プライズ（ゲーセン景品）❶
買取表 PURCHASE 作成日 2017年7月28日

冴えない彼女の育てかた 霞ヶ丘詩羽（ＰＭフィギュア） 進撃の巨人 リヴァイ（マスタースターズピース）

1,700円買取 3,000円買取
カードキャプチャーさくら 木之本桜/さくらカード編（ＳＰフィギュア）

¥1,000 買取

ガールズ＆パンツァー 五十鈴華（大洗コラボレーションフィギュア）

ガールズ＆パンツァー 西住まほ（ＰＭサマービーチフィギュア）
艦隊これくしょん 暁（ＰＭフィギュア）

この素晴らしい世界に祝福を めぐみん/眼帯・笑顔（メガジャンボ寝そべりぬいぐるみ）

¥3,000 買取

¥800 買取

冴えない彼女の育てかた 霞ヶ丘詩羽（ＰＭフィギュア）

¥1,700 買取

¥800 買取

ジョジョの奇妙な冒険 空条承太郎（マスタースターズピース）

¥1,800 買取

¥1,000 買取

ジョジョの奇妙な冒険 東方仗助（マスタースターズピース）

¥600 買取

艦隊これくしょん 朝霞/礼号作戦（ＳＰＭフィギュア）

¥900 買取

ジョジョの奇妙な冒険 岸辺露伴（マスタースターズピース）

¥1,000 買取

艦隊これくしょん 雷（ＰＭフィギュア）

¥700 買取

ジョジョの奇妙な冒険 ジョルノ・ジョバァーナ（マスタースターズピース）

¥1,500 買取

艦隊これくしょん 島風（ＰＭフィギュア）

¥800 買取

進撃の巨人 エレン（マスタースターズピース）

¥1,800 買取

艦隊これくしょん 照月（ＳＰＭフィギュア）

¥800 買取

進撃の巨人 リヴァイ（マスタースターズピース）

¥3,000 買取

艦隊これくしょん 電（ＰＭフィギュア）

¥1,200 買取

セーラームーン セーラージュピター（BREAK TIME FIGURE）

¥1,200 買取

艦隊これくしょん 長門（ＳＰＭフィギュア）

¥1,000 買取

ソードアートオンライン アスナ（オーディナル・スケールＰＭフィギュア）

¥1,200 買取

¥500 買取

ソードアートオンライン アスナ/白（バンプレストSAOアスナフィギュア）

¥1,100 買取

銀魂 沖田総悟（ＤＸフィギュア 2）

¥2,500 買取

ソードアートオンライン キリト（オーディナル・スケールＰＭフィギュア）

¥1,800 買取

銀魂 坂田銀時（ズンボラ星人のジャージ王決定戦ンンンッ!! !）

¥1,000 買取

ソードアートオンライン キリト（電撃文庫 FIGHTING CLIMAX HGフィギュア）

¥6,000 買取

銀魂 坂田銀時（マスタースターズピース）

艦隊これくしょん 響（ＰＭフィギュア）

¥4,000 買取

ソードアートオンライン キリト/黒（バンプレストSAOキリトフィギュア）

¥2,000 買取

銀魂 坂田銀時/通常カラー（ろくでなしな二人）

¥600 買取

ソードアートオンライン キリト/白（バンプレストSAOキリトフィギュア）

¥1,000 買取

銀魂 坂田銀時/特別カラー（ズンボラ星人のジャージ王決定戦ンンンッ!! !）

¥700 買取

ソードアートオンライン シリカ（オーディナル・スケールSPフィギュア）

¥900 買取

銀魂 高杉晋作/通常カラー（ろくでなしな二人）

¥600 買取

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 アイズ（ファミリア・ミィスＳＰフィギュア）

¥1,300 買取

¥1,000 買取

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 ヘスティア（ファミリア・ミィスＳＰフィギュア）

¥1,200 買取

東京喰種 金木研/SP（DXFフィギュア）

¥1,800 買取

銀魂 土方十四郎（ＤＸフィギュア 1）
銀魂 土方十四郎（ズンボラ星人のジャージ王決定戦ンンンッ!! !）
グランブルーファンタジー ナルメア（タイトー）

¥600 買取
¥700 買取

東方プロジェクト 霧雨魔理沙（ＰＭフィギュア）

¥600 買取

黒子のバスケ 赤司征十郎（マスタースターズピース）

¥2,300 買取

東方プロジェクト 博麗霊夢（メガジャンボ寝そべりぬいぐるみ）

¥1,000 買取

黒子のバスケ 黒子テツヤ/LIMITED ＥＤＩＴＩＯＮ（マスタースターズピース）

¥1,200 買取

ＴＯ ＬＯＶＥる 小手川唯/白（ぬーどるストッパーフィギュア）

¥600 買取

黒子のバスケ 黒子テツヤ（マスタースターズピース）

¥1,000 買取

ＴＯ ＬＯＶＥる 小手川唯/紫（ぬーどるストッパーフィギュア）

¥300 買取

ＴＯ ＬＯＶＥる 金色の闇（ＰＭフィギュア）

¥300 買取

ご注文はうさぎですか チノ（ティーカップＳＰフィギュア）

¥1,500 買取

この素晴らしい世界に祝福を アクア/ウインク・放心顔（メガジャンボ寝そべりぬいぐるみ）

¥1,500 買取

ＴＯ ＬＯＶＥる 金色の闇（ＳＰフィギュア）

¥300 買取

この素晴らしい世界に祝福を ダクネス/猫口・困り顔（メガジャンボ寝そべりぬいぐるみ）

¥1,500 買取

ＴＯ ＬＯＶＥる 金色の闇/黒（ぬーどるストッパーフィギュア）

¥500 買取

この素晴らしい世界に祝福を めぐみん（ＰＭフィギュア）

¥1,800 買取

ＴＯ ＬＯＶＥる 金色の闇/白（ぬーどるストッパーフィギュア）

¥600 買取

買取価格は作成時の価格です。相場・状態・在庫数・再販情報により変動します。買取価格は美品の上限価格です。

プライズ（ゲーセン景品）❷
買取表 PURCHASE 作成日 2017年7月28日

ハンター×ハンター キルア（ＤＸフィギュア2） ハンター×ハンター クラピカ（ＤＸフィギュア1）

2,300円買取 1,500円買取
ＴＯ ＬＯＶＥる ナナ/紺（ぬーどるストッパーフィギュア）

¥1,200 買取

ドラゴンボール トランクス（マスタースターズピース）

¥800 買取

ＴＯ ＬＯＶＥる ナナ/白（ぬーどるストッパーフィギュア）

¥1,200 買取

ドラゴンボール トランクス/超サイヤ人（マスタースターズピース）

¥1,000 買取

ＴＯ ＬＯＶＥる メア/黒（ぬーどるストッパーフィギュア）

¥800 買取

ドラゴンボール トランクス/通常カラー（Resolution of Soldiers 5）

¥900 買取

ＴＯ ＬＯＶＥる メア/白（ぬーどるストッパーフィギュア）

¥400 買取

ドラゴンボール ピッコロ/通常カラー（造形天下一武道会 7-6）

¥1,000 買取

ＴＯ ＬＯＶＥる モモ/紺（ぬーどるストッパーフィギュア）

¥600 買取

ドラゴンボール フリーザ（ＤＸＦ いまのは いたかった… いたかっぞ）

¥1,000 買取

ＴＯ ＬＯＶＥる モモ/白（ぬーどるストッパーフィギュア）

¥500 買取

ドラゴンボール フリーザ（マスタースターズピース）

¥1,200 買取

ＴＯ ＬＯＶＥる ララ/白（ぬーどるストッパーフィギュア）

¥700 買取

ドラゴンボール ブロリー/通常カラー（造形天下一武道会 7-3）

¥1,800 買取

ＴＯ ＬＯＶＥる ララ/ピンク（ぬーどるストッパーフィギュア）

¥500 買取

ドラゴンボール ベジータ（マスタスターズピース）

¥2,000 買取

ドラゴンボール ゴクウブラック 超サイヤ人ロゼ（THE SUPER WARRIORS 3）

¥2,300 買取

ドラゴンボール ベジータ/ＤＢ超（マスタスターズピース）

¥1,400 買取

ドラゴンボール ゴクウブラック（THE SUPER WARRIORS 2）

¥1,000 買取

ドラゴンボール ベジット 超サイヤ人ゴッド（THE SUPER WARRIORS 3）

¥2,000 買取

ドラゴンボール ゴテンクス（マスタスターズピース）

¥1,000 買取

ドラゴンボール ベジット（マスタースターズピース）

¥2,500 買取

ドラゴンボール 孫悟空（ DRAMATIC SHOWCASE 3-1 ）

¥1,000 買取

夏目友人帳 ニャンコ先生いねむり（めちゃでかぬいぐるみ）

¥1,500 買取

ドラゴンボール 孫悟空（ Grandista - Resolution of Soldiers ）

¥1,700 買取

ナルト サスケ（Shinobi Relations－SP2 COMEBACK！）

¥1,200 買取

ドラゴンボール 孫悟空（ｓｏｕｌ×ｓｏｕｌ）

ナルト ナルト（Shinobi Relations－SP2 COMEBACK！）

¥1,000 買取

ドラゴンボール 孫悟空（ドラゴンボールコレクション3）

¥1,600 買取

ナルト ナルト（Shinobi Relations－SP2）

¥3,000 買取

ドラゴンボール 孫悟空（亀仙流伝承奥義超かめはめ波）

¥1,000 買取

ナルト ナルト（マスタースターズピース）

¥3,500 買取

ドラゴンボール 孫悟空/2（マスタスターズピース）

¥1,300 買取

ハイキュー‼ 影山飛雄（マスタースターズピース）

¥1,000 買取

ドラゴンボール 孫悟空/ＤＢ超（マスタスターズピース）

¥1,500 買取

ハイキュー‼ 日向翔陽（マスタースターズピース）

¥1,000 買取

ハンター×ハンター イルミ（ＤＸフィギュア4）

¥5,000 買取

ドラゴンボール 孫悟空/超サイヤ人 彩色天下一武道会（マスタスターズピース）

¥500 買取

¥800 買取

ドラゴンボール 孫悟空/復活のＦ（マスタスターズピース）

¥1,000 買取

ハンター×ハンター キルア（ＤＸフィギュア/グリーンアイランド2）

¥2,000 買取

ドラゴンボール 孫悟空/超サイヤ人（マスタスターズピース）

¥1,000 買取

ハンター×ハンター キルア（ＤＸフィギュア2）

¥2,300 買取

¥500 買取

ハンター×ハンター クラピカ（ＤＸフィギュア1）

¥1,500 買取

ドラゴンボール 孫悟飯/ＳＰカラー（マスタスターズピース）

¥1,800 買取

ハンター×ハンター クラピカ（ＤＸフィギュア5）

¥700 買取

ドラゴンボール 孫悟飯/通常カラー（Resolution of Soldiers 4）

¥1,200 買取

ハンター×ハンター クロロ（ＤＸフィギュア5）

¥1,500 買取

ドラゴンボール 孫悟飯/通常カラー（Resolution of Soldiers 6）

¥1,000 買取

ハンター×ハンター ゴン（ＤＸフィギュア/グリーンアイランド1）

¥2,000 買取

ドラゴンボール 孫悟飯/通常カラー（造形天下一武道会 7-1）

¥1,200 買取

ハンター×ハンター ゴン（ＤＸフィギュア1）

¥1,500 買取

ドラゴンボール 孫悟空/通常カラー（造形天下一武道会 7-4）

ドラゴンボール 超神龍（ＭＥＧＡコレクタブル）

¥700 買取

ハンター×ハンター シルバ（ＤＸフィギュア3）

¥300 買取

買取価格は作成時の価格です。相場・状態・在庫数・再販情報により変動します。買取価格は美品の上限価格です。

プライズ（ゲーセン景品）❸
買取表 PURCHASE 作成日 2017年7月28日

ＦＡＴＥ アサシン/謎のヒロインＸ（ＳＰＭフィギュア） ＦＡＴＥ セイバー/沖田総司（ＳＰＭフィギュア）

1,800円買取 2,000円買取
ハンター×ハンター ゼノ（ＤＸフィギュア3）
ハンター×ハンター ビスケット（ＤＸフィギュア/グリーンアイランド1）

ハンター×ハンター ヒソカ（ＤＸフィギュア4）
ハンター×ハンター レイザ（ＤＸフィギュア/グリーンアイランド2）

¥1,000 買取
¥300 買取
¥5,000 買取
¥400 買取

ＦＡＴＥ セイバー/ＥＸＴＲＡＣＣＣ（ＰＭフィギュア）

¥1,000 買取

ＦＡＴＥ セイバー/ＳＴＡＹ ＮＩＧＨＴ ＵＢＷ（ＳＱフィギュア）

¥1,800 買取

ＦＡＴＥ セイバー/ＳＴＡＹ ＮＩＧＨＴ（ＳＱフィギュア）

¥3,000 買取

ＦＡＴＥ セイバー/アルトリア・ペンドラゴン（サーヴァントフィギュア）

¥800 買取

ハンター×ハンター レオリオ（ＤＸフィギュア2）

¥2,000 買取

ＦＡＴＥ セイバー/沖田総司（ＳＰＭフィギュア）

ＦＡＴＥ ＢＢ/ＥＸＴＲＡＣＣＣ（ＰＭフィギュア）

¥2,500 買取

ＦＡＴＥ セイバー/体操服（ＳＱフィギュア）

¥500 買取

ＦＡＴＥ アーチャー（サーヴァントフィギュア 2）

¥1,800 買取

ＦＡＴＥ セイバー/巫女服（ＰＭフィギュア）

¥800 買取

ＦＡＴＥ アヴェンジャー/ジャンヌダルク オルタ（サーヴァントフィギュア）

¥2,500 買取

ＦＡＴＥ セイバーオルタ（ＰＭフィギュア）

¥2,800 買取

ＦＡＴＥ 玉藻の前（ＳＰＭフィギュア）

¥1,700 買取

ＦＡＴＥ アサシン（サーヴァントフィギュア 3）

¥700 買取

¥2,000 買取

ＦＡＴＥ アサシン/謎のヒロインＸ（ＳＰＭフィギュア）

¥1,800 買取

ＦＡＴＥ 遠坂時臣（マスターフィギュア 3）

¥800 買取

ＦＡＴＥ イリヤ（カレイドフィギュア）

¥1,300 買取

ＦＡＴＥ 遠坂凛（マスターフィギュア）

¥2,000 買取

ＦＡＴＥ イリヤ（プラズマイリヤ）

¥1,200 買取

ＦＡＴＥ 遠坂凛/ＳＴＡＹ ＮＩＧＨＴ ＵＢＷ（ＳＱフィギュア）

¥1,000 買取

ＦＡＴＥ イリヤ（マジカルビーチフィギュア）

¥1,400 買取

ＦＡＴＥ ネロ・クラウディウス（ＳＰＭフィギュア）

¥1,300 買取

ＦＡＴＥ イリヤ/ａｎｏｔｈｅｒ（kaleid liner ）

¥1,500 買取

ＦＡＴＥ ネロ・クラウディウス（メガジャンボ寝そべりぬいぐるみ）

¥1,000 買取

ＦＡＴＥ イリヤ/Ｗｉｅｄｅｒ（プラズマイリヤ）

¥1,200 買取

ＦＡＴＥ バーサーカー（サーヴァントフィギュア 2）

¥2,000 買取

ＦＡＴＥ イリヤフィール（マスターフィギュア）

¥1,800 買取

ＦＡＴＥ 美遊（カレイドフィギュア）

¥1,000 買取

ＦＡＴＥ ウェイバー（マスターフィギュア）

¥200 買取

ＦＡＴＥ 衛宮切嗣（マスターフィギュア 4）

¥1,000 買取

ＦＡＴＥ 衛宮士郎（マスターフィギュア 4）
ＦＡＴＥ キャスター（サーヴァントフィギュア 4）

ＦＡＴＥ 美遊（プラズマイリヤ）

¥500 買取

ＦＡＴＥ 美遊（マジカルビーチフィギュア）

¥1,000 買取

¥300 買取

ＦＡＴＥ 美遊/Ｗｉｅｄｅｒ（プラズマイリヤ）

¥1,000 買取

¥800 買取

ＦＡＴＥ ライダー（サーヴァントフィギュア 3）

¥1,800 買取

ＦＡＴＥ キャスター/ＥＸＴＲＡＣＣＣ（ＰＭフィギュア）

¥2,000 買取

ＦＡＴＥ ランサー（サーヴァントフィギュア 1）

¥1,500 買取

ＦＡＴＥ クロ（プラズマイリヤツヴァイ）

¥2,000 買取

ＦＡＴＥ ランサー/スカサハ（サーヴァントフィギュア）

¥1,000 買取

ＦＡＴＥ クロ/制服（kaleid liner ）

¥300 買取

ＦＡＴＥ ルーラー/ジャンヌダルク（サーヴァントフィギュア）

¥2,500 買取

ＦＡＴＥ ケイネス（マスターフィギュア）

¥800 買取

ボーカロイド 初音ミク/Ｘ ＨＤ（ＳＰＭフィギュア）

¥1,200 買取

ＦＡＴＥ 言峰綺礼（マスターフィギュア 2）

¥1,000 買取

ボーカロイド 初音ミク/イノセント（ＳＰＭフィギュア）

¥1,000 買取

ＦＡＴＥ セイバー（サーヴァントフィギュア 1）

¥2,000 買取

ボーカロイド 初音ミク/オリジナル冬服（タイトー初音ミクフィギュア）

¥1,800 買取

ＦＡＴＥ セイバー（サーヴァントフィギュア 4）

¥1,000 買取

ボーカロイド 初音ミク/ナチュラル（ＳＰＭフィギュア）

¥1,000 買取

買取価格は作成時の価格です。相場・状態・在庫数・再販情報により変動します。買取価格は美品の上限価格です。

プライズ（ゲーセン景品）❹
買取表 PURCHASE 作成日 2017年7月28日

ボーカロイド 初音ミク/リボンガール（ＳＰＭフィギュア） Re:ゼロから始める異世界生活 レム（ＰＭフィギュア）

1,800円買取 3,000円買取
ボーカロイド 初音ミク/にゃんこ（ＳＰＭフィギュア）

¥1,000 買取

ラブライブ 黒澤ルビィ（メガジャンボ寝そべりぬいぐるみ）

¥600 買取

ボーカロイド 初音ミク/リボンガール（ＳＰＭフィギュア）

¥1,800 買取

ラブライブ 黒澤ルビィ（青空Jumping Heart）

¥900 買取

ボーカロイド 初音ミク/わがまま工場長（ＳＰＭフィギュア）

¥900 買取

ラブライブ 小原鞠莉 （メガジャンボ寝そべりぬいぐるみ）

ボーカロイド 巡音ルカ/アムール（ＳＰＭフィギュア）

¥1,000 買取

ラブライブ 桜内梨子（メガジャンボ寝そべりぬいぐるみ）

ボーカロイド レーシングミク2016/TeamUKYO応援ver.

¥1,000 買取

ラブライブ 桜内梨子/サンシャイン2年生（ゆらゆらソーラ）

僕のヒーロアカデミア 緑川出久（ＤＸフィギュア 1）

¥4,500 買取

ラブライブ 高海千歌（メガジャンボ寝そべりぬいぐるみ）

ポケモン ピカチュウ/ウインク（キミにきめた！でかいぬいぐるみ サトシのピカチュウ 4）

¥700 買取

ラブライブ 高海千歌/サンシャイン2年生（ゆらゆらソーラ）

¥1,000 買取
¥800 買取
¥1,200 買取
¥700 買取
¥1,200 買取

ポケモン ピカチュウ/帽子乗り（キミにきめた！でかいぬいぐるみ サトシのピカチュウ 4）

¥1,200 買取

ラブライブ 高海千歌/ダイスキだったらダイジョウブ！ （SSSフィギュア）

¥800 買取

星のカービィ カービィ（すいこみＢＩＧぬいぐるみ）

¥1,400 買取

ラブライブ 津島善子（津島善子フィギュア）

名探偵コナン 江戸川コナン（ＰＭフィギュア）

¥1,800 買取

ラブライブ 津島善子（メガジャンボ寝そべりぬいぐるみ）

¥1,000 買取

名探偵コナン 江戸川コナン/怪盗キッドＳＴＹＬＥ（ＰＭフィギュア）

¥1,800 買取

ラブライブ 松浦果南（メガジャンボ寝そべりぬいぐるみ）

¥1,200 買取

名探偵コナン 江戸川コナン/サッカーボール（ＰＭフィギュア）

¥2,000 買取

ラブライブ 南ことり（メガジャンボ寝そべりぬいぐるみ）

¥900 買取

名探偵コナン 江戸川コナン/シャーロックホームズ（ＰＭフィギュア）

¥2,000 買取

ラブライブ 渡辺曜（メガジャンボ寝そべりぬいぐるみ）

¥2,300 買取

¥700 買取

名探偵コナン 江戸川コナン/小さくなった名探偵（ＰＭフィギュア）

¥1,800 買取

ラブライブ 渡辺曜（渡辺曜フィギュア）

¥1,300 買取

名探偵コナン 江戸川コナン/ルパンＶＳコナン Ｔｈｅ ＭＯＶＩＥ（ＰＭフィギュア）

¥1,500 買取

ラブライブ 渡辺曜/サンシャイン2年生（ゆらゆらソーラ）

¥1,200 買取

名探偵コナン 怪盗キッド（ＰＭフィギュア）

¥1,500 買取

ラブライブ 津島善子（ＳＰＭフィギュア）

¥700 買取

モンスト ウリエル（ＰＭフィギュア）

¥700 買取

Re:ゼロから始める異世界生活 ラム（ＰＭフィギュア）

¥2,500 買取

モンスト ダルタニャン（ストライクセレクション 1）

¥500 買取

Re:ゼロから始める異世界生活 レム（ＰＭフィギュア）

¥3,000 買取

モンスト ナポレオン（ＰＭフィギュア）

¥500 買取

Re:ゼロから始める異世界生活 レム（メガじゃんぼ寝そべりぬいぐるみ）

¥1,800 買取

¥400 買取

ルパン三世 峰不二子（オープニングビネット3）

¥800 買取

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている 雪ノ下雪乃（ＰＭフィギュア）

モンスト ラファエル（ＰＭフィギュア）

¥1,800 買取

ルパン三世 ルパン三世（マスタスターズピース）

¥500 買取

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている 雪ノ下雪乃/続（ＰＭフィギュア）

¥4,500 買取

ルパン三世 石川五右衛門（マスタスターズピース）

¥500 買取

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている 由比ヶ浜結衣/続（ＰＭフィギュア）

¥1,500 買取

ルパン三世 次元大介（マスタスターズピース）

¥1,300 買取

ラブライブ 絢瀬絵里（ハイパージャンボ寝そべりぬいぐるみ）

¥1,000 買取

ルパン三世 銭形警部（マスタスターズピース）

¥800 買取

ラブライブ 国木田花丸（メガジャンボ寝そべりぬいぐるみ）

¥1,000 買取

ルパン三世 峰不二子Ⅱ（マスタスターズピース）

¥200 買取

ラブライブ 黒澤ダイヤ（メガジャンボ寝そべりぬいぐるみ）

¥1,000 買取

ルパン三世 ルパン三世Ⅱ（マスタスターズピース）

¥300 買取

ラブライブ 黒澤ダイヤ（青空Jumping Heart）

¥900 買取

ルパン三世 峰不二子（MONO MADONNA 1）

¥1,000 買取

買取価格は作成時の価格です。相場・状態・在庫数・再販情報により変動します。買取価格は美品の上限価格です。

プライズ（ゲーセン景品）❺
買取表 PURCHASE 作成日 2017年7月28日

ワンピース ゾロ（ＫＩＮＧ ＯＦ ＡＲＴＩＳＴ）

ワンピース レイジュ（THE GRANDLINE SERIES~ VINSMOKE FAMILY 2）

1,200円買取 1,100円買取
ルパン三世 峰不二子（マスタスターズピース）

¥200 買取

ワンピース ナミ/ＳＰＥＣＩＡＬ黒（GLITTER&GLAMOURS）

¥1,100 買取
¥1,000 買取

ワンピース ウソップ（ＫＩＮＧ ＯＦ ＡＲＴＩＳＴ）

¥1,200 買取

ワンピース ナミ/ＳＰＥＣＩＡＬピンク（GLITTER&GLAMOURS）

ワンピース エース（造形物語）

¥1,000 買取

ワンピース ハンコック/ＳＰＥＣＩＡＬ黒（GLITTER&GLAMOURS）

ワンピース エース（マスタースターズピース）

¥1,500 買取

ワンピース ハンコック/ＳＰＥＣＩＡＬ白（GLITTER&GLAMOURS）

¥1,000 買取

ワンピース エース/ＲＥＶＩＶＡＬ（マスタースターズピース）

¥1,200 買取

ワンピース ボニー/白（GLITTER&GLAMOURS）

¥1,000 買取

ワンピース エース/リニューアル（マスタースターズピース）

¥1,800 買取

ワンピース マルコ/通常カラー（造形王頂上決戦 6-6）

¥1,000 買取

ワンピース エースⅡ（ＫＩＮＧ ＯＦ ＡＲＴＩＳＴ）

¥1,800 買取

ワンピース ルフィ（ＫＩＮＧ ＯＦ ＡＲＴＩＳＴ）

¥2,500 買取

ワンピース サボ（マスタースターズピース）

¥1,000 買取

ワンピース ルフィ（マスタースターズピース）

¥2,300 買取

ワンピース サボ/ＳＰＥＣＩＡＬ（マスタースターズピース）

¥1,000 買取

ワンピース ルフィ/彩色王頂上決戦（マスタースターズピース）

¥2,000 買取

ワンピース サンジ（ＫＩＮＧ ＯＦ ＡＲＴＩＳＴ）

¥1,200 買取

ワンピース ルフィ/通常カラー（造形王頂上決戦 6-3）

¥1,800 買取

ワンピース サンジ（THE GRANDLINE SERIES~ VINSMOKE FAMILY 2）

¥1,100 買取

ワンピース レイジュ（THE GRANDLINE SERIES~ VINSMOKE FAMILY 2）

¥1,100 買取

ワンピース シャンクス（マスタースターズピース）

¥1,000 買取

ワンピース レイジュ/通常カラー（GLITTER&GLAMOURS）

¥1,000 買取

ワンピース ジンベエ/通常カラー（造形王頂上決戦 6-4）

¥1,000 買取

ワンピース レイジュ/パールカラー（GLITTER&GLAMOURS）

¥1,200 買取

¥700 買取

ワンピース スモーカー/通常カラー（造形王頂上決戦 6-5）

¥1,000 買取

ワンピース ロー（マスタースターズピース）

ワンピース ゾロ（ＫＩＮＧ ＯＦ ＡＲＴＩＳＴ）

¥1,200 買取

ワンピース ロー/ＳＰＥＣＩＡＬ（マスタースターズピース）

¥1,200 買取

¥900 買取

ワンピース ゾロ/ＳＰＥＣＩＡＬ（マスタースターズピース）

¥1,000 買取

ワンピース ロー/通常カラー（造形王頂上決戦 3-6）

¥1,300 買取

ワンピース ゾロ/通常カラー全身（CREATOR x CREATOR ）

¥2,500 買取

ワンピース ロビン/DRESSROSA STYLE 帽子あり（GLITTER&GLAMOURS）

¥1,200 買取

ワンピース ドフラミンゴ/通常カラー（造形王頂上決戦 6-1）

¥1,800 買取

ワンピース ロビン/DRESSROSA STYLE 帽子なし（GLITTER&GLAMOURS）

¥1,300 買取

ワンピース ナミ/ＭＯＶＩＥ ＳＴＹＬＥ ゴールド（GLITTER&GLAMOURS）

¥2,300 買取

プライズ 買取キャンペーン（7/1～7/31の期間限定）
買取個数の制限を1個から何個でもＯＫとさせて頂きます。
買取価格は作成時の価格です。相場・状態・在庫数・再販情報により変動します。買取価格は美品の上限価格です。

