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ＤＣコミック figma キャットウーマン  ニンジャ ¥2,500 ガールズ＆パンツァー figma あんこうチームセット WF2016冬 ¥10,000

アームズノート figma エグゾアーム・ジョシコウセイ ¥2,500 ガールズ＆パンツァー figma 式部沙織 ¥3,000

アームズノート figma パイオニック・ジョシコウセイ ¥3,000 ガールズ＆パンツァー figma ダージリン＆オレンジペコセット ¥4,500

アームズノート figma ロングレンジ・ジョシコウセイ ¥3,000 ガールズ＆パンツァー figma 冷泉麻子 ¥4,000

アールタイプ figma ドブケラドプス ¥4,000 ガールズ＆パンツァー figma 西住みほ＆逸見エリカ ¥3,000

アイドルマスター figma 神崎蘭子 ¥3,000 カイジ figma 伊藤カイジ ¥3,000

アイドルマスター figma 渋谷凛  シンデレラプロジェクト ¥4,000 仮面ライダー figma 仮面ライダーストライク ¥4,000

アイドルマスター figma 城ヶ崎美嘉 346プロダクション ¥4,000 仮面ライダー figma 仮面ライダーセイレーン ¥2,300

蒼き鋼のアルペジオ figma タカオ ¥3,000 艦これ figma アイオワ ¥3,000

アクセル・ワールド figma 黒雪姫  Accel Assault ¥2,000 艦これ figma 天津風 ¥2,500

アクセル・ワールド figma ブラック・ロータス ¥2,500 艦これ figma ウォースパイト ¥7,000

アリス・ギア・アイギス figma 小鳥遊怜 ¥3,000 艦これ figma 鹿島 ¥4,000

アリス・ギア・アイギス figma 比良坂夜露 ¥4,000 艦これ figma 熊野改二 ¥4,000

戦姫絶唱シンフォギア figma 風鳴翼 ¥2,500 艦これ figma 時雨改二 ¥3,000

戦姫絶唱シンフォギア figma 立花響 ¥3,500 艦これ figma 島風 ¥2,000

一騎当千 figma 関羽雲長 ¥2,300 艦これ figma 鈴谷改二 ¥4,500

犬夜叉 figma 日暮かごめ  完結編 ¥4,000 艦これ figma プリンツ・オイゲン ¥7,000

宇宙の騎士テッカマンブレード figma テッカマンブレード ¥2,500 艦これ figma 夕立改二 ¥3,000

馬 figma 馬  白 ¥3,500 ガンスリンガー・ガール figma ヘンリエッタ ¥2,000

馬 figma 馬  茶 ¥2,500 ガンツ figma ガンツバイク ¥5,000

うる星やつら figma ラム ¥6,000 ガンツ figma レイカ ガンツスーツ ¥3,500

エヴァンゲリオン figma 綾波レイ プラグスーツ ¥5,000 逆転裁判 figma 成歩堂龍一 ¥3,000

オーディンスフィア figma グウェンドリン ¥2,500 究極超人あ～る figma R・田中一郎 ¥3,000

オーディンスフィア figma グウェンドリン DX ¥5,000 強殖装甲ガイバー figma ガイバーI ¥6,000

オーバーウォッチ figma D.Va ¥2,000 強殖装甲ガイバー figma ガイバーIIF  劇場版カラー ¥2,400

オーバーウォッチ figma ウィドウメイカー ¥2,000 強殖装甲ガイバー figma ガイバーIII ¥3,000

オーバーウォッチ figma ゲンジ ¥4,000 巨神兵東京に現わる figma 巨神兵 ¥3,000

オーバーウォッチ figma ゼニヤッタ ¥2,100 キルラキル figma 纏流子  再販 ¥2,000

オーバーウォッチ figma ファラ ¥2,000 キルラキル figma 満艦飾マコ ¥2,100

オーバーウォッチ figma マーシー ¥2,400 グラビティ デイズ figma グラビティ・キトゥン 2.0 ¥2,400

オーバーウォッチ figma マクリー ¥2,400 グリッドマン figma グリッドマン ¥2,300

オーバーウォッチ figma リーパー ¥2,000 グリッドマン figma 新条アカネ ¥2,100

カードキャプターさくら figma 木之本桜 制服 ¥4,000 グリッドマン figma 新条アカネ  DXエディション ¥3,300

カードキャプターさくら figma 大道寺知世 ¥4,000 グリッドマン figma 宝多六花 ¥3,500

カードキャプターさくら figma 李小狼 ¥2,500 黒衣 figma 黒衣 ¥2,200
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買取表　ＰＵＲＣＨＡＳＥ　作成日　2020年8月18日

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。

ソードアートオンライン シノン

9,000円買取
艦隊これくしょん プリンツ・オイゲン

7,000円買取


