
うる星やつら 買取金額 葬儀屋 ¥6,000

ラムちゃん ¥10,000 セバスチャン・ミカエリス ¥5,000

炎炎ノ消防隊 買取金額 劇場版シティーハンター 買取金額

アーサー・ボイル 未発売 冴羽 獠 ¥3,000

新門紅丸 未発売 冴羽 獠 もっこりセット（頭部・手首差し替えパーツ付き) ¥4,000

カウボーイビバップ 買取金額 劇場版トライガン Badlands Rumble 買取金額

スパイク・スピーゲル(DX版も同様) ¥20,000 ヴァッシュ・ザ・スタンピード リニューアルパッケージver. ¥8,000

賭ケグルイ 買取金額 ヴァッシュ・ザ・スタンピード -The Gunman in Black- ¥6,000

蛇喰夢子 ¥6,000 ニコラス・D・ウルフウッド リニューアルパッケージver. ¥4,500

蛇喰夢子 (表情替えパーツ付き) ¥8,000 血界戦線 買取金額

賭ケグルイ×× 買取金額 クラウス・V・ラインヘルツ ¥2,000

早乙女芽亜里 ¥4,500 攻殻機動隊ARISE 買取金額

早乙女芽亜里 (表情替えパーツ付き) ¥6,500 草薙素子 ¥4,000

カードキャプターさくら 買取金額 CODE VEIN 買取金額

木之本桜 ¥5,000 剣に寄り添うイオ ¥5,000

木之本桜 -さくらカード編- ¥20,000 THE IDOLM@STER SideM 買取金額

李小狼 ¥5,000 伊瀬谷四季 ¥2,000

キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series 買取金額 ピエール ¥2,000

キノ ¥10,000 最遊記 RELOAD BLAST 買取金額

キノ(帽子ver.頭部パーツ付き) ¥18,000 玄奘三蔵 ¥10,000

キノ(微笑みver.頭部パーツ付き) ¥18,000 玄奘三蔵(描き下ろしイラスト付 DX版) ¥12,000

鬼滅の刃 買取金額 サクラ大戦 買取金額

我妻善逸 ¥3,000 真宮寺さくら ¥5,000

我妻善逸(表情替えパーツ付き) ¥4,000 真宮寺さくら(特典色紙付き) ¥8,000

竈門炭治郎 ¥5,000 シャーマンキング 買取金額

竈門炭治郎(表情替えパーツ付き) ¥6,000 麻倉 葉 ¥5,000

竈門禰豆子 ¥5,000 麻倉葉(特典色紙付き) ¥8,000

竈門禰豆子(表情替えパーツ付き) ¥6,000 ハオ ¥5,000

冨岡義勇 未発売 ハオ(特典色紙付き) ¥8,000

冨岡義勇(特典パーツ付き) 未発売 ホロホロ ¥5,000

冨岡義勇(特典パーツ付き) 未発売 ホロホロ(特典色紙付き) ¥7,000

嘴平伊之助 未発売 道蓮 ¥4,000

煉獄杏寿郎 未発売 道蓮(特典色紙付き) ¥6,000

GANGSTA. 買取金額 十三機兵防衛圏 買取金額

ウォリック・アルカンジェロ ¥12,000 南 奈津乃＆BJ 未発売

ニコラス・ブラウン ¥15,000 呪術廻戦 買取金額

銀河英雄伝説 買取金額 虎杖悠仁 未発売

ジークフリード・キルヒアイス ¥9,000 釘崎野薔薇 未発売

ジークフリード・キルヒアイス(表情替えパーツ付き) ¥13,000 伏黒 恵 未発売

ヤン・ウェンリー(特典問わず) ¥5,000 進撃の巨人 買取金額

ラインハルト・フォン・ローエングラム ¥10,000 エレン・イェーガー(特典有無問わず) ¥5,000

ラインハルト・フォン・ローエングラム(表情替えパーツ付き) ¥16,000 エレン・イェーガー リニューアルパッケージver. 未発売

黒執事 Book of Cricus 買取金額 ミカサ・アッカーマン ¥12,000

シエル・ファントムハイヴ ¥3,000 ミカサ・アッカーマン リニューアルパッケージver. ¥35,000

※全て未開封美品の買取金額になります。状態、在庫、再販等で予告無く買取金額が変動致します。予めご了承下さいませ。



リヴァイ(特典有無問わず) ¥12,000 赤井秀一  微笑みパーツセット ¥9,000

リヴァイ リニューアルパッケージver ¥9,000 江戸川コナン  ¥3,000

リヴァイ Fortitude ver.(特典有無問わず) ¥16,000 江戸川コナン 赤井秀一衣装ver. ¥5,000

新テニスの王子様 買取金額 怪盗キッド ¥6,000

跡部景吾 ¥1,500 怪盗キッド(頭部差し替えパーツ＋ハット手首パーツ) ¥8,000

跡部景吾 リニューアルパッケージver ¥2,500 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST 買取金額

越前リョーマ ¥3,000 エドワード・エルリック Limited Edition ¥10,000

越前リョーマ リニューアルパッケージver. ¥3,000 エドワード・エルリック ¥5,000

白石蔵ノ介 ¥2,500 ロイ・マスタング ¥7,000

白石蔵ノ介 リニューアルパッケージver ¥2,500 覇穹 封神演義 買取金額

手塚国光 ¥2,500 太公望(特典有無問わず) ¥3,000

手塚国光 リニューアルパッケージver. ¥2,500 妲己 ¥3,000

幸村精市 ¥2,500 普賢真人 ¥3,000

幸村精市 リニューアルパッケージver. ¥2,500 普賢真人(微笑み差し替えパーツ付き) ¥4,000

スーパーダンガンロンパ２ さよなら絶望学園 買取金額 楊戩(特典有無問わず) ¥3,000

狛枝凪斗 ¥7,000 薄桜鬼 真改 買取金額

狛枝凪斗(表情替パーツ付き) ¥9,000 沖田総司（羅刹版頭部パーツ付き） ¥12,000

日向創  ¥5,000 沖田総司 ¥6,000

日向創(特典笑顔パーツ付き) ¥6,000 斎藤 一（羅刹版頭部パーツ付き） ¥12,000

Dies irae 買取金額 斎藤 一 ¥8,000

ラインハルト・ハイドリヒ(特典有無問わず) ¥4,000 BANANA FISH 買取金額

DEAD OR ALIVE 5 Last Round 買取金額 アッシュ ＆ 英二（アッシュ 夜明けの寝顔ver.） ¥25,000

マリー・ローズ ¥10,000 アッシュ ＆ 英二 ¥15,000

テビル゙ メイ クライ 5 買取金額 ペルソナ5 買取金額

ダンテ ¥5,000 明智吾郎 怪盗ver(マスク付き顔パーツ) ¥10,000

ネロ ¥4,000 明智吾郎 怪盗ver ¥9,000

バージル ¥12,000 主人公 怪盗ver.(マスク付き顔パーツ+予告状) ¥9,000

東京喰種トーキョーグール 買取金額 主人公 怪盗ver. ¥6,000

金木研 AWAKENED ver. ¥8,000 ペルソナ5 ダンシングスターナイト 買取金額

金木研 AWAKENED ver 特典「NOMASK ver.パーツ」付き ¥11,000 主人公&モルガナ ¥12,000

金木研 AWAKENED リペイントver. ¥11,000 ペルソナ5 ザ・ロイヤル 買取金額

東京喰種トーキョーグール:re 買取金額 芳澤かすみ 怪盗ver.(マスク付き顔パーツ+手首差し替えパーツ) ¥6,000

霧嶋董香 ¥6,000 芳澤かすみ 怪盗ver. ¥5,000

刀剣乱舞-ON LINE- 買取金額 僕のヒーローアカデミア 買取金額

蛍丸 ¥3,000 麗日お茶子 ¥4,000

燭台切光忠 ¥3,500 麗日お茶子(あみあみ限定 アクリルチャーム缶バッジ付き) ¥5,000

刀剣乱舞-花丸- 買取金額 麗日お茶子(麗らか顔パーツ付き) ¥5,000

燭台切光忠 内番ver. ¥2,500 麗日お茶子 Limited color edition ¥8,000

鶴丸国永 内番ver. ¥2,500 オールマイト(特典有無問わず) ¥5,000

へし切長谷部 内番ver. ¥2,500 切島鋭児郎(特典有無問わず) ¥3,500

夏目友人帳 買取金額 死柄木弔 ¥7,000

夏目貴志＆斑 ¥10,000 死柄木弔(片目見えパーツ付き) ¥12,000

名探偵コナン 買取金額 トガヒミコ ¥5,000

赤井秀一 ¥4,500 トガヒミコ(恍惚顔パーツ) ¥6,500

※全て未開封美品の買取金額になります。状態、在庫、再販等で予告無く買取金額が変動致します。予めご了承下さいませ。



轟焦凍 ¥6,000 海馬瀬人-運命の決闘!!- ¥10,000

轟焦凍(覚醒ver. 表情差替えパーツ) ¥8,000 海馬瀬人(特典問わず) ¥4,000

轟焦凍 Limited color edition ¥9,000 城之内克也 ¥4,000

緑谷出久 ¥4,000 城之内克也(スケープゴート付き) ¥6,000

緑谷出久(笑顔パーツ付き) ¥6,000 ブラック・マジシャン ¥5,000

緑谷出久(アクリルチャーム缶バッジ付き) ¥5,000 ブラック・マジシャン(強欲な壺 キーホルダー付き) ¥7,000

緑谷出久(HERO FES.Limited) ¥10,000 ブラック・マジシャン-運命の決闘!!- ¥15,000

爆豪勝己 ¥4,000 ブラック・マジシャン-運命の決闘!!-(特典タペストリー付き) ¥16,000

爆豪勝己(あみあみ限定 アクリルチャーム缶バッジ付き) ¥5,000 ブラック・マジシャン・ガール ¥3,500

爆豪勝己(マスク無し頭部パーツ付き) ¥5,000 マリク・イシュタール ¥7,000

爆豪勝己(LimitedColorEdition) ¥10,000 闇バクラ ¥4,000

ポケットモンスターシリーズ 買取金額 闇マリク(特典問わず) ¥5,000

イワーク VS. ピカチュウ ¥5,000 闇遊戯(特典問わず) ¥2,500

オーキド博士 with フシギダネ ¥4,000 闇遊戯 -運命の決闘！- ¥8,000

オーキド博士 with フシギダネ(特典イラスト付き) ¥6,000 幽☆遊☆白書 買取金額

グリーン withイーブイ(特典イラスト付き) ¥9,000 浦飯幽助 ¥4,000

グリーン withイーブイ ¥6,000 蔵馬 ¥5,000

コトネ with チコリータ ¥7,000 桑原和真 ¥7,000

コトネ with チコリータ(特典イラスト付き) ¥10,000 飛影 ¥6,000

シロナ with ガブリアス 未発売 妖狐蔵馬 ¥6,000

セレナ with フォッコ ¥4,000 ユーリ!!! on ICE 買取金額

セレナ with フォッコ(特典イラスト付き) ¥5,000 ヴィクトル・ニキフォロフ (特典問わず) ¥3,000

トウコ with ポカブ ¥5,000

トウコ with ポカブ(特典イラスト色紙付き) ¥8,000

メイ with ツタージャ ¥12,000

メイ with ツタージャ(特典色紙付き) ¥15,000

ハルカ with ミズゴロウ ¥12,000

ハルカ with ミズゴロウ(特典イラスト色紙付き) ¥13,000

ヒカリ with ポッチャマ ¥3,500

ヒカリ with ポッチャマ(特典イラスト色紙付き) ¥5,000

ヒビキ with ヒノアラシ ¥10,000

ヒビキ with ヒノアラシ(特典色紙付き) ¥15,000

ミヅキwithモクロー ¥10,000

ミヅキwithモクロー(特典色紙付き) ¥15,000

リーフ with ゼニガメ ¥5,000

リーフ with ゼニガメ (特典色紙付き) ¥10,000

レッド with ピカチュウ ¥6,000

レッド with ピカチュウ (特典色紙付き) ¥10,000

ユウリ with メッソン 未発売

モノノ怪 買取金額

モノノ怪 薬売り ¥12,000

モノノ怪 薬売り(橋本敬史氏 描き下しA3色紙) ¥13,000

遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 買取金額

アテム(特典問わず) ¥8,000

※全て未開封美品の買取金額になります。状態、在庫、再販等で予告無く買取金額が変動致します。予めご了承下さいませ。


