
買取金額 ¥4,500

¥7,000 買取金額

買取金額 ¥8,000

¥10,000 ¥7,000

¥10,000 未発売

買取金額 未発売

¥6,000 買取金額

¥12,000 ¥7,000

買取金額 CLAMP works in ルルーシュ&スザク ¥15,000

¥1,500 ¥4,500

¥1,000 ¥6,000

¥1,000 ¥4,500

¥1,000 ¥12,000

¥8,000 買取金額

未発売 ¥10,000

買取金額 ¥8,000

¥6,000 ¥4,000

¥1,000 買取金額

¥12,000 ¥5,000

¥5,000 買取金額

¥2,500 ¥18,000

¥2,000 買取金額

¥6,000 ¥4,000

¥10,000 ¥4,500

¥5,000 買取金額

¥6,000 ¥6,000

¥6,000 ¥50,000

¥6,500 ¥14,000

¥1,500 ¥15,000

¥3,000 ¥13,000

¥2,500 ¥20,000

買取金額 ¥22,000

¥4,000 ¥15,000

坂田銀子

“S.O.C” バーナビー・ブルックス Jr.

坂田銀時

“S.O.C” 鏑木・T・虎徹

坂田銀時 ver.紅桜

デジモンアドベンチャー

金魂 坂田金時

劇場版シティーハンター ＜新宿プライベート･アイズ＞

沖田総悟 ver.動乱

冴羽獠＆槇村香

桂小太郎 ver.紅桜

TIGER ＆ BUNNY　タイガーアンドバニー

冨岡義勇

キャンチョメ＆パルコ・ファルゴレ

銀魂

PSYCHOPASS　サイコパス

沖田総子 性転換篇

狡噛慎也

金色のガッシュベル!!

てのひら善逸くん

ブラゴ＆シェリー・ベルモンド

てのひら炭治郎くん

ガッシュ・ベル＆高嶺清麿

ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア

紅月カレン

ヱヴァンゲリヲン新劇場版

コードギアス 復活のルルーシュPrecious G.E.M. 渚カヲル

C.C.　パイロットスーツver.家庭教師ヒットマンREBORN！

ゼロ

三日月・オーガス

ゼロ10th anniversary

鬼滅の刃

てのひら禰豆子ちゃん

てのひら伊之助くん

雲雀恭弥

コードギアス 反逆のルルーシュ R2

沢田綱吉

C.C.（シーツー）

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ

オルガ・イツカ

ゼロ

ねこ娘

鬼太郎

※上記の買取金額は未開封美品の金額になります。状態、在庫で予告なく変動致します。

土方十四郎 ver.改

ガルルモン＆石田ヤマト(外箱付)

白夜叉

グレイモン＆八神太一

ゲゲゲの鬼太郎

神楽 大人ver.

エンジェウーモン＆八神ヒカリ

神楽ver.チャイナ

エンジェモン＆高石タケル

土方十四郎

オメガモン(外箱付き)

神威 ver.弐

ウィザーモン＆テイルモン

神楽

ウォーグレイモン＆八神太一

神楽　2年後

エンジェウーモン ホーリーアローver.

 枢木スザク パイロットVer.

 紅月カレン パイロットスーツVer.

てのひらカナヲちゃん



¥22,000 ¥20,000

¥12,000 ¥7,000

¥15,000 買取金額

買取金額 ¥7,000

¥5,000 ¥4,000

¥5,000 ¥7,000

¥12,000 ¥6,000

¥12,000 ¥5,000

¥6,000 ¥6,000

¥2,500 ¥4,500

¥7,000 未発売

¥7,000 ¥7,000

¥3,000 ¥8,000

未発売 ¥5,000

買取金額 ¥7,000

¥2,500 ¥3,000

¥7,000 ¥7,000

¥10,000 ¥7,000

買取金額 ¥7,000

¥3,000 ¥3,500

¥30,000 ¥10,000

¥20,000 ¥4,500

¥3,500 ¥7,000

¥30,000 ¥9,000

¥10,000 ¥7,000

買取金額 買取金額

¥18,000 ¥5,000

買取金額 買取金額

¥18,000 ¥30,000

買取金額 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST 買取金額

¥8,000 ¥15,000

¥8,000

リリモン＆太刀川ミミ

レディーデビモン

デジモンアドベンチャー

うずまきナルト　おいろけの術

メタルガルルモン＆石田ヤマト うずまきナルト＆うちはサスケ 歌舞伎EDITION SET

疾風伝 うちはイタチ ver.暗部

斉天大聖 うずまきナルトベルゼブモン＆インプモン

奈良シカマルレナモン＆牧野留姫（再販）

波風ミナト 四代目火影

本宮大輔＆ブイモン

はたけカカシ 忍界大戦Ver.デジモンテイマーズ

うちはマダラ

太刀川ミミ＆パルモン

うずまきナルト 六道仙人モード八神ヒカリ＆テイルモン

うずまきナルトと尾獣たち八神太一＆アグモン

うちはイタチ

高石タケル＆パタモン

remix うずまきナルト おいろけの術石田ヤマトと高石タケルとツノモンとトコモン

うずまきナルト　仙人モード泉光子郎＆テントモン

うずまきナルト 風神

アルフォースブイドラモン

ノラガミDEATH NOTE（デスノート）

夜卜夜神月&L

NARUTO　ナルト

エドワード＆アルフォンス エルリック兄弟セット

ベルゼブモン＆ベヒーモス

千手柱間レオモン&加藤樹莉

NARUTOナルト　疾風伝　THE LASTデジモンセイバーズ

うずまきナルト

NARUTOナルト　疾風伝

うずまきナルト

※上記の買取金額は未開封美品の金額になります。状態、在庫で予告なく変動致します。

うずまきナルト　歌舞伎EDITION

うちはサスケ　歌舞伎EDITION　

はたけカカシと忍犬セットギルモン＆松田啓人

我愛羅 風影

メタルグレイモン

はたけカカシ

デジモンアドベンチャー02

はたけカカシ ver.暗部

一乗寺賢＆ワームモン

はたけカカシ ver.弐

八神太一＆アグモン 20thAnniversary

うちはサスケ 忍界大戦ver.

八神太一とヒカリとコロモンとニャロモン

うちはサスケ 雷神

武之内 空＆ピヨモン

デュークモン:クリムゾンモード

うずまきナルト 忍界大戦Ver.

インペリアルドラモン：ドラゴンモード



買取金額 ¥4,000

¥2,200 買取金額

¥2,200 ¥18,000

買取金額 買取金額

¥16,000 ¥6,000

買取金額 買取金額

¥2,500 ¥2,000

¥6,000 ¥3,500

¥3,500 ¥2,000

¥8,500 買取金額

未発売 ¥6,000

買取金額 ¥4,500

¥10,000 ¥4,000

¥1,000

¥7,000

¥1,000

¥8,000

¥10,000

¥2,000

¥4,000

¥6,000

¥5,000

¥4,000

¥7,000

¥2,000

¥9,000

¥2,500

¥5,000

¥5,000

¥2,500

¥2,000

¥5,000

¥2,000

星馬烈＆ソニックセイバー

BANANA FISH バナナフィッシュ

アッシュ・リンクス

爆走兄弟レッツ&ゴー!!

星馬豪＆マグナムセイバー

日番谷冬獅郎 勝生勇利

グリムジョー・ジャガージャック るろうに剣心

ポケットモンスター

志々雄 真実

BLEACH　ブリーチ ユーリ!!! on ICE

黒崎一護 ヴィクトル・ニキフォロフ

黒崎一護　G.E.M.10周年ver. ユーリ・プリセツキー

サトシ＆ピカチュウ＆ラプラス

サトシ&ピカチュウ&リザードン

シゲル＆イーブイ

シゲル＆カメックス

イーブイフレンズ

斉藤一

カスミ＆トゲピー＆コダック

緋村剣心（限定・通常両カラー）

コジロウ＆ニャース

ゴーストタイプ大集合！

サトシ＆ピカチュウ (ピカチュウがいっぱいVer)

でんきタイプ　Electric　power！

ホウオウ&ルギア

カビゴンとおやすみ

※上記の買取金額は未開封美品の金額になります。状態、在庫で予告なく変動致します。

四楓院夜一 破面篇

BORUTO-ボルト-

九喇嘛須佐能乎

BORUTO 　NARUTO THE MOVI

うちはサスケ

リーリエ＆シロン(アローラロコン)

マオ&アママイコ

ジョーイ&ラッキー

セレナ＆ニンフィア

タケシ&イシツブテ&ロコン

ハルカ＆アチャモ＆エネコ

ミュウ&ミュウツー

ムサシ＆ソーナンス

サトシ＆ピカチュウ＆サトシゲッコウガ

サトシ＆ピカチュウ＆ヒトカゲ

・業務内容

販売、買取業務、商品の検品・加工・品出し

・時給

アルバイト

（9時～22時 時830円～980円）

（22時～翌3時 時1,080円～1,230円）

※研修期間中は792円（22時以降は990円）

パート （9:00～22:00 時792円）

・時間

①9時～18時 ②14時～23時

③18時～深3時

・休日 週2日以上（シフト制）※応相談

・待遇

正社員登用制度有、雇用保険完備

社会保険完備、年末年始手当有

売上達成手当有、各種特典有り


