
No. 買取金額 No. 買取金額

307 ¥3,800 341 ¥3,500

308 ¥3,500 342 ¥2,500

309 ¥4,500 343 ¥5,000

310 ¥6,000 344 ¥1,200

311 ¥1,800 345 ¥7,000

312 ¥800 346 ¥5,000

313 ¥3,800 347 ¥5,000

314 ¥4,000 348 ¥1,500

315 ¥3,500 349 ¥4,500

316 ¥3,800 350 ¥2,800

317 ¥4,500 351 ¥3,500

318 ¥3,500 352 ¥2,500

319 ¥3,500 353 ¥3,000

320 ¥4,000 354 ¥4,500

321 ¥6,000 355 ¥5,000

322 ¥10,000 356 ¥4,000

323 ¥1,800 357 ¥2,500

324 ¥3,800 358 ¥2,500

325 ¥13,000 359 ¥3,500

326 ¥2,000 360 ¥4,000

327 ¥1,800 361 ¥1,500

328 ¥2,500 362 ¥1,200

329 ¥2,500 363 ¥8,000

330 ¥5,500 364 ¥3,500

331 ¥1,200 365 ¥4,500

332 ¥2,500 366 ¥6,000

333 ¥9,000 367 ¥6,000

334 ¥5,000 368 ¥3,500

335 ¥5,000 369 ¥4,500

336 ¥8,000 370 ¥5,000

337 ¥3,000 371 ¥7,500

338 ¥2,500 372 ¥7,000

339 ¥2,000 373 ¥4,500

340 ¥3,000 374 ¥1,800

桜内梨子 ミヅキ

リナ 海馬瀬人

※記載の買取金額は未開封の金額になります。状態、在庫量により価格が予告なく変動致します。予めご了承下さい。

岬明乃 ゲンジ

松浦果南 国木田花丸

グラビティ・キトゥン 2.0 ネロ・クラウディウス

ガイバーⅢ 狩人

カムイ（女） 津島善子

西住まほ＆逸見エリカ セット ルーラー/ジャンヌ・ダルク

タカオ ジョーカー

Iowa（アイオワ） 夕立改二

無名 李小狼

MEIKO サーバル

真島吾朗 ガッツ 黒い剣士ver. リペイントエディション

高海千歌 龍咲海

星井美希 レーシングミク2016 TeamUKYO応援 ver.

シールダー/マシュ・キリエライト うらら うきうきホワイトver.

結城 理 レッド

斧乃木余接 時津風

ゼルダ トワイライトプリンセスver. トレーサー

ハルナ グラビティ・クロウ

ヨタロウ レム

緑谷出久 渡辺 曜

ヨシヒコ 日向翔陽

獅堂光 P-Body

サイタマ 秋山優花里 制服ver.

未来少年コナン サムス・アラン PRIME 3 ver.

R・田中一郎 セイバー/アルトリア・ペンドラゴン[リリィ]

ブラック・マジシャン・ガール ラム

リーファ 吹雪

リンク トワイライトプリンセスver. デッドプール

リンク トワイライトプリンセスver. DXエディション キリト O.S ver.

鹿島 黒澤ダイヤ

レーシングミク2015 TeamUKYO応援 ver. グウェンドリン

エルサ Atlas

名前 名前



No. 買取金額 No. 買取金額

375 ¥2,500 404 ¥7,000

376 ¥6,000 405 ¥3,800

377 ¥1,500 406 ¥5,500

378 ¥7,000 407 ¥6,500

379 ¥1,800 408 ¥2,800

380 ¥3,500 409 ¥3,800

381 ¥6,000 410 ガッツ 狂戦士の甲冑ver. リペイント髑髏エディション ¥3,500

382 ¥2,800 411 ¥2,800

383 ¥5,000 412 ¥2,500

384 ¥3,000 413 ¥2,000

385 ¥3,800 414 ¥6,000

386 ¥2,500 415 ¥800

387 ¥4,500 416 ¥1,800

388 ¥4,000 417 ¥3,500

389 ¥1,500 418 ¥3,800

390 ¥6,000 419 ¥4,000

391 ¥2,500 420 ¥2,000

392 ¥9,000 421 ¥2,000

393 ¥3,500 422 ¥7,000

394 ¥2,500 423 ¥3,000

395 ¥3,500 424 ¥5,500

396 ¥6,000 425 ¥7,500

397 ¥1,800 426 ¥1,800

398 ¥6,500 427 ¥3,800

399 ¥5,000 428 ¥5,000

400 ¥2,000 429 ¥4,800

401 ¥5,000 430 ¥2,500

402 ¥800 431 ¥2,000

403 ¥3,800 432 ¥2,200

天上ウテナ ロングレンジ・ジョシコウセイ

壱 カズマ

がんばリーリエ ファラ

鳳凰寺風 クイーン

かばん ゼニヤッタ

黒澤ルビィ 時雨改二

※記載の買取金額は未開封の金額になります。状態、在庫量により価格が予告なく変動致します。予めご了承下さい。

E233系電車 中央線快速 輝夜月

鈴谷改二 セイバーオルタ 2.0

Splatoon ガール エグゾアーム・ジョシコウセイ

比良坂 夜露 Playmaker

パンサー マーシー

アクア アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕新宿ver.

レオナルド・ウォッチ マスター/主人公 女

初音ミク V4X 黒のライダー

ニンジャバットマン ゴブリンスレイヤー

リーパー 肆

アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕 エミリア

石野あらし マスター/主人公 男

ヒグマ セイバー/アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕新宿ver.

蝶野正洋 水着男性body（リョウ）

ウィドウメイカー 水着女性body（エミリ）

バイオニック・ジョシコウセイ “赤”のセイバー

霞 C2ver. キズナアイ

時雨改二 キャットウーマン ニンジャver.

ランサー/スカサハ

井之頭五郎 松重 豊ver. めぐみん

クラウス・V・ラインヘルツ D.Va

小原鞠莉 ダージリン＆オレンジペコセット

名前 名前

ランサー/クー・フーリン フォックス



No. 買取金額 No. 買取金額

433 ¥4,500 462 ¥1,200

434 ¥3,000 463 ¥4,000

435 ¥2,200 464 ¥4,000

436 ¥4,000 465 ¥3,500

437 ¥4,000 466 ¥2,800

438 ¥3,000 467 ¥6,000

439 ¥6,000 468 ¥4,000

440 ¥4,000 469 ¥6,000

441 ¥2,500 470 ¥3,000

442 ¥3,000 471 ¥5,500

443 ¥1,800 472 ¥2,000

444 ¥2,200 473 ¥2,500

445 ¥5,500 474 ¥5,000

446 ¥10,000 475 未発売

447 ¥1,500 476 ¥4,500

448 ¥1,500 477 ¥3,800

449 ¥8,000 478 未発売

450 ¥5,500 479 ¥4,000

451 ¥2,500 480 ¥5,000

452 ¥1,500 481 ¥2,000

453 ¥1,500 482 ¥5,000

454 ¥5,000 483 ¥7,500

455 ¥2,500 483 ¥9,500

456 ¥5,500 484 ¥4,500

457 ¥10,000 485 未発売

458 ¥2,800 486 ¥4,000

459 ¥3,800 487 ¥5,000

460 ¥3,000 488 未発売

461 ¥6,000 489 未発売

マクリー

佐倉双葉

バーサーカー/ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕

ダクネス

エルヴィン・スミス

満艦飾マコ

※記載の買取金額は未開封の金額になります。状態、在庫量により価格が予告なく変動致します。予めご了承下さい。

新条アカネ 水着女性body（マコト）

エーデルガルト=フォン=フレスベルグ 白血球（好中球）

ノワール ショコラ

レン バニラ

参 エミリ サイクルジャージver.

UMP45 壱［another］

隻狼

ジェノス 隻狼 DXエディション

水着男性body（リョウ） TYPE２ 切島鋭児郎

水着女性body（エミリ） TYPE２ バトー S.A.C.ver.

マーリン

アーチャー/ジャンヌ・ダルク ルイン

ブレザーbody（エミリ） 環いろは

小鳥遊怜 女性body（エミリ） with パーカーコーデ

ソルジャー76

ブレザーbody（リョウ） 轟焦凍

初音ミク V4 CHINESE 女性body（エミリ） with 浴衣コーデ

間桐慎二＆間桐桜 “赤”のセイバー 私服ver.

クロウ

爆豪勝己 男性body（リョウ） with 浴衣コーデ

宝多六花 百鬼丸

ユージオ 麗日お茶子

ラフタリア

ターニャ・デグレチャフ ギルガメッシュ

陸 ビキニアーマー（マコト）

セイバー/宮本武蔵 ルーラー 私服ver.

セイバー/アーサー・ペンドラゴン〔プロトタイプ〕

キリト アリシゼーションver. ナビ

名前 名前

スカル Splatoon ボーイ


