プライズ 強化タイトル①
買取表 ＰＵＲＣＨＡＳＥ 作成日 2019年8月14日

鬼滅の刃 絆ノ装 壱ノ型 竈門炭治郎 通常カラー

ナルト VIBRATION STARS うずまきナルト

1,300円買取

1,300円買取

作品名・シリーズ

タイトル

買取価格

作品名・シリーズ

タイトル

買取価格

エヴァンゲリヲン PM

式波アスカ×ロンギヌスの槍

¥1,200 ソードアートオンライン LPM

アリス アリシゼーション

¥700

鬼滅の刃 絆ノ装

壱ノ型 竈門炭治郎 通常カラー

¥1,300

ソードアートオンライン タイトー

アリス

¥800

鬼滅の刃 絆ノ装

弐ノ型 竈門禰豆子 通常カラー

¥1,200

転送したらスライムだった件 EXQ

リムル

¥2,500

カードキャプターさくら EXQ

木之本桜 クリアカード編

¥800

転送したらスライムだった件 EXQ

リムル Ver,2

¥1,200

カードキャプターさくら SP

木之本桜 友枝中学校制服

¥800

ドラゴンボール BLOOD OF SAIYANS

SP2 孫悟空 超サイヤ人4

カードキャプターさくら セガ

木之本桜 クリアカード編

¥1,200

ドラゴ ン ボール WO R LD FIG UR E CO LO SSEUM

1-5 孫悟空 通常カラー

¥1,000

カードキャプターさくら タイトー

木之本桜 クリアカード編

¥1,500

ドラゴ ン ボール WO R LD FIG UR E CO LO SSEUM

2-7 孫悟空 通常カラー

¥900

黒執事 SP

シエル

¥1,200 ドラゴンボール 超絶戯巧

4 孫悟空 身勝手の極意

¥1,200

けいおん PM

平沢唯 WINDMILL

¥1,500 ナルト GRANDISTA

うちはサスケ少年期 通常カラー

¥1,000

コードギアス ＥＸＱ

CC 白レオタード

はたけカカシ 通常カラー

¥2,000

コードギアス ＥＸＱ

ルルーシュ Ver,2

¥1,400 ナルト VIBRATION STARS

うずまきナルト

¥1,300

ご注文はうさぎですか PM

チノ

¥1,000 ナルト VIBRATION STARS

うちはサスケ

¥1,300

ご注文はうさぎですか SP

チノ スクール水着

ご注文はうさぎですか 全力造形

チノ

¥700 ナルト GRANDISTA

¥700

¥700 ハリーポッター Q posket

ハーマイオニーⅡ 通常カラー

¥600

¥1,200 ハリーポッター Q posket

ハーマイオニーⅡ 特別カラー

¥700

冴えない彼女の育てかた PM 霞ヶ丘詩羽

¥1,000 ハリーポッター Q posket

ハリーポッターⅡ 通常カラー

¥800

冴えない彼女の育てかた PM 加藤恵

¥1,400 ＦＡＴＥ SPM

赤のアーチャー アタランテ

¥700

冴えない彼女の育てかた PM 澤村 スペンサー 英梨々

¥1,000 ＦＡＴＥ SPM

セイバー 沖田総司

¥1,400

プチャラティ 通常カラー

¥600 ＦＡＴＥ SPM

ジョジョの奇妙な冒険 GRANDISTA ジョバァーナ 通常カラー

¥1,800 ＦＡＴＥ SPM

ルーラー ジャンヌ

¥1,500

¥2,000 ＦＡＴＥ SSSサーヴァント

ランサー スカサハ 第三再臨

¥1,500

ジョジョの奇妙な冒険 Arrivederci

進撃の巨人 マスタースターズピース

リヴァイ

遠坂リン EXTELLA LINK

¥800

ソードアートオンライン ＥＸＱ アスナ ウェンディング

¥400 ＦＡＴＥ タイトー

セイバー ネロ EXTELLA LINK

¥800

ソードアートオンライン ＥＸＱ アスナ 常夏の恋人

¥800 ＦＡＴＥ ぬーどるストッパー

フォーリナー 葛飾北斎

¥600

ソードアートオンライン ＥＸＱ シノン 水着

¥800 ボーカロイド SPM

桜ミク

¥1,200

ソードアートオンライン ＥＸＱ ユージオ アリシゼーション

¥1,000 ボーカロイド SPM

初音ミク 堕悪天使

¥800

ソードアートオンライン LPM

¥1,200 ボーカロイド SPM

初音ミク ナチュラル

¥800

アスナ アリシゼーション

箱なしも買取しています!! 同一商品、何個でもＯＫ!!
※1品ごとに袋に入れて下さい
●買取価格は作成時の価格です。美品で完品状態の上限価格となります。
●買取価格は商品の状態・在庫状況・再販情報により、予告なく変動する場合もございますので予めご了承下さい。

