,000 ペルソナシリーズ

小野寺春

¥1,500 天城雪子

¥2,000 由比ヶ浜結衣

¥5,000 シャルロット・デュノア アニまるっ!限定ver.

¥5,400

桐崎千棘

¥3,500 桐条美鶴

¥2,000 雪ノ下雪乃

¥4,000 セシリア・オルコット

¥2,500

橘万里花

¥3,500 久慈川りせ

¥1,500 夢喰いメリー

鶫誠士郎

¥2,500 里中千枝

¥3,500 メリー・ナイトメア

のうりん

変態王子と笑わない猫

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている

¥1,000

¥1,000 園田海未(再販)

未確認で進行形

¥1,200 黒神めだか

¥1,800

ゆるゆり

セシリア・オルコット アニまるっ!限定ver.

¥1,500 ラウラ・ボーデヴィッヒ
ラウラ・ボーデヴィッヒ アニまるっ!限定ver.

木下林檎

¥1,500 小豆梓

¥1,000 赤座あかり&吉川ちなつ 限定ver.

¥2,000 Fate

中沢農

¥1,500 筒隠月子

¥1,200 船見結衣

¥1,500 セイバー スペシャルプレミアムエディション

木下林檎&中沢農セット 若旦那付き

¥3,000 僕は友達が少ない

はたらく魔王さま!

楠幸村

佐々木千穂

¥1,500 まおゆう 魔王勇者

佐々木千穂 ビージェイSPver.

¥2,000 魔王

ラブプラス
¥1,200 姉ヶ崎寧々
小早川凛子
¥2,000 高嶺愛花

セイバー

¥3,500
¥3,500
¥5,000

¥15,000
¥4,000

¥1,000 セイバー・リリィ

¥3,000

¥1,200 セイバーエクストラ

¥3,000

¥1,500 セイバーオルタ

¥4,000

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

ｶﾞｰﾙｽﾞ&ﾊﾟﾝﾂｧｰ 武部沙織 EVA アスカ エプロンver. ﾛｰｾﾞﾝﾒｲﾃﾞﾝ 翠星石(ﾘﾆｭｰｱﾙ版) ｱｲﾄﾞﾙﾏｽﾀｰ 前川みく 制服

5,000円 買取 2,000円 買取 3,000円 買取 3,000円 買取
その他
アイドルマスター

西住みほ パンツァージャケットver.

¥8,000 ゼロの使い魔

西住みほ パンツァージャケットver.(再販)

¥3,000 ルイズ 水着ver.

Fate

赤城みりあ 凸レーション

¥7,000 かのこん

天海春香(XENOGLOSSIA)

¥2,000 源ちずる 制服ver.

¥1,500 装甲騎兵ボトムズ

城ヶ崎美嘉 夏のユウワク

¥5,000 源ちずる 妖狐ver.

¥5,000 キリコ・キュービー&フィアナ セット

城ヶ崎莉嘉 凸レーション

¥6,500 かんなぎ

双海亜美 竜宮小町ver.

¥1,500 ナギ 水着ver.

前川みく 制服ver.

¥3,000 クラッシャージョウ

水瀬伊織 竜宮小町ver.

¥3,000 アルフィン

諸星きらり 凸レーション

¥7,000 CLANNAD

莉嘉&きらり&みりあ 凸レーション プレミアムセット

¥16,000 坂上智代

蒼の彼方のフォーリズム
倉科明日香
一騎当千
孫策伯符 白ver.
エヴァンゲリオン

ルイズ 水着ver.限定版

ダーティーペア

きぐるみ放課後ティータイムせっと 初回限定DXバージョン

ダークケロロ&ナスカ オリジナルver.

¥1,800 遠坂凛 ワンピーススタイル

¥5,500

間桐桜 ワンピーススタイル

¥5,500

¥6,000 ワンピーススタイルプレミアムセット

¥16,000

¥5,000 紅瀬桐葉

大魔法峠

千堂瑛里華(再販)

¥7,000 田中ぷにえ

¥2,000 悠木かなで こーへーとエプロンver.

¥2,000 ヘスティア

¥5,500 ナディア

ちょこっとSister

ナディア リニューアルver.

天元突破グレンラガン

久慈川りせ

¥2,000 ニア 水着ver.

¥2,000 魔法少女まどか☆マギカ

¥1,000 ニア 水着ver.DX版

¥2,000 巴マミ 水着ver.

¥1,500 攻殻機動隊S.A.C.

アヤナミレイ(仮称) プラグスーツver.

¥2,000 草薙素子

式波・アスカ・ラングレー Q版プラグスーツver.

¥1,000 咲 -saki-

式波・アスカ・ラングレー エプロンver.

¥2,000 のどっち

式波・アスカ・ラングレー テスト用スーツver.

¥1,000 シャイニング・ウィンド

式波・アスカ・ラングレー プラグスーツver.

¥1,500 クレハ

使徒XXnano! サキエル

¥1,500 新世紀GPXサイバーフォーミュラ

使徒XXnano! タブリス

¥2,000 菅生あすか

¥3,000 向坂環 少女ver.白

¥1,500 朝霧麻衣

続・使徒XX アラエル-XX

¥2,700 菅生あすか(再販)

¥3,500 向坂環 メイド服ver.

¥1,500 らき☆すた

続・使徒XX サハクィエル-XX

¥2,000 スクールランブル

続・使徒XX シャムシエル-XX

¥2,000 沢近愛理

ヨーコ スペースルックver.
¥3,000 ヨーコ スペースルックver.限定SPカラー版
ヨーコ 水着ver.
¥1,000 ヨーコ 水着ver.限定SPカラー版
ヨマコ先生
¥2,000 ヨマコ先生とナキムとマオシャ
ToHeart2

涼宮ハルヒの憂鬱

ブリアレオス 初回限定版

¥7,200 涼宮ハルヒ 制服ver.

¥1,000 逢坂大河

世界樹の迷宮

逢坂大河 ミスコンver.

和泉紗霧 Sweet ver.デラックス

¥6,000 nano! ドクトルマグスの女の子

¥2,000 中原小麦

俺の妹がこんなに可愛いわけがない

nano! メディックの女の子

¥5,000

¥3,000 nano! ミンキーモモ 2nd

¥5,000

高坂桐乃 小学生ver.

¥3,000 ブシドーの女の子

¥4,000 羽生

千の刃濤、桃花染の皇姫

古手梨花
¥5,000

¥1,500
¥1,500

¥2,000
¥2,000

ラブライブ!

¥2,000 翠星石 ゴールドメッキver.

¥2,000 ひぐらしのなく頃に

¥1,200

小早川凛子 水着ver.

¥2,000 ローゼンメイデン

¥5,400 パラディンの女の子

¥2,500

¥2,000

¥1,500 愛沢ともみ 体操服タイプ 限定版3ver.

高坂桐乃 お座りver.

¥1,500

¥4,000 姉ヶ崎寧々 水着ver.

¥5,000 渡辺曜 君のこころは輝いてるかい?ver.

¥5,000 愛沢ともみ メイドタイプ

¥5,000 宮国朱璃

¥2,000 nano! ミンキーモモ 1st

¥1,500 愛沢ともみ 体操服タイプ 2ver.

¥2,000 ガンナーの女の子

武部沙織 パンツァージャケットver.

¥1,500 魔法のプリンセス ミンキーモモ

¥1,500 高嶺愛花 水着ver.

¥2,000 Piaきゃろっとへようこそ!

黒猫 お座りver.

ガールズ&パンツァー

¥4,000

¥2,700 ラブプラス

¥3,000 ナースウィッチ小麦ちゃん

¥2,000 nano! ブシドーの女の子

¥1,500

¥1,500 nano! 森沢優

柊つかさ 制服ver.

¥5,000 nano! ガンナーの女の子

小野寺樺恋

¥3,500

¥5,000

¥4,000 柊かがみ&つかさ やきいも☆どうぞセット

和泉紗霧 Sweet ver.

nano! パラディンの女の子

¥2,000

¥2,000 nano! クリィミーマミ

柊かがみ&つかさ 制服ver.セット

バスターマシン7号
¥1,000 とらドラ!

¥1,000

¥3,000 魔法の天使クリィミーマミ

¥1,000 泉こなた

¥2,000 トップをねらえ!

¥3,200 朝倉涼子 体操服ver.

おねがい☆ツインズ

¥1,000

夜明け前より瑠璃色な

ルーシー・マリア・ミソラ

デュナン・ナッツ 初回限定版

エロマンガ先生

¥1,500

¥1,000 ペルソナ4

¥2,000 ちょこ

綾波レイ プラグスーツver.

エクスマキナ

¥2,000

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 ふしぎの海のナディア

ケロロ軍曹
¥1,000 ケロロドラゴン&シオン オリジナルver.

¥5,800

FORTUNE ARTERIAL

¥1,500 ケイ&ユリ

けいおん!
¥5,000

¥1,500 セイバー ワンピーススタイル

翠星石(リニューアル版)

¥6,000

¥4,000
¥3,000

¥6,000 蒼星石

¥4,000

¥6,000 蒼星石 ゴールドメッキver.

¥4,000

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

