
作品名 シリーズ タイトル 作品名 シリーズ タイトル
アイドルマスターシンデレラガールズ プライズ EXQフィギュア 前川みく ¥1,000 買取 ソードアートオンライン プライズ EXQフィギュア アリス ウェンディング ¥800 買取

エヴァンゲリヲン プライズ PMフィギュア アスカ Summer Dress ¥400 買取 ソードアートオンライン プライズ EXQフィギュア ユウキ レジスタ 湯けむり ¥500 買取

カードキャプターさくら プライズ EXQフィギュア 木之本桜 クリアカード編 ¥800 買取 ソードアートオンライン プライズ EXQフィギュア ユージオ アリシゼーション ¥800 買取

カードキャプターさくら プライズ タイトー 木之本桜 バトルコスチューム ¥1,000 買取 ソードアートオンライン プライズ EXQフィギュア リーファ レジスタ 湯けむり ¥800 買取

艦隊これくしょん プライズ PMフィギュア 秋月 水着mode ¥400 買取 ソードアートオンライン プライズ LPMフィギュア アスナ アリシゼーション ¥700 買取

ゲゲゲの鬼太郎 プライズ GLITTER&GLAMOURS ねこ娘 通常 ¥500 買取 ソードアートオンライン プライズ LPMフィギュア キリト アリシゼーション ¥800 買取

ゲゲゲの鬼太郎 プライズ GLITTER&GLAMOURS ねこ娘 頬染 ¥500 買取 ソードアートオンライン プライズ PMフィギュア ピトフーイ ¥800 買取

コードギアス プライズ EXQフィギュア ルルーシュ･ランペルージver.2 ¥1,000 買取 ソードアートオンライン プライズ PMフィギュア レン ¥500 買取

ご注文はうさぎですか プライズ SPフィギュア ココア セーラー ¥400 買取 ソードアートオンライン プライズ ぬーどるストッパー ユイ ¥400 買取

シティーハンター プライズ CREATOR×CREATOR 冴羽獠 通常カラー ¥1,200 買取 ディズニー プライズ Q posket Disney Characters ジャスミン SUGIRLY 通常カラー ¥1,000 買取

シティーハンター プライズ CREATOR×CREATOR 冴羽獠 特別カラー ¥1,200 買取 ディズニー プライズ Q posket Disney Characters ジャスミン SUGIRLY 特別カラー ¥1,000 買取

シティーハンター プライズ CREATOR×CREATOR 槇村香 通常カラー ¥1,000 買取 ディズニー プライズ Q posket Disney Characters ムーラン 通常カラー ¥1,200 買取

シティーハンター プライズ CREATOR×CREATOR 槇村香 特別カラー ¥1,000 買取 ディズニー プライズ Q posket Disney Characters ムーラン 特別カラー ¥1,000 買取

ジョジョの奇妙な冒険 プライズ MAFIArte ⑤ トリッシュ・ウナ 通常カラー ¥1,000 買取 ディズニー プライズ Q posket Disney Characters ラプンツェル Girlish Charm 通常カラー ¥700 買取

ジョジョの奇妙な冒険 プライズ MAFIArte ⑥ グイード・ミスター 通常カラー ¥500 買取 ディズニー プライズ Q posket Disney Characters ラプンツェル Girlish Charm 特別カラー ¥1,000 買取

シンフォギア プライズ 全力造形 立花響 ¥500 買取 電脳少女シロ プライズ ぬーどるストッパー 電脳少女シロ 帽子青 ¥1,000 買取

スーパーマン プライズ Q posket スーパーガール 青色タイツなし ¥800 買取 電脳少女シロ プライズ ぬーどるストッパー 電脳少女シロ 帽子赤 ¥1,000 買取

スーパーマン プライズ Q posket スーパーガール 紺色茶タイツ ¥800 買取 とある科学の超電磁砲 プライズ SPフィギュア 食蜂操祈 ¥400 買取

スパイダーマン プライズ MARVEL 豪魂 スパイダーマン ¥800 買取 東方プロジェクト プライズ PMフィギュア アリス・マーガロイド ¥400 買取

ソードアートオンライン プライズ EXQフィギュア アスナ レジスタ 湯けむり ¥500 買取 東方プロジェクト プライズ SSSフィギュア 未熟DREAMER 西行寺幽々子 ¥500 買取

プライズ 新作①
買取表 PURCHASE 作成日 2019年3月10日

カードキャプターさくら シティーハンター
プライズ タイトー 木之本桜 バトルコスチューム プライズ CREATOR×CREATOR 冴羽獠 通常カラー

1,000円買取 1,200円買取
買取価格 買取価格

記載以外のプライズも買取しています。
●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。



作品名 シリーズ タイトル 作品名 シリーズ タイトル
ドラゴンボール プライズ DOKKAN BATTLE 4TH ANNIVERSARY 超サイヤ人4 ベジータ ¥1,000 買取 Fate プライズ タイトーFate/EXTRA Last Encore ライダー ¥600 買取

ドラゴンボール プライズ GLITTER&GLAMOURS ブルマⅡ 青ジャケゥト ¥700 買取 ボーカロイド プライズ SPMフィギュア 初音ミク 堕悪天使 ¥600 買取

ドラゴンボール プライズ GLITTER&GLAMOURS ブルマⅡ 赤ジャケゥト ¥700 買取 ボーカロイド プライズ タイトー 桜ミク ウインク顔 ¥1,400 買取

ドラゴンボール プライズ TAG FIGHTERS 孫悟空 ¥800 買取 ボーカロイド プライズ タイトー 桜ミク スマイル顔 ¥1,000 買取

ドラゴンボール プライズ TAG FIGHTERS フリーザ 最終形態 ¥800 買取 ボーカロイド プライズ タイトー 桜ミク 通常顔 ¥700 買取

ドラゴンボール プライズ ULTIMATE SOLDIERS ① ブロリー ¥1,000 買取 僕のヒーローアカデミア プライズ THE AMAZING HEROES ② 轟焦凍 ¥1,000 買取

ドラゴンボール プライズ ULTIMATE SOLDIERS ② SSGSS 孫悟空 ¥800 買取 僕のヒーローアカデミア プライズ THE AMAZING HEROES ③ 爆豪勝巳 ¥1,000 買取

ドラゴンボール プライズ ULTIMATE SOLDIERS ③ SSGSS ベジータ ¥700 買取 名探偵コナン プライズ PMフィギュア 安室透 スーツ ¥700 買取

ドラゴンボール プライズ ULTIMATE SOLDIERS ④ SSGSS ゴジータ ¥1,000 買取 ラブライブ プライズ SSSフィギュア 未熟DREAMER 国木田花丸 ¥400 買取

ドラゴンボール プライズ ビックバンかめはめ波 超サイヤ人4 ゴジータ ¥800 買取 ラブライブ プライズ SSSフィギュア 未熟DREAMER 黒澤ダイヤ ¥800 買取

ドラゴンボール プライズ 超刻武勇伝 孫悟空 赤髪 ¥700 買取 ラブライブ プライズ SSSフィギュア 未熟DREAMER 桜内梨子 ¥400 買取

ドラゴンボール プライズ 超刻武勇伝 超サイヤ人 ブロリー フルパワー ¥1,000 買取 Re:ゼロから始める異世界生活 プライズ LPMサマービーチフィギュア レム ¥800 買取

ドラゴンボール プライズ 超刻武勇伝 ベジータ 赤髪 ¥1,200 買取 Re:ゼロから始める異世界生活 プライズ LPMフィギュア レム 鬼天使 ¥800 買取

ナルト プライズ GRANDISTA うちはサスケ 少年期 ¥800 買取 ワンピース プライズ  G×materia ルフィ ¥800 買取

バットマン プライズ Q posket キャットウーマン ゴーグル青 ¥800 買取 ワンピース プライズ FLAG DIAMOND SHIP ハンコック CODE B ¥1,000 買取

バットマン プライズ Q posket キャットウーマン ゴーグル黄 ¥800 買取 ワンピース プライズ GRANDISTA サンジ ¥800 買取

バットマン プライズ Q posket ハーレークィン 衣装赤＆青 ¥500 買取 ワンピース プライズ Sweet Style Pirates ナミ パンツ赤 ¥600 買取

バットマン プライズ Q posket ハーレークィン 衣装赤＆黒 ¥500 買取 ワンピース プライズ Sweet Style Pirates ナミ パンツオレンジ ¥600 買取

Fate プライズ EXQフィギュア ギルガメッシュ ¥500 買取 ワンピース プライズ TREASURE CRUISE WORLD JOURNEY ① ゾロ ¥700 買取

Fate プライズ SPMフィギュア 遠坂リン ¥500 買取 ワンピース プライズ TREASURE CRUISE WORLD JOURNEY ① ナミ ¥700 買取

プライズ 新作②
買取表 PURCHASE 作成日 2019年3月10日

ワンピース ドラゴンボール
プライズ FLAG DIAMOND SHIP ハンコック CODE B プライズ 超刻武勇伝 超サイヤ人 ブロリー フルパワー

1,000円買取 1,000円買取
買取価格 買取価格

記載以外のプライズも買取しています。
●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。


