
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

ゴッドイーター ねんどろいど アリサ ¥2,300 ソードアートオンライン ねんどろいど キリト  上級修剣士 ¥2,000

この素晴らしい世界に祝福を ねんどろいど アクア ¥4,500 ソードアートオンライン ねんどろいど キリト　再販 ¥2,300

この素晴らしい世界に祝福を ねんどろいど めぐみん ¥7,000 ソードアートオンライン ねんどろいど キリト＆アスナ　OS ¥2,000

この素晴らしい世界に祝福を ねんどろいど めぐみん　学生服 ¥3,500 ソードアートオンライン ねんどろいど シノン ¥4,000

この素晴らしい世界に祝福を ねんどろいど ゆんゆん ¥7,000 ソードアートオンライン ねんどろいど シノン　再販 ¥3,000

こはるびより ねんどろいど ゆい DVD ¥2,000 そらのおとしものf ねんどろいど ニンフ ¥2,500

ゴブリンスレイヤー ねんどろいど ゴブリンスレイヤー ¥2,100 ダーリン・イン・ザ・フランキス ねんどろいど イチゴ ¥2,300

こみっくがーるず ねんどろいど 萌田薫子 ¥2,300 ダーリン・イン・ザ・フランキス ねんどろいど ゼロツー ¥7,000

サイコパス ねんどろいど 狡噛慎也 ¥2,100 宝塚歌劇団 ねんどろいど 紅ゆずる ¥2,400

サイコパス ねんどろいど 狡噛慎也  SS ¥2,400 チェインクロニクル ねんどろいど ユリアナ ¥2,000

冴えない彼女の育てかた ねんどろいど 霞ヶ丘詩羽 ¥3,000 ディズニー ねんどろいど アリエル ¥2,200

冴えない彼女の育てかた ねんどろいど 加藤恵 ¥2,500 ディズニー ねんどろいど ウッディ スタンダード ¥2,200

冴えない彼女の育てかた ねんどろいど 澤村・スペンサー・英梨々 ¥5,000 ディズニー ねんどろいど サリー スタンダード ¥2,200

咲 ねんどろいど 宮永照  Blu-ray ¥3,000 ディズニー ねんどろいど バズ・ライトイヤー  スタンダード ¥2,200

サクラクエスト ねんどろいど 木春由乃 ¥2,200 ディズニー ねんどろいど プーさん＆ピグレット ¥2,400

サクラ大戦 ねんどろいど 真宮寺さくら＆光武セット ¥3,500 ディズニー ねんどろいど ベル ¥3,000

ザレジェンドオブコーラ ねんどろいど コーラ ¥2,200 ディズニー ねんどろいど マイク＆ブー  スタンダード ¥2,100

サンダーボルト ファンタジー  東離劍遊紀 ねんどろいど 蔑天骸 ¥2,000 ディズニー ねんどろいど ミッキーマウス  1928 シロクロ ¥2,300

邪神ちゃんドロップキック ねんどろいど 邪神ちゃん ¥2,200 ディズニー ねんどろいど ミニーマウス ¥3,000

シュタインズ・ゲート ねんどろいど 牧瀬紅莉栖　白衣 ¥2,300 テイルズ ねんどろいど ユーリ・ローウェル ¥2,200

ショウ・バイ・ロック ねんどろいど シアン ¥2,000 デートアライブ ねんどろいど 時崎狂三 ¥2,000

ジョジョの奇妙な冒険 ねんどろいど 花京院典明 ¥2,300 デートアライブ ねんどろいど 時崎狂三 再販 ¥3,500

ジョジョの奇妙な冒険 ねんどろいど 空条承太郎 ¥3,000 電脳少女シロ ねんどろいど シロ ¥2,500

進撃の巨人 ねんどろいど リヴァイ ¥4,000 刀剣乱舞 ねんどろいど 加州清光 ¥2,000

進撃の巨人 ねんどろいど リヴァイ  お掃除 ¥2,000 刀剣乱舞 ねんどろいど 歌仙兼定 ¥2,200

スターウォーズ ねんどろいど プリンセス・レイア  ¥2,200 刀剣乱舞 ねんどろいど 小夜左文字 ¥2,100

青春ブタ野郎 ねんどろいど 桜島麻衣 ¥3,000 刀剣乱舞 ねんどろいど 千子村正 ¥2,300

ゼルダの伝説 ねんどろいど リンク　風のタクト ¥2,500 刀剣乱舞 ねんどろいど 太鼓鐘貞宗 ¥2,200

ゼルダの伝説 ねんどろいど リンク ブレス オブ ザ ワイルド DXエディション 二次再販 ¥3,000 刀剣乱舞 ねんどろいど 鶴丸国永 ¥2,500

ゼルダの伝説 ねんどろいど リンク ブレス オブ ザ ワイルド 通常 ¥3,000 刀剣乱舞 ねんどろいど にっかり青江 ¥2,200

ゼルダの伝説 ねんどろいど リンク　ムジュラの仮面3Ｄ ¥2,000 刀剣乱舞 ねんどろいど 髭切  2020 ¥2,200

ソードアートオンライン ねんどろいど アスナ　ティターニア ¥2,000 刀剣乱舞 ねんどろいど 骨喰藤四郎 ¥2,100

ソードアートオンライン ねんどろいど アリス  シンセシス・サーティ ¥2,000 刀剣乱舞 ねんどろいど 三日月宗近 ¥3,500

ソードアートオンライン ねんどろいど キリト ¥2,500 刀剣乱舞 ねんどろいど 三日月宗近  再販 ¥2,100

ソードアートオンライン ねんどろいど キリト  O.S ¥2,000 刀剣乱舞 ねんどろいど 薬研藤四郎 ¥2,400

この素晴らしい世界に祝福を アクア 艦隊これくしょん ウォースパイト

4,500円買取 6,000円買取

ねんどろいど① 裏
面

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。


