PMフィギュア レム

冴えｶﾉ PMﾌｨｷﾞｭｱ 霞ヶ丘詩羽 Fate PMﾌｨｷﾞｭｱ ｾｲﾊﾞｰｵﾙﾀ SPM 初音ミク リボンガール

1,700円 買取 2,800円 買取 1,500円 買取 2,000円 買取
アイドルマスター

SQフィギュア 秋山澪 5thあにばーさりー

¥800 ToLOVEる

プリパラ

SQフィギュア 神崎蘭子

¥800 SQフィギュア 中野梓

¥600 ぬーどるストッパーフィギュア 古手川唯 白

¥600 PMフィギュア 真中らぁら サイリウムコーデ

SQフィギュア 渋谷凛 new generations(赤衣装)

¥800 SQフィギュア 平沢唯 夏服ver.

¥500 ぬーどるストッパーフィギュア 金色の闇 黒

¥500 魔法少女まどか☆マギカ

エヴァンゲリヲン
PMフィギュア tentative name:Rei Ayanami

SQフィギュア 平沢唯 冬服ver.

PMフィギュア アヤナミレイ(仮称)

¥700 ティータイムSPフィギュア シャロ

PMフィギュア ゴジラ対エヴァンゲリオン アスカ

¥800 ティータイムSPフィギュア チノ

PMフィギュア ゴジラ対エヴァンゲリオン レイ

¥700 この素晴らしい世界に祝福を!

PMフィギュア レーシング アスカ(2014年衣装版)

¥700 PMフィギュア アクア

プレミアムASUKAフィギュア Ver.2.5
プレミアムRQフィギュア アスカ

¥700 PMフィギュア ダクネス
¥1,300 PMフィギュア めぐみん

俺の妹がこんなに可愛いわけがない
EXフィギュア 高坂桐乃 ironyジャケットver.

¥600 パズル&ドラゴンズ

¥1,000 ご注文はうさぎですか?

フィギュアコレクションvol.2 アテナ

PMフィギュア 初音ミク -Project DIVA¥2,500 PMフィギュア 初音ミク -Project DIVA-2nd

すーぱーそに子

PMフィギュア レーシングミク2012
¥700 SPMフィギュア 初音ミク ∞

ファインクオリティフィギュア さくら チェリーver.

¥700 おとぎばなしSPフィギュア しらゆき

¥900 SPMフィギュア 初音ミク -Project DIVA-X HD

すーぱーそに子 ぽちゃ子と一緒

¥700 SPMフィギュア 初音ミク イノセント
¥700 SPMフィギュア 初音ミク カラフルドロップ
¥500 SPMフィギュア 初音ミク クリスマス(F 2nd)

¥700 SQフィギュア 忍野忍 MAMIver.セピアカラー

¥1,000

¥1,200 SQフィギュア 戦場ヶ原ひたぎ 恋物語

¥1,000

¥2,000 忍野忍 ソファー(タイトー)

¥1,800

¥800 千石撫子(タイトー)

¥800 PMフィギュア ウリエル

¥600 生活密着SPフィギュア おきがえタイム

¥500 SPMフィギュア 初音ミク ナチュラル

¥1,000 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている

¥800 SPMフィギュア 初音ミク リボンガール

¥1,500 PMフィギュア 由比ヶ浜結衣

PMフィギュア 響

¥500 生活密着SPフィギュア おでかけタイム

¥600 SPMフィギュア 初音ミク わがまま工場長

SPMフィギュア 秋月

¥500 生活密着SPフィギュア 夏の思い出

¥500 SQフィギュア レーシングミク2016 TeamUKYO応援ver.

¥1,000 マジカルキュートフィギュア ブラック・マジシャン・ガール

SPMフィギュア 瑞鶴改二甲

¥600 なかよしほーるどフィギュア ぽちゃ子 白

¥500 初音ミク オリジナル冬服ver.

¥1,200 らき☆すた

¥500 ぬーどるストッパーフィギュア そに子 シルバー

¥500 beatmaniaⅡDX
フィギュアコレクションvol.3 梅桐彩葉

¥700

¥1,800 ストライクセレクションvol.1 フランス元帥 ダルタニャン

¥800 生活密着SPフィギュア おしゃべりタイム

¥1,000 ソードアート・オンライン

¥700

¥1,000 モンスターストライク

PMフィギュア 電

SPMフィギュア 瑞鳳改

¥800

¥1,000 SQフィギュア 忍野忍 MAMIver.通常カラー

PMフィギュア 暁

SPMフィギュア 照月

¥700

¥500 ＜物語＞シリーズ
¥1,000

¥800 おとぎばなしSPフィギュア 青の女王

¥1,000 コンセプトフィギュア そに子 ホーリィガール 青

¥1,000

¥800 SQフィギュア 鹿目まどか HITAGIver.通常カラー

¥1,000

SPフィギュア 木之本桜 さくらカード編

PMフィギュア 西住まほ

¥1,000 SQフィギュア 鹿目まどか

¥1,000 EXフィギュア2 忍野忍

PMフィギュア 初音ミク -Project DIVA-F 2nd

艦隊これくしょん

¥600

¥1,000 DXFフィギュア下 戦場ヶ原ひたぎ

¥1,700 PMフィギュア 巡音ルカ -Project DIVA-Arcade

おとぎばなしSPフィギュア ハートの女王

¥700

SQフィギュア 暁美ほむら HITAGIver.

¥2,000 PMフィギュア 初音ミク -Project DIVA-Arcade(再販)

冴えない彼女の育てかた

ガールズ&パンツァー

¥800

¥4,000 PMフィギュア 初音ミク -Project DIVA-f

¥500 PMフィギュア 霞ヶ丘詩羽

カードキャプターさくら

DXフィギュア1 鹿目まどか
¥500 SQフィギュア Relax time 鹿目まどか 通常ver.

¥500 初音ミク
¥1,500 PMフィギュア 鏡音リン -Project DIVA-Arcade

¥500

¥500

¥1,000

¥800 遊戯王
¥800

泉こなた 島風コスプレver.

¥800

¥500 ラブライブ!

SPMフィギュア 夕立

¥600 ALOウンディーネSPフィギュア アスナ

¥1,200 美少女戦士セーラームーン

SPMフィギュア 夕立改二

¥500 ALOフィギュア アスナ

¥1,800 BREAK TIME FIGURE セーラーマーキュリー

¥800 SPMフィギュア 小原鞠莉

PMフィギュア 東條希 それは僕たちの奇跡

¥700
¥600

SQフィギュア Ceylon Tea Party 浦風

¥600 PMフィギュア アスナ(オーディナル・スケール)

¥1,000 BREAK TIME FIGURE セーラームーン

¥800 SPMフィギュア 津島善子

¥700

SQフィギュア Ceylon Tea Party 霧島

¥500 PMフィギュア シノン GGO

¥1,800 Girls Memories figure セーラーちびムーン

¥800 SPMフィギュア 東條希 Snow halation

¥700

SQフィギュア Ceylon Tea Party 鈴谷

¥500 PMフィギュア シノン GGOver.2

¥1,400 Girls Memories figure セーラームーン

SQフィギュア Ceylon Tea Party 榛名

¥600 SQフィギュア アスナ 黒ver.

¥1,000 Fate

SQフィギュア 鎮守府の四季 金剛改二

¥500 SQフィギュア アスナ 通常カラーver.

¥900 DXFサーヴァントフィギュアvol.1 セイバー

¥2,000 SPフィギュア 西木野真姫

天津風 準備中

¥500 SQフィギュア ウンディーネアスナ 通常カラーver.

¥900 PMフィギュア セイバー(EXTRA CCC)

¥1,000 SPフィギュア 星空凛 Love wing bell

¥500

¥1,000 PMフィギュア セイバーオルタ

¥2,800 SQフィギュア 桜内梨子

¥500

¥1,500 SPMフィギュア アサシン/謎のヒロインX

¥1,500 SQフィギュア 津島善子

¥500

島風(タイトー)

¥1,200 SQフィギュア シノン ファントム・バレット

戦艦棲姫(タイトー)

¥800 SQフィギュア ユウキ 通常カラーver.

浜風 休日

¥700 オーディナル・スケールSPフィギュア アスナ

矢矧 準備中

¥700 ビネットフィギュア アスナ

キルラキル

アスナ 細剣使い

¥700 SPMフィギュア セイバー/沖田総司
¥2,000 SPMフィギュア 玉藻の前

¥500
¥500

SPMフィギュア 西木野真姫 SUNNY DAY SONG

¥500

¥1,500 SQフィギュア 放課後のひととき 東條希
¥1,700 SQフィギュア 渡辺曜

¥600
¥1,000

¥1,500 SSSフィギュア 渡辺曜

¥500

PMフィギュア 鬼龍院皐月

¥1,500 閃光のアスナ(タイトー)

¥2,300 SQフィギュア セイバー Stay night ver.

¥3,000 コンプリートフィギュア 園田海未

¥500

PMフィギュア 纏流子

¥3,000 ユウキ(タイトー)

¥1,000 SQフィギュア セイバー Zero ver.

¥1,500 Re:ゼロから始める異世界生活

グランブルーファンタジー
ナルメア(タイトー)
けいおん!

¥700 SPMフィギュア ネロ・クラウディウス

¥2,300 SPMフィギュア 西木野真姫 Snow halation

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
¥700

ファミリア・ミィスSPフィギュア アイズ・ヴァレンシュタイン

ファミリア・ミィスSPフィギュア ヘスティア

DXフィギュア 演芸大会! 中野梓

¥800 デート・ア・ライブ

PMフィギュア 秋山澪 Lefty, Rock'n Roll!!

¥700 五河琴里(タイトー)

PMフィギュア 平沢唯 WINDMILL

¥1,000 東方Project

PMフィギュア1.51 中野梓

¥1,000 PMフィギュア 博麗霊夢(セガ)

SQフィギュア セイバー 体操服ver.

¥500 PMフィギュア ラム

¥1,800

¥1,300 SQフィギュア セイバー(stay night UBW)

¥1,800 PMフィギュア レム

¥2,000

¥1,200 SQフィギュア セイバー・リリィ

¥3,500 RWBY

SQフィギュア 遠坂凛

¥1,500 SPフィギュア ルビー・ローズ

サーヴァントフィギュア アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク[オルタ]

¥2,500

プリズマイリヤ クロ

¥2,000

¥700 マスターフィギュア イリヤ

¥1,500

¥600

ホビー取扱店:リバティー秋葉原1号店・2号店・4号店・5号店・6号店・8号店・11号店・中野店

¥3,000

フィギュア1点から買い取ります!
お気軽にお持ちください!

