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グッドスマイルカンパニー エクストラ CCC キャスター ¥4,000 遠坂凛 水着版 ¥1,500
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 ¥7,000 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 ¥2,000 黒セイバー 水着バージョン ¥1,000
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 ¥6,000 イリヤ 浴衣ver. ¥5,000 キャスター/エリザベート・バートリー[ハロウィン¥8,000
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. ¥3,500 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. ¥2,500 遠坂凛 浴衣ver. ¥6,000 セイバー ～Last Episode～ ¥7,000
セイバーオルタ~卑王鉄槌(ヴォーディガーン） ¥6,000 間桐桜 浴衣ver. ¥4,000 セイバー パジャマver. ¥4,000
遠坂 凛 ~妄想・貴らかなメイド編~ ¥2,500 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- ¥5,000
アルター 衛宮切嗣/Zero リファインVer. ¥3,000 セイバー/沖田総司 ¥8,000
セイバー Summer Ver. ¥2,000 コトブキヤ イリヤ ビーストstyle（スノウホワイトも同額） ¥5,000
セイバー ドレスコード ¥3,500 セイバー 水着Ver. ¥3,500 アニプレックス
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

騎士王 セイバー ¥10,000 セイバー 晴着ver. ¥10,000
ランサー/玉藻の前 ¥7,000 セイバー ～10ｔｈロイヤルドレスver.～ ¥12,000
セイバー 新コスチューム ¥1,000 シールダー/マシュ・キリエライト ¥9,000
hollow ataraxia  イリヤ ¥1,000 メディコムトイ

セイバー・リリィ ¥4,000 Fate/hollow ataraxia  カレン ¥1,000 RAH セイバーオルタ ¥7,000
セイバーエクストラ 水着Ver. ¥6,500 ファットカンパニー RAH セイバー・リリィ ¥20,000
マスターアルトリア ¥7,000 キャスター ［Fate/EXTRA CCC］ ¥2,500 RAH 遠坂凛 ¥9,000
セイバーオルタ メイドVer. ¥3,000 キャスター [Fate/EXTRA] ¥4,000 RAH セイバーエクストラ ¥10,000
セイバー メイドVer. R ¥3,000 ジャック・ザ・リッパー ¥18,000 RAH セイバー・ブライド ¥10,000
セイバーオルタ 水着Ver. ¥6,000 プリズマ☆イリヤ [アニメVer.] ¥6,000 RAH アーチャー ¥7,000
ヒロインX ¥5,000 プリズマ☆イリヤ［コミックver.］ ¥4,000 PPP Fate/EXTRA CCC セイバー・ブライド ¥5,000
黒セイバードレスver. ¥2,000 PLUM（ピーエムオフィスエー） PPP ルーラー/ジャンヌ・ダルク ¥7,000
遠坂凛 Summer Ver. ¥2,500 キャスター/メディア[リリィ] ¥6,000 その他メーカー
アーチャー ¥7,000 セイバー～妄想メイドVer.～ ¥3,500 バンダイ/超合金セイバー ¥2,000
ウェイバー・ベルベット ¥8,000 ランサー/スカサハ ¥6,000 バンダイ/超合金アーチャー ¥7,000
間桐桜 戦闘服Ver. ¥2,000 Gift ダイキ工業/リアルアレンジ003 1/４セイバー¥18,000
間桐桜 水着.Ver ¥2,000 セイバー ¥2,500 ブロッコリー/美遊・エーデルフェルト ビーストver.¥8,000
WAVEランジェリースタイル セイバー・リリィ ¥3,500
ランジェリースタイル セイバー ¥4,000 セイバーエクストラ ¥3,500
ランジェリースタイル セイバー・リリィ ¥4,000 間桐桜 ～マキリの杯～ ¥9,000 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 セイバーエクストラ ¥5,000 アルファマックス プルクラ/牛若丸 ¥5,000
ランジェリースタイル セイバーオルタ ¥5,000 セイバー Fate/EXTRA CCC ¥5,000 双翼社/セイバー・ブライド ¥7,000

セイバー ワンピースver. ¥12,000
セイバー・リリィ ¥4,000

WAVE BEACH QUEENS クレイズ
セイバー 【Fate/Zero Ver.】 ¥2,000 Fate/EXTRA セイバーエクストラ ¥5,000 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 CCC セイバー ¥5,000 メガハウス/M.M.Sランサー ¥6,000
セイバー【フェイト/エクストラVer.】 red edition ¥2,000 Fate/stay night セイバー 戦闘Ver. ¥7,000 ファニーナイツ/赤のアサシン セミラミス ¥8,000
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

※記載されている金額は状態美品によるものです。在庫状況により金額が変動する場合がございます。予めご了承下さい。

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.

¥17,000

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

ライダー/アルトリア・ペンドラゴン
サンタオルタ

¥6,000

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】

¥17,000

セイバー/アルトリア・ペンドラゴン［オルタ］
ドレスVer.

¥10,000



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



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) グッドスマイルカンパニー
サンタVer. ¥7,000 After The Party ¥6,500
バニーVer. ¥6,000 10th  Anniv. 高価買取予定

水着Ver. ¥2,000 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. ¥4,000 やまと　クリエーターズラボ
ソニコミパッケージver. ¥4,000 ストロベリー・ソルベver. ¥3,000
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 ¥4,000
ソニコミパッケージver. WF2014 ¥7,000 ベビードールver. ¥2,500
チアガールver. ¥4,000 ベビードールver. DX版 ¥3,500
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. ¥3,000
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 ¥9,000 すーぱーそに子 ¥10,000
小悪魔ナースver.- ¥4,000 すーぱーそに子 限定日焼けver ¥12,000
ちょこおき。× モタ ¥1,500 WAVE
WING(ウイング) BEACH QUEENS ¥2,500
TOKONATSU Ver.  ¥4,000 BEACH QUEENS　スペシャルVer. ¥3,500
常夏日焼けver. 　 ¥4,000 回天堂
OL Ver. ¥4,000 パイスラ ビキニver. ¥4,500
おてんば幼少期 ¥2,500 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 ¥6,000
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 ¥6,000
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 ¥5,000 ブロッコリー/歯磨き ¥2,500
虎パーカーVer. ¥5,000 ホビージャパン/そにコラムうお座 ¥10,000
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






