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メーカー・品名 買取金額 初音ミク TYPE2020 ¥3,500 ボークス/ドルフィードリーム初音ミク ¥40,000

グッドスマイルカンパニー 初音ミク HSP ver. ¥2,500 レーシングミク※figma、ねんどろ除く

初音ミク V4X 2018.1月 初音ミク・アペンド ¥2,500 フリーイング　レーミクタイver ¥3,000

雪ミク 11月 初音ミク Tony ver. ¥2,500 レーミク２０１１ ¥2,000

初音ミク グレイテスト・アイドルVer. ¥3,500 初音ミク VN02 mix ¥3,000 レーミク２０１２（グッスマ） ¥2,000

初音ミク Tell Your World Ver. ¥4,000 初音ミク マジカルミライ2015 Ver. ¥2,500 レーミク２０１２（フリーイング） ¥2,500

初音ミク cheerful Ver. ¥4,000 初音ミク （初期の奴） ¥1,000 レーミク２０１３ ¥5,000

初音ミク 深海少女ver. ¥7,000 FREEing レーミク２０１４（グッスマ） ¥8,000

ミクダヨー(1/8) ¥3,000 SNOW MIKU ¥13,000 レーミク２０１４ EV MIRAI(マックス） ¥4,000

初音ミク 恋は戦争ver. ¥3,000 初音ミク 水着Ver. ¥1,000 レーミク２０１５ ¥5,000

初音ミク 恋は戦争ver. DX ¥12,000 初音ミクV3 ¥13,000 レーミク２０１５（タイ） ¥6,500

初音ミク Lat式 Ver. ¥1,500 初音未來　千本桜 ¥4,000 レーミク２０１６ 9月
初音ミク ワールドイズマイン［ナチュラルフレーム］ ¥3,500 アルファマックス レーミク2016 TeamUKYO応援Ver. 2018.3月

初音ミク ワールドイズマイン［ブラウンフレーム］ ¥3,500 初音ミク -二次元ドリームフィーバーver.- ¥6,500 骸音シーエ

超合金 初音ミク ¥3,000 初音ミク Lampミク feat.猫魚 ¥1,500 通常版 ¥10,000

マックスファクトリー その他メーカー ナースコスver. ¥6,000

初音ミク ハートハンターVer. 11月 ストロンガ-/初音ミク ～花色衣～ ¥7,000 No.7　Ca 蟹型シーエ ¥6,000

初音ミク オレンジブロッサムVer. ¥5,000  PLAY ARTS改/HATSUNE MIKU VARIANT ¥3,000 No.7　Ca 蟹型シーエ ウィスタリアver. ¥12,000

初音ミク mebae Ver. ¥7,000 グッスマくじ/ジャンボ初音ミク ¥2,000 No.12 シーエ・カルラ(骸音シーエ 囚人と紙飛行機ver) ¥9,000

初音ミク 江端里沙Ver. ¥4,000 Happyくじ/初音ミク lat式 Autumn Ver. ¥2,000  No.13 石灰詩絵美(シーエ セーラー服ver) ¥9,000

みくずきん ¥6,000 Happyくじ/初音ミクfamilymartver. ¥2,000





グリフォン　（キャラ五十音順） ぱちゅ３パチュリー・ノーレッジ～香霖堂ver.～ ¥3,500 ふらこフランドール・スカーレット 紅剣ver.　ブラックカラー ¥9,000

ありすアリス・マーガトロイド（色違いも同額） ¥3,000 ぱちゅ３パチュリー・ノーレッジ～香霖堂ver.～限定カラー ¥6,000 れみレミリア・スカーレット 神槍ver. ¥5,000

いざ１十六夜 咲夜（限定カラーも同額） ¥3,000 ひじ聖 白蓮 ¥3,000 れみしレミリア・スカーレット 神槍ver. クリムゾンカラー ¥8,000

いざ２十六夜 咲夜　クリアパール ####### ひな比那名居 天子（パープルシャドウも同額） ¥5,000 れみぽレミリア・スカーレット POPver. ¥4,000

いざ十六夜 咲夜～妖々夢ver.～（限定カラー-2000） ¥7,000 ひな比那名居 天子 限定カラー ¥6,000 キューズQ
いざこ十六夜 咲夜 ～香霖堂ver.～（限定カラー+1500） ¥4,500 ひめ姫海棠 はたて ¥4,000 ありアリス・マーガトロイド ノーマル ¥10,000

いなば因幡 てゐ（色違いも同額） ¥3,000 ふじ藤原 妹紅（クリアヘアー+3000） ¥3,000 ありアリス・マーガトロイド DX type ¥12,000

いぬばしり犬走 椛 ¥7,000 ふじわら２藤原 妹紅～鳳凰ver.～（限定カラーは-1000） ¥8,000 ありあアリス・マーガトロイド DX type  エクストラカラー ¥7,000

いばら茨木 華扇（限定カラー+3000） ####### ふらんフランドール・スカーレット ¥3,000 ありおアリス用　上海/蓬莱人形セット ¥4,000

いぶき伊吹 萃香（色違いも同額） ¥3,000 ふらんフランドール・スカーレット　アビスブラック ¥6,500 かざ風見幽香 ¥10,000

おのづか小野塚 小町（山茶花色＋1000） ¥2,000 ふらん２フランドール・スカーレット～ver.２～ ¥4,500 かざ風見幽香 エクストラカラーVer. ¥5,000

おのづか２小野塚 小町～ver.２～（色違いも同額） ¥3,000 ふらん２フランドール・スカーレット～ver.２～　オータムオレンジ ¥7,000 こち東風谷早苗 ¥2,500

かえん火焔猫 燐 ¥4,000 ふらん２フランドール・スカーレット～ver.２～　プリズマティック・レッド ¥8,000 こめ古明地こいし ¥10,000

かぎ鍵山 雛（限定カラー+1000） ¥4,000 ほう封獣 ぬえ ¥4,000 こめ古明地こいし エクストラカラー ¥7,000

かざ風見 幽香（色違いも同額）　 ¥3,000 ほうらい蓬莱山 輝夜（永夜の藍色+2000） ¥2,000 さい西行寺幽々子 ¥12,000

風見 幽香～ver.２～ ¥3,000 ほん紅 美鈴 ¥3,000 西行寺幽々子 エクストラカラー ¥12,000

上白沢 慧音（クリアver.+4000） ¥2,000 みずは水橋 パルスィ（限定カラーは-2000） ¥4,000 ぱちゅパチュリー・ノーレッジ ¥2,500

上白沢 慧音～ハクタクver.～（限定カラー-1000） ¥7,000 むらさ村紗 水蜜（限定カラーも同額） ¥2,000 ふらフランドール・スカーレット ¥5,000

河城 にとり ¥2,000 めでメディスン・メランコリー ¥3,000 ふらフランドール・スカーレット エクストラカラー ¥8,000

霧雨 魔理沙（２Pカラー同額・グレーは+500） ¥3,000 もののべ物部 布都 ¥8,000 ほん紅美鈴 ¥3,500

霧雨 魔理沙～香霖堂ver.～（限定カラー+7000） ¥5,000 もののべ物部 布都　限定カラー ¥4,000 やく八雲紫　道士服版 ¥7,000

東風谷 早苗 ¥4,000 もりや洩矢 諏訪子 ¥5,000 八雲紫　道士服版　エクストラカラーVer. ¥13,000

古明地 こいし ¥5,000 やくも２八雲 紫～香霖堂ver.～ ¥4,500 れみレミリア・スカーレット 紅魔城伝説版 ¥8,000

古明地 さとり ¥5,000 やくも２八雲 紫～香霖堂ver.～　ブラウン・ブルー各 ¥5,000 れみレミリア・スカーレット 紅魔城伝説版　エクストラカラー¥17,000

魂魄 妖夢 ¥5,000 やくもゆ八雲 紫（クリアver.は+3000） ¥4,000 れみハロウィンレミィちゃん・フランちゃん スペシャルパーティセット¥6,000

魂魄 妖夢～香霖堂ver.～（限定カラー+1000） ¥5,000 やくもら八雲 藍 ¥4,500 東方胸像式　各種 ¥1,000

西行寺 幽々子（色違い同額） ¥3,000 やごころ八意 永琳（色違い同額） ¥3,000 ファットカンパニー
西行寺 幽々子～ver.２～（桜カラーも同額） ¥7,000 やさか八坂 神奈子（限定カラー+500） ¥3,000 橙 ¥8,000

西行寺 幽々子～ver.２～限定ブラックカラー ####### るールーミア ####### 八雲紫 ¥8,000

西行寺 幽々子～Ver.2～ 永夜抄クリアver. ####### るールーミア　限定カラー ¥4,000 八雲藍 ¥14,000

四季映姫・ヤマザナドゥ（紫桜色+2000） ¥3,000 れいい霊烏路 空（限定カラー-1000） ¥6,000 アクアマリン
射命丸 文 ¥3,000 れいぜん鈴仙・優曇華院・イナバ（色違い同額） ¥3,000 パーフェクトさんすうチルノ ¥10,000

射命丸 文～ver.２～（クリアver.同額） ¥5,000 れみレミリア・スカーレット（２Pカラー+５００） ¥3,000 うたうチルノちゃん ¥10,000

射命丸 文～ver.２～パープルチェック ¥4,000 れみぐレミリア・スカーレット～グングニルver.～ ¥5,000 封獣ぬえ ¥3,000

多々良 小傘 ¥3,000 れみぐレミリア・スカーレット～グングニルver.～クリムゾンレッド #######  フランドール・スカーレット ¥4,000

橙 ¥4,000 れみこレミリア・スカーレット～香霖堂ver.～ 限定カラー ¥9,000 レミリア・スカーレット ¥5,000

チルノ（限定カラー-1000） ¥5,000 れみこレミリア・スカーレット～香霖堂ver.～（ヴァイオレット同額） ¥4,000 コトブキヤ

豊聡耳 神子（色違いも同額） ¥3,000 特別編 十六夜　咲夜 コンプエース限定 7000

寅丸 星 ¥3,000 ありすアリス・マーガトロイド 魔操ver.(人形セットで+５００） ¥2,500 霧雨 魔理沙 松倉ねむ 3000

永江 衣玖 ¥3,000 いざせ十六夜 咲夜 戦闘ver.（黒メイド服も同額） ¥4,500 博麗霊夢 松倉ねむ 2000

永江 衣玖～龍魚ドリルver.～ ####### こめ古明地さとり＆こいし ラブハートver. ¥4,000 八雲紫 3000

永江 衣玖～龍魚ドリルver.～限定カラー ¥3,000 こんて魂魄 妖夢 天皇剣ver.（限定カラー同額） ¥9,000 ベルファイン

ナズーリン ¥2,000 こんり魂魄 妖夢 六道剣ver. ¥6,000 秘封倶楽部 宇佐見蓮子＆マエリベリー・ハーン ¥10,000

博麗 霊夢 （色違いは+1000） ¥2,000 ちるチルノ POPver. ¥4,000 東方香霖堂 本読み妖怪 6月

博麗 霊夢～香霖堂ver.～ ¥5,000 はくの博麗 霊夢 ～のんびりでいこうver.～ ¥3,000

パチュリー・ノーレッジ（クリアver.同額） ¥2,000 はくぽ博麗 霊夢 POPver. ¥4,000

パチュリー・ノーレッジ　限定カラーver./２Pカラー各 ¥3,000 ふらこフランドール・スカーレット 紅剣ver. ¥8,000



メーカー・品名 買取金額 コトブキヤ その他メーカー（メーカー五十音順）

グリフォンエンタープライズ アスナ -Aincrad- ¥3,500 アクアマリン/シノン ¥10,000

アスナ ¥3,500 アスナ -Fairy Dance- ¥7,000 アルター/桐ケ谷直葉 ¥3,500

アスナ ～キャミソールver.～ ¥4,000 シノン -Phantom Bullet- ¥4,000 アルファマックス/アスナ（ALO ver.） ¥6,500

アスナ ～プライベートver.～ ¥5,000 リーファ -Fairy Dance-（8月再販決定） ¥4,000 オルカトイズ/アスナ 水着ver. Premium 12月

アスナ ～剣士ver.～ ¥10,000 ペンギンパレード 回天堂/シノン ¥7,000

アスナ ～水着ver.～ ¥7,000 アスナ＆ユイ ビネットフィギュア ¥15,000 グッスマ/アスナ-血盟騎士団ver.- ¥9,000

アスナ～ティターニアver.～ ¥3,500 桐ヶ谷直葉 ¥10,000 ファニーナイツ/シリカ（ALO ver.） ¥9,000

シノン ¥6,000 リーファ（フェアリィ・ダンス編） ¥6,000 PLUM（プラム）/アスナ（ティターニア） ¥4,000

ユイ ¥3,000 ジェンコ プラテアード/シノン ¥4,000

リーファ ¥3,500 ≪絶剣≫ ユウキ 11連撃OSS ≪マザーズ・ロザリオ≫ Ver. ¥7,000 マックスファクトリー/アスナ（囚われのティターニア） ¥15,000

リーファ ～水着ver.～ ¥8,000 アスナ セクシービキニdeパラソルフィギュア ¥4,000 ムービック/アスナ ¥6,000

キャラアニ キリト オーディナル・スケールVer. 6月 メディコムトイ/RAH６９８シノン ¥10,000

アスナ　バカンス気分ver. ¥4,500 リーファ セクシービキニdeパラソルフィギュア ¥3,000 一番くじ（ｵｰﾃﾞｨﾅﾙｽｹｰﾙ）

アスナ 新妻はいつでもYESまくら ver. ¥5,000 PULCHRA(プルクラ) ラストワンアスナ ¥3,000

シノン ¥17,000 シノン(SAO2) ¥4,000 Ａ賞キリト ¥4,000

水着アスナ ¥3,500 シリカ(SAO2) ¥7,000 Ｂ賞アスナ ¥2,000

水着シノン ¥5,000 ブロッコリー Ｃ賞ユナ ¥2,000

水着リーファ ¥3,500 アスナ お料理Ver. ¥5,500

水着リズベット ¥3,500 シリカ ¥6,500







グッドスマイルカンパニー キャスター ¥4,000 遠坂凛 水着版 ¥2,000
セイバー　約束された勝利の剣(エクスカリバー)¥4,000 間桐桜 ¥2,000 セイバー メイドver. ¥2,000
セイバー・ブライド ¥6,500 WAVEその他 間桐桜 水着版 ¥2,000
セイバーエクストラ ¥13,000 遠坂凛 ¥4,000 黒セイバー 水着バージョン ¥10,000
セイバー・リリィ 全て遠き理想郷(アヴァロン) ¥5,000 間桐桜 【ワンピース スタイル】 ¥5,000 フレア
セイバー&セイバー・モータード・キュイラッシェ¥6,000 FREEing キャスター 私服ver. ¥8,000
コハエースEX 桜セイバー ¥14,000 イリヤ 浴衣ver. ¥4,000 キャスター/エリザベート・バートリー[ハロウィン¥7,000
セイバー・リリィ 勝利すべき黄金の剣 (カリバーン) ¥4,500 セイバー 浴衣ver. ¥4,000 セイバー 深紅の現代衣装 ¥5,000
セイバー 妄想・麗しのメイド編 ¥2,000 セイバーオルタ 浴衣Ver. ¥10,000 WING
セイバー 休日Ver. ¥2,000 遠坂凛 浴衣ver. ¥5,500 セイバー ～Last Episode～ ¥9,000
セイバーオルタ~卑王鉄槌(ヴォーディガーン） ¥5,000 間桐桜 浴衣ver. ¥4,000 セイバー パジャマver. ¥5,000
遠坂 凛 ~妄想・貴らかなメイド編~ ¥2,000 マックスファクトリー アクアマリン
遠坂凛 -UNLIMITED BLADE WORKS- ¥11,000 セイバー/Zero リファインVer. ¥1,500 `赤`のセイバー -モードレッド- ¥4,500
アルター 衛宮切嗣/Zero リファインVer. ¥1,500 セイバー/沖田総司 ¥7,500
セイバー Summer Ver. ¥3,000 コトブキヤ イリヤ ビーストstyle 4月

1 セイバー ドレスコード ¥4,000 セイバー 水着Ver. ¥3,000 アニプレックス
2 セイバー ｈollow～ 水着Ver. ¥2,500 セイバー・エクストラ ¥7,000 セイバー アルトリアペンドラゴン（豪華版） ¥13,000
3 騎士王 セイバー ¥8,500 セイバー 晴着ver. ¥10,000
4 セイバー ¥1,000 セイバー ～10ｔｈロイヤルドレスver.～ ¥15,000
5 セイバー・リリィ ¥4,000 セイバー 新コスチューム ¥1,000 メディコムトイ
6 セイバーエクストラ 水着Ver. ¥6,500 イリヤ ¥1,000 RAH セイバーオルタ ¥7,000
7 マスターアルトリア ¥7,000 カレン ¥1,000 RAH セイバー・リリィ ¥20,000
8 セイバーオルタ メイドVer. ¥3,000 ファットカンパニー RAH 遠坂凛 ¥9,000
9 セイバー メイドVer. R ¥3,000 キャスター ［Fate/EXTRA CCC］ ¥2,000 RAH セイバーエクストラ (ドール) ¥10,000
# セイバーオルタ 水着Ver. ¥5,000 キャスター [Fate/EXTRA] ¥2,000 RAH セイバー・ブライド ¥9,000
# ヒロインX ¥5,000 ジャック・ザ・リッパー ¥18,000 RAH アーチャー ¥7,000
# 黒セイバードレスver. ¥2,000 プリズマ☆イリヤ [アニメVer.] ¥6,000 PPP Fate/EXTRA CCC セイバー・ブライド ¥5,000
# 遠坂凛 Summer Ver. ¥2,500 プリズマ☆イリヤ［コミックver.］ ¥3,000 PPP ルーラー/ジャンヌ・ダルク ¥10,000
# アーチャー ¥7,000 PLUM（ピーエムオフィスエー） その他メーカー
# ウェイバー・ベルベット ¥7,000 キャスター/メディア[リリィ] ¥6,000 バンダイ/超合金セイバー ¥3,000
# 間桐桜 戦闘服Ver. ¥2,000 セイバー～妄想メイドVer.～ ¥4,500 バンダイ/超合金アーチャー ¥7,000
# 間桐桜 水着.Ver ¥2,000 ランサー/スカサハ (フィギュア) ¥6,000 ダイキ工業/リアルアレンジ003 1/４セイバー¥18,000
# WAVEランジェリースタイル Gift ブロッコリー/美遊・エーデルフェルト ビーストver.¥10,000
# ランジェリースタイル セイバー ¥3,000 セイバー ¥2,000
# ランジェリースタイル セイバー・リリィ ¥3,000 セイバー・リリィ ¥3,500
# ランジェリースタイル セイバーエクストラ ¥3,000 セイバーエクストラ ¥3,500 ベルファイン/セイバー白ドレスver. ¥6,000
# ランジェリースタイル セイバーオルタ ¥3,000 間桐桜 ～マキリの杯～ ¥9,000 プルクラ/牛若丸 ¥6,000
# アルファマックス 双翼社/セイバー・ブライド ¥7,000
# セイバー Fate/EXTRA CCC ¥4,500
# WAVE BEACH QUEENS セイバー ワンピースver. ¥10,000
# セイバー 【Fate/Zero Ver.】 ¥2,000 セイバー・リリィ ¥4,000
# セイバー(hollow～ ¥1,000 クレイズ メガハウス/M.M.Sライダー ¥5,000
# セイバー(フェイト/エクストラVer.) ¥1,500 Fate/EXTRA セイバーエクストラ ¥4,000 メガハウス/M.M.Sランサー ¥7,000
# セイバー【フェイト/エクストラVer.】 red edition ¥2,000 Fate/EXTRA CCC セイバー ¥5,000
# セイバー・リリィ ¥1,000 Fate/stay night セイバー 戦闘Ver. ¥5,000
# セイバーオルタ ¥2,500 Fate/stay night セイバー ¥1,500
# イリヤスフィール・フォン・アインツベルン ¥4,000 セイバー 白水着バージョン ¥1,000

※記載の金額は状態美品によるものです。在庫状況や状態により
金額が変動する場合がございます。予めご了承ください。

ランジェリースタイル セイバー 【スペシャ
ルプレミアムエディション】

¥15,000
ワンホビセレクション限定セイバー・オルタ
huke コラボパッケージ1/7スケール 描き
下ろしA3複製原画付き

¥12,000

セイバー/アルトリア・ペンドラゴン［オルタ］
ドレスVer.

¥10,000

ブロッコリー/イリヤスフィール・フォン・アイ
ンツベルン」ザ・ビーストVer.

¥20,000





スケールフィギュア ¥0 那珂 改二 ¥6,000 ホビージャパン 買取金額 霧島改二 ¥3,500

グッドスマイルカンパニー買取金額 ファニーナイツ（アオシマ）買取金額 島風 ¥3,000 神通改二 ¥4,000

島風 ¥4,000 金剛改二 ¥6,500 天津風 ¥7,000 川内改二 ¥5,000

合金島風 ¥5,000 金剛改二バレンタイン ¥8,000 榛名改二 ¥12,000 Bismarck drei ¥4,000

時雨改二 ¥6,000 秋月 ¥3,000 ファットカンパニー 買取金額 比叡改二 ¥6,000

空母ヲ級 ¥5,000 伊１９ ¥3,500 金剛 ¥8,000 秋月 6月

武蔵　軽兵装Ver. ¥4,500 雪風 ¥2,500 島風 8月 キューポッシュ 買取金額

武蔵　重兵装Ver. ¥9,000 天津風 ¥3,500 瑞鳳 ¥5,000 雷 ¥1,000

武蔵改　軽兵装Ver. ¥4,500 赤城 ¥3,000 ブロッコリー 買取金額 電 ¥1,000

武蔵改　重兵装Ver. ¥9,000 加賀（イベント限定同額）¥6,000 夕立改二 ¥5,000 響 ¥1,000

プリンツオイゲン ¥6,000 睦月改二 ¥6,000 ミディッチュ 買取金額 パルフォム 買取金額

夕立改二 ¥5,000 摩耶改二 ¥6,500 あきつ丸 ¥1,000 時雨改 10月

Bismarck改 ８月 瑞鶴改二 ¥5,000 翔鶴 ¥1,000 村雨改二 ¥2,500

マックスファクトリー 買取金額 翔鶴改二 ¥5,000 瑞鶴 ¥1,000 夕立改二 ¥2,000

伊１６８ 中破ver. ¥3,000 翔鶴改二　甲 ¥8,000 最上 ¥1,000 一番くじ ¥0

大和改 重兵装ver. ¥13,000 秋津州 ¥5,000 瑞鳳 ¥1,000 第三次作戦 買取金額

大和改 軽兵装ver. ¥6,000 速吸 ¥6,000 陸奥 ¥500 A賞翔鶴 ¥3,000

伊５８ 中破ver. ¥3,000 木曽改二 ９月！ 大和 ¥500 B賞瑞鶴 ¥3,000

金剛 中破ver. ¥4,500 フリーイング 買取金額 加賀 ¥1,000 C賞特色翔鶴 ¥2,500

戦艦レ級 ¥3,500 伊１６８ ¥6,000 雪風 ¥500 ラストワン特色瑞鶴 ¥3,000

高雄　軽兵装ver ¥6,000 アクアマリン 買取金額 金剛 ¥1,100 ダブルチャンス瑞鶴改 ¥20,000

高雄　重兵装ver ¥6,000 島風 大破Ver. ¥4,500 北方棲姫 ¥1,200 第四次作戦 買取金額

愛宕　軽兵装Ver. ¥6,000 雪風 大破Ver. ¥4,000 飛行場姫 ¥1,000 A賞鈴谷 ¥2,500

愛宕　重兵装Ver. ９月！ 連装砲ちゃんソフビ ¥2,000 那珂 ¥1,000 B賞熊野 ¥2,000

港湾棲姫 ¥6,000 プルクラ 買取金額 島風 ¥1,100 C賞特色熊野 ¥2,000

レーベ君 １１月！！不知火 ¥3,000 空母ヲ級 ¥1,100 ラストワン特色鈴谷 ¥2,500

キューズQ 買取金額 陽炎 ¥4,000 赤城 ¥1,000 ダブルチャンス鈴谷・熊野セット¥9,000

高雄 ¥4,000 雷 ¥3,000 榛名 ¥1,000 真夏の艦娘だらけの水泳大会買取金額

愛宕 ¥4,000 電 ¥3,000 天龍&龍田セット ¥2,000 A賞大和 ¥3,500

金剛 ¥4,500 時津風 ¥5,000 AGP 買取金額 B賞榛名 ¥3,500

霧島 ¥4,500 ペンギンパレード 買取金額 大和 ¥3,000 参周年！カレー祭り！ 買取金額

大井改 ¥4,000 長門 ¥4,500 高雄 ¥5,000 B賞　間宮 ¥1,000

大井改二 ¥5,500 陸奥 ¥4,000 愛宕 ¥3,000 ¥0 ¥0

軽巡北上 ¥3,000 コトブキヤ 買取金額 武蔵改 ¥2,500 ¥0 ¥0

北上改 ¥3,000 響 ¥8,000 大和改 ¥4,000 ¥0 ¥0

北上改二 ¥4,000 吹雪 ¥3,500 金剛改二 ¥3,500 ¥0 ¥0

島風 中破 ¥4,000 雷 ¥4,000 榛名改二 ¥4,500 ¥0 ¥0

天龍 ¥4,000 電 ¥4,000 武蔵 ¥2,500 ¥0 ¥0

龍田 ¥3,000 暁 ¥4,000 那珂改二 ¥1,000 ¥0 ¥0



メーカー/品名 買取金額 メーカー/品名 買取金額
FREEing(フリーイング) グッスマ
サンタVer. ¥7,000 After The Party ¥6,500
バニーVer. ¥6,000 10th  Anniv. 来年1月
水着Ver. ¥1,300 アルター
そに子 浴衣Ver. ¥5,000 水着サンタVer. ¥3,000
オーキッドシード 水着サンタVer. 　メガホビ限定 ¥7,000
しまパンver. ¥3,500 やまと　クリエーターズラボ
ソニコミパッケージver. ¥5,000 ストロベリー・ソルベver. ¥2,500
ソニコミパッケージver. -Berry!- ¥4,500 ストロベリー・ソルベver. DX版 ¥3,000
ソニコミパッケージver. WF2014 ¥9,000 ベビードールver. ¥2,000
チアガールver. ¥4,000 ベビードールver. DX版 ¥2,500
チアガールver. -Sun＊kissed- ¥6,000 グリフォン
ナースver. ¥3,000 ビキニ＆ソファーver. ブラックカラー ¥4,500
ボンデージver. ¥3,000 ビキニ＆ソファーver. ¥2,000
ボンデージver. -キャンディピンク- ¥3,000 エクスプラス ギガンティックシリーズ

赤ボンデージver. WF限定 ¥10,000 すーぱーそに子 ¥10,000
小悪魔ナースver.- ¥3,000 すーぱーそに子 限定日焼けver ¥15,000
ちょこおき。× モタ ¥1,500 WAVE
WING(ウイング) BEACH QUEENS ¥3,000
TOKONATSU Ver.  ¥4,000 スペシャルVer. ¥2,500
常夏日焼けver. 　 ¥3,000 回天堂
OL Ver. ¥4,000 パイスラ ビキニver. ¥4,500
おてんば幼少期 ¥3,000 パイスラ ビキニ 日焼けver. ¥6,000
マウスver. ¥3,500 CM`sコーポレーション
ロックンロール☆バレンタイン ¥6,000 グッとくるフィギュアコレクション ¥10,000
S.K. series すーぱーそに子 ¥1,500 その他のメーカー
SkyTube(スカイチューブ) ドラゴントイ/濡れ透け撮影会 ¥6,000
YシャツVer. ¥7,000 アルカディア/sweets&bikini ¥3,000
水着グラビア ホワイトVer. ¥4,500 アルファマックス/マカロンタワー ¥5,000
水着グラビアVer. ¥3,000 キャラアニ/生フィギュアパティシエ ¥11,000
ギフト(Gift) ジェンコ/ホルスタインビキニdeストロー ¥8,000
Gothic Maid ver. ¥3,500 電撃屋 10th Anniv. Birthday Party Ver. ¥10,000
Gothic Maid ver.＋ベッド風台座付 ¥4,500 プルクラ/セクシーニット ¥5,000
Lolita Maid ver.＋ベッド風台座付 ¥10,000 ブロッコリー/歯磨き ¥2,500
虎パーカーVer. ¥4,500 ホビージャパン/そにコラムうお座 7月
BEAT【ビート】 マックスファクトリー/レーシングver. ¥5,000
すーぱーそに子・スク水ver. ¥3,000
すーぱーそに子・白スク水ver. ¥3,000



メーカー/シリーズ 商品名 買取金額

WAVE / BEACH QUEENS 西住 まほ 7月発売

ダージリン 2,500¥          

アンチョビ 2,500¥          

西住 みほ 2,000¥          

武部沙織 2,000¥          

五十鈴華 2,000¥          

秋山優花里 2,000¥          

冷泉麻子 2,000¥          

ケイ 10,000¥        

カチューシャ 13,000¥        

ノンナ 6,000¥          

フリーイング 西住 みほ　浴衣Ver.　1/8 2,000¥          

秋山優花里　浴衣Ver. 1/8 2,500¥          

西住 みほ　制服・あんこうスーツVer.　1/4 6,000¥          

秋山優花里　制服・あんこうスーツVer.1/4 15,000¥        

フレア 秋山優花里 5,000¥          

メディコムトイ/RAH 西住 みほ 8,000¥          

秋山優花里 10,000¥        



島風

買取金額


