
作品名 メーカー・シリーズ 商品名 買取価格 作品名 メーカー・シリーズ 商品名 買取価格

フェイト アルター 謎のヒロインX ¥7,000 フェイト 一番くじ　Zero　Part2 A賞　セイバー ¥2,000

フェイト アルター 間桐桜　戦闘服 ¥2,000 フェイト 一番くじ　Zero　Part2 B賞  セイバー きゅんキャラ ¥1,000

フェイト アルター マシュ ¥8,500 フェイト 一番くじ　Zero　Part2 C賞　ランサー ¥2,000

フェイト アルター マスターアルトリア ¥7,000 フェイト 一番くじ　Zero　Part2 S賞　セイバー　スペシャル ¥2,000

フェイト アルター ライダー　アルトリア・サンタオルタ ¥8,500 フェイト 一番くじ　剣轟一閃 S賞　宮本武蔵 ¥1,000

フェイト アルター ライダー　水着 ¥3,500 フェイト 一番くじ 絶対魔獣戦線バビロニア B賞  宿命を背負う少女アナ ¥1,000

フェイト アルファマックス ジャンヌ　ＪＫブレザー ¥5,000 フェイト 一番くじ 絶対魔獣戦線バビロニア ラストワン賞 盾の乙女 マシュ・キリエライト ¥2,500

フェイト アルファマックス ジャンヌ　水着 ¥5,500 フェイト 一番くじ　武装完了、霊基外骨骼 A賞　シールダー　マシュ ¥2,500

フェイト アルファマックス セイバー  EXTRA CCC  再販 ¥8,000 フェイト 一番くじ 　夜空を 駆けるサンタ ク ロ ース、ふわっ と 登場 A賞　アーチャー　アルテラ・ザ・サンタ ¥300

フェイト アルファマックス セイバー　EXTRA CCC ¥4,000 フェイト 一番くじ　余と奏者たちの温泉旅行 A賞　セイバー　ネロ ¥500

フェイト アルファマックス セイバー　ワンピース ¥6,000 フェイト 一番くじ　余と奏者たちの温泉旅行 B賞　遠坂リン ¥500

フェイト アルファマックス セイバー・リリィ ¥4,000 フェイト エグゾースト セイバー  ぬいぐるみ ¥2,000

フェイト アルファマックス ネロ ¥4,000 フェイト エンターブレイン セイバー ¥2,000

フェイト アルファマックス ネロ クラウディウス  水着 ¥5,000 フェイト エンターブレイン セイバー  EX  限定版 ¥2,000

フェイト アルファマックス ネロ＆セイバー ¥15,000 フェイト エンターブレイン セイバー  オルタ  ¥1,800

フェイト アワートレジャー マシュ・キリエライト  Summer Queens ¥1,400 フェイト エンターブレイン 遠坂凛 ¥1,000

フェイト イージーエイト フォーマルクラフト ¥3,500 フェイト エンターブレイン ラーダー ¥9,000

フェイト イージーエイト モードレッド　セーラー服 ¥4,000 フェイト オランジュ・ルージュ アーチャー ジェームズ・モリアーティ ¥6,800

フェイト 一番くじ   GAME PROJECT メ モリー・デフ ラ グ Par t 1 B賞  リーファ ¥2,500 フェイト 海洋堂 遠坂凛  BOME COLLECTION ¥1,200

フェイト 一番くじ  絶対魔獣戦線バビロニア A賞  冥界の女主人  エレシュキガル ¥1,500 フェイト 角川 イリヤ　Prisma☆Klangfest ¥6,000

フェイト 一番くじ　10周年記念第二弾 セイバーSpec ia l Ａ賞　セイバー　誇り高き騎士王 ¥2,000 フェイト 角川 ルーラー　ジャンヌ ¥8,000

フェイト 一番くじ　10周年記念第二弾 セイバーSpec ia l B賞　セイバーオルタ　闇に染まりし暴君 ¥1,500 フェイト ギフト セイバー ¥3,000

フェイト 一番くじ　10周年記念第二弾 セイバーSpec ia l Ｄ賞　マスターアルトリア ¥700 フェイト ギフト セイバー  髪おろし 限定版 ¥3,000

フェイト 一番くじ　10周年記念第二弾 セイバーSpec ia l ラストワン賞　セイバー　誇り高き騎士王 ¥2,300 フェイト ギフト セイバーエクストラ ¥4,500

フェイト 一番くじ　Apocrypha PART1 A賞　ルーラー ¥700 フェイト ギフト セイバーリリィ ¥1,400

フェイト 一番くじ　Apocrypha PART2 A賞　赤のセイバー　モードレッド ¥500 フェイト ギフト 間桐桜　マキリの杯 ¥16,000

フェイト 一番くじ　EXTRA Last Encore A賞　セイバー　ネロ ¥300 フェイト キャラアニ 赤の陣営  赤のアサシン ¥600

フェイト 一番くじ　Heaven’s Feel　Part1 A賞　セイバーオルタ ¥2,000 フェイト キューズQ アサシン　酒呑童子 ¥6,000

フェイト 一番くじ　Heaven’s Feel　Part3 A賞　間桐桜 ¥500 フェイト キューズQ セイバー　エリザベート ¥5,500

フェイト 一番くじ　Heaven’s Feel　Part3 B賞　セイバーオルタ ¥1,200 フェイト キューズQ ランサー  スカサハ  英霊正装 ¥5,500

フェイト 一番くじ　TYPE-MOON 10周年記念 　 A賞　セイバー ¥2,000 フェイト キューズQ ランサー　スカサハ ¥6,000

フェイト 一番くじ　TYPE-MOON 10周年記念 　 B賞　蒼崎青子 ¥500 フェイト キューズQ ランサー　スカサハ　第一再臨 ¥9,000

フェイト 一番くじ　Zero　Part1 A賞　ライダー ¥2,500 フェイト キューズQ ランサー　スカサハ　第三再臨 ¥10,000

フェイト 一番くじ　Zero　Part1 B賞　衛宮切嗣 ¥2,000 フェイト キューポッシュ アヴェンジャー ジャンヌ・ダルク オルタ ¥2,000

フェイト 一番くじ　Zero　Part1 C賞　アーチャー ¥2,500 フェイト キューポッシュ ルーラー ジャンヌ・ダルク ¥1,800

裏面にもタイトルが掲載されています。
記載以外も買取致します。　掲載価格は部品・箱・説明書が完備の状態で美品で国内正規品の買取上限価格です。買取価格は毎日、変動致します。

アニプレックス アーチャー　イシュタル アルター 謎のヒロインX

21,000円買取 7,000円買取

買取表　ＰＵＲＣＨＡＳＥ　作成日　2020年8月23日

表
面Fate②


