
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

リゼロ B'full レム ¥1,200 リゼロ 角川 レム　浴衣 ¥7,000

リゼロ F；NEX ラム　白無垢 ¥8,000 リゼロ 角川 レム＆スバル　白鯨攻略戦 ¥11,000

リゼロ F；NEX レム　鬼嫁 ¥12,000 リゼロ キャラアニ レム ¥5,000

リゼロ F；NEX レム　白無垢 ¥19,000 リゼロ グッドスマイルカンパニー エミリア ¥16,000

リゼロ figma エミリア ¥2,500 リゼロ グッドスマイルカンパニー ラム ¥13,000

リゼロ figma ラム ¥6,000 リゼロ グッドスマイルカンパニー レム ¥13,000

リゼロ figma レム ¥8,000 リゼロ コトブキヤ　 エミリア ¥8,000

リゼロ アゾン エミリア　ピュアニーモ ¥5,500 リゼロ コトブキヤ　 ラム　キューポッシュ ¥2,000

リゼロ アゾン レム　ハイブリッドアクティブフィギュア ¥30,000 リゼロ コトブキヤ　 レム　キューポッシュ ¥4,500

リゼロ アルファオメガ エミリア ¥16,000 リゼロ トイセイイキ レム ¥7,000

リゼロ 一番くじ A賞　レム＆ラム ¥4,500 リゼロ ねんどろいど エミリア ¥4,500

リゼロ 一番くじ　Happy Birthday REM＆RAM A賞　レム＆ラム ¥4,500 リゼロ ねんどろいど ベアトリス ¥2,000

リゼロ 一番くじ　snow white life ver. A賞　エミリア　白雪姫 ¥1,800 リゼロ ねんどろいど ラム ¥3,500

リゼロ 一番くじ　snow white life ver. ラストワン賞　レム ¥2,000 リゼロ ねんどろいど ラム＆レム　幼少期 ¥3,500

リゼロ 一番くじ　あま～い春がきた！どれから食べる？ A賞　レム＆ラム ¥2,800 リゼロ ねんどろいど レム ¥4,500

リゼロ 一番くじ　あま～い春がきた！どれから食べる？ ラストワン賞　レム＆ラム ¥2,500 リゼロ ファットカンパニー エミリア　ウェンディング ¥9,000

リゼロ 一番くじ　いつでもあなたと一緒だよ A賞　レム＆ラム ¥3,800 リゼロ ファットカンパニー ラム　ウェンディング ¥9,000

リゼロ 一番くじ　いつでもあなたと一緒だよ ラストワン賞　レム＆ラム ¥4,500 リゼロ ファットカンパニー レム　ウェンディング ¥8,000

リゼロ 一番くじ　夏だ！海だ！異世界召喚 A賞　エミリア ¥4,000 リゼロ 双翼社 ラム　ランジェリー ¥6,000

リゼロ 一番くじ　夏だ！海だ！異世界召喚 B賞　ラム ¥3,000 リゼロ 双翼社 レム　ランジェリー ¥14,000

リゼロ 一番くじ　夏だ！海だ！異世界召喚 C賞　レム ¥2,800 リゼロ 双翼社 レム＆ラム　Twins ¥18,000

リゼロ 一番くじ　夏だ！海だ！異世界召喚 ラストワン賞　レム ¥6,500 リゼロ プライズ セガ PM ベアトリス Dragon Dress ¥1,000

リゼロ 角川 エミリア　お茶会 ¥9,000 リゼロ プライズ セガ SPM ラム 和Style ¥1,000

リゼロ 角川 エミリア　教師 ¥3,500 リゼロ プライズ タイトー プレシャス レム Winter 赤サンタ ¥1,200

リゼロ 角川 エミリア　バースデーケーキ ¥7,000 リゼロ フリーイング ラム　バニー ¥18,000

リゼロ 角川 ラム　お茶会 ¥4,500 リゼロ フリーイング ラム　水着 ¥2,000

リゼロ 角川 ラム　添い寝 ¥3,500 リゼロ フリーイング レム  バニー 2nd ¥7,000

リゼロ 角川 レム　浮世絵 ¥13,000 リゼロ フリーイング レム　バニー ¥28,000

リゼロ 角川 レム　お茶会 ¥8,000 リゼロ フリーイング レム　水着 ¥3,000

リゼロ 角川 レム　学生服 ¥3,500 リゼロ プルクラ エミリア ¥4,500

リゼロ 角川 レム　添い寝 ¥4,000 リゼロ プルクラ ラム ¥3,000

リゼロ 角川 レム　添い寝　再販 ¥7,000 リゼロ プルクラ レム ¥3,000

リゼロ 角川 レム　バースデーケーキ ¥16,000 リゼロ ユニオン レム　Ýシャツ ¥4,200

リゼロ 角川 レム　バースデーブルーランジェリー ¥4,000 リゼロ リボルブ ラム ¥9,000

リゼロ 角川 レム　バースデーランジェリー ¥7,000 リゼロ リボルブ レム ¥8,000

買取表　ＰＵＲＣＨＡＳＥ　作成日　2020年8月26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。

Re:ゼロから始める異世界生活

コトブキヤ エミリア

8,000円買取
グッドスマイルカンパニー レム

13,000円買取


