
商品名 メーカー 買取参考価格 JANコード

Fate/Grand Order ライダー/アストルフォ 1/7 完成品フィギュア AMAKUNI ¥15,000 4981932510194

Fate/Kaleid liner プリズマ☆イリヤ クロエ・フォン・アインツベルン 1/7 完成品フィギュア AMAKUNI ¥11,000 4981932509075

Fate/Kaleid liner プリズマ☆イリヤ イリヤスフィール・フォン・アインツベルン 1/7 完成品フィギュア AMAKUNI ¥13,000 4981932509068

艦隊これくしょん -艦これ- 天津風 ミリタリーワッペン付き限定版 1/8 完成品フィギュア AMAKUNI ¥10,000 4981932508603

艦隊これくしょん -艦これ- Libeccio(リベッチオ) ミリタリーワッペン付き限定版 1/7 完成品フィギュア AMAKUNI ¥15,000 4981932510446

艦隊これくしょん -艦これ- 榛名改二 ワッペン付き限定版 AMAKUNI ¥16,500 4981932509242

ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 結城美柑 スク水ver 1/8 完成品フィギュア FOTS JAPAN ¥6,500 4571498446008

Fate/stay night セイバー ～10thロイヤルドレスver.～ 1/7 完成品フィギュア(アニプレックスプラス限定) アニプレックス ¥26,000

ドリームテック Fate/stay night [Unlimited Blade Works] ワンピース スタイル プレミアムセット 1/8 完成品
フィギュア

WAVE ¥21,000 4943209611164

Dream Tech アイドルマスター シンデレラガールズ ノーブルヴィーナス 新田 美波 1/8スケール PVC製 塗
装済み完成品 フィギュア

WAVE ¥7,000 4943209611188

Dream Tech アイドルマスター シンデレラガールズ 高垣 楓 【私服Ver.】 1/8スケール PVC製 塗装済み 完
成品 フィギュア

WAVE ¥5,000 4943209610952

Dream Tech アイドルマスター シンデレラガールズ 前川 みく 制服Ver. 1/8スケール PVC製 塗装済み 完
成品 フィギュア

WAVE ¥7,000 4943209610945

Dream Tech アイドルマスター シンデレラガールズ 白南風の淑女 高垣 楓 1/8スケール PVC製 塗装済み
完成品 フィギュア

WAVE ¥7,500 4943209611171

アイドルマスターシンデレラガールズ 凸レーション 城ヶ崎莉嘉&諸星きらり&赤城みりあ プレミアムセット
1/8スケール PVC製 塗装済み 完成品 フィギュア

WAVE ¥20,000 4943209610990

【あみあみ限定特典】Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ！ イリヤ ビーストstyle 1/8 完成
品フィギュア

アクアマリン ¥8,000 4562369650518

Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ！ イリヤ ビーストstyle -snow white- 1/8 完成品フィ
ギュア

アクアマリン ¥8,000 4562369650785

冴えない彼女の育てかた 加藤恵 水着style 1/8 完成品フィギュア アクアマリン ¥8,500 4562369650426

Fate/Apocrypha “赤”のセイバー -モードレッド- 1/7 完成品フィギュア アクアマリン ¥13,000 4562369650228

Fate/Grand Order セイバー/沖田総司 1/7 完成品フィギュア アクアマリン ¥12,000 4562369650389

Fate/Grand Order セイバー/アルトリア・ペンドラゴン[豪華版] 1/7 完成品フィギュア(アニプレックスプラス
限定)

アニプレックス ¥20,000 4534530805850

アイドルマスター 10thメモリアルフィギュア 1/8 完成品フィギュア アニプレックス ¥15,000 4534530810229

【特典】冴えない彼女の育てかた♭ 加藤恵～お着替え中～ 1/7 完成品フィギュア(アニプレックスプラス限
定)

アニプレックス ¥16,500 4534530822734

冴えない彼女の育てかた 加藤恵 和服ver. 1/8 完成品フィギュア(アニプレックスプラス限定) アニプレックス ¥12,000 4534530809698

冴えない彼女の育てかた 澤村・スペンサー・英梨々 和服ver. 1/8 完成品フィギュア(アニプレックスプラス
限定)

アニプレックス ¥12,000 4534530812940

冴えない彼女の育てかた 霞ヶ丘詩羽 和服ver. 1/8 完成品フィギュア(アニプレックスプラス限定) アニプレックス ¥11,000 4534530817129

冴えない彼女の育てかた 加藤恵 1/7 完成品フィギュア(アニプレックスプラス限定) アニプレックス ¥9,000 4534530803771

Fate/Grand Order シールダー/マシュ・キリエライト 1/7 完成品フィギュア(アニプレックスプラス限定) アニプレックス ¥12,000 4534530805867

Fate/stay night[Unlimited Blade Works] セイバー 晴着ver. 1/7 完成品フィギュア (アニプレックスプラス限
定)

アニプレックス ¥17,000 4534530809711

Fate/stay night[Unlimited Blade Works]遠坂凛 アーチャーコスチュームver. 1/7 完成品フィギュア(アニプ
レックスプラス限定)

アニプレックス ¥8,000 4534530800985

劇場版「空の境界」 俯瞰風景3D 両儀式 1/7 完成品フィギュア(アニプレックスプラス限定) アニプレックス ¥14,000 4534530800992

Fate/stay night マスターアルトリア 1/7 完成品フィギュア アルター ¥12,000 4560228204308

Fate/Grand Order ライダー/アルトリア・ペンドラゴン[サンタオルタ] 1/7 完成品フィギュア アルター ¥8,000 4560228204537

アイドルマスター シンデレラガールズ 鷺沢文香 ブライトメモリーズVer. 1/7 完成品フィギュア アルター ¥15,000 4560228204667

アイドルマスター シンデレラガールズ 双葉杏 なまけものフェアリーVer. 1/7 完成品フィギュア アルター ¥13,500 4560228204674

アイドルマスター シンデレラガールズ 輿水幸子 自称・カンペキVer. 1/7 完成品フィギュア アルター ¥12,500 4560228204605

To LOVEる-とらぶる-ダークネス ララ・サタリン・デビルーク メイドVer. 1/7 完成品フィギュア アルター ¥8,000 4560228204612

To LOVEる-とらぶる-ダークネス 黒咲芽亜 1/7 完成品フィギュア アルター ¥12,000 4560228204148
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To LOVEる-とらぶる- ダークネス 結城美柑 スク水Ver. 1/7 完成品フィギュア アルター ¥8,000 4560228203653

アイドルマスター シンデレラガールズ アナスタシア Memories Ver. 1/8 完成品フィギュア アルター ¥6,000 4560228204438

アイドルマスター シンデレラガールズ 新田美波 Memories Ver. 1/8 完成品フィギュア アルター ¥6,000 4560228204421

アイドルマスター シンデレラガールズ 神崎蘭子 Memories Ver. 1/8 完成品フィギュア アルター ¥6,000 4560228204452

アイドルマスター シンデレラガールズ 神崎蘭子 薔薇の闇姫Ver. 1/7 完成品フィギュア アルター ¥17,000 4560228204582

アイドルマスター シンデレラガールズ 前川みく 1/8 完成品フィギュア アルター ¥6,500 4560228204278

アイドルマスター シンデレラガールズ 多田李衣菜 1/8 完成品フィギュア アルター ¥5,500 4560228204247

シャイニング・ハーツ ローナ 水着Ver. 1/7 完成品フィギュア アルター ¥7,000 4560228203882

ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル 西木野真姫 1/7 完成品フィギュア アルター ¥13,000 4560228204261

Fate/EXTRA セイバーエクストラ 水着Ver. 1/6 完成品フィギュア アルター ¥10,000 4560228203929

Fate/Grand Order セイバー/アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] ドレスVer. 1/7 完成品フィギュア アルター ¥23,000 4560228204322

超次元ゲイム ネプテューヌ ブラックハート 1/7 完成品フィギュア アルター ¥20,000 4560228203769

Fate/EXTRA CCC セイバー ワンピースver. 1/7 完成品フィギュア アルファマックス ¥10,000 4562283271264

【特典】THE IDOLM＠STER MOVIE 輝きの向こう側へ！ 星井美希 眠り姫 1/7 完成品フィギュア(東京フィ
ギュア限定)

イージーエイト ¥10,000 4589800570006

To LOVEる-とらぶる- ダークネス ナナ・アスタ・デビルーク 1/7 完成品フィギュア ヴェルテクス ¥10,000 4562389470219

To LOVEる -とらぶる- ダークネス モモ・ベリア・デビルーク 1/7 完成品フィギュア ヴェルテクス ¥11,000 4562389470202

Fate/Grand Order ランサー/スカサハ 1/7 完成品フィギュア キューズQ ¥7,500 4560393841384

ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 結城美柑 メイドStyle 1/7 完成品フィギュア キューズQ ¥10,000 4560393841476

Fate/stay night セイバー・リリィ ～全て遠き理想郷～ 1/7 完成品フィギュア グッドスマイルカンパニー ¥5,000 4571368442710

艦隊これくしょん -艦これ- Bismarck(ビスマルク)改 1/8 完成品フィギュア グッドスマイルカンパニー ¥10,000 4571368442871

冴えない彼女の育てかた 加藤恵 1/7 完成品フィギュア グッドスマイルカンパニー ¥10,000 4571368442901

Re：ゼロから始める異世界生活 レム 1/7 完成品フィギュア グッドスマイルカンパニー ¥7,000 4580416940023

艦隊これくしょん -艦これ- 武蔵 重兵装Ver. 1/8 完成品フィギュア(GOOD SMILE ONLINE SHOP限定) グッドスマイルカンパニー ¥11,000 4571368442291

冴えない彼女の育てかた 霞ヶ丘詩羽 1/7 完成品フィギュア グッドスマイルカンパニー ¥9,000 4571368442444

冴えない彼女の育てかた 澤村・スペンサー・英梨々 1/7 完成品フィギュア グッドスマイルカンパニー ¥10,500 4571368442574

Fate/EXTRA セイバーエクストラ 1/7 完成品フィギュア グッドスマイルカンパニー ¥11,000 4571368442215

Fate/stay night セイバー 約束された勝利の剣（エクスカリバー） 1/7 完成品フィギュア グッドスマイルカンパニー ¥7,000 4582191965406

Fate/stay night セイバーオルタ ～卑王鉄槌(ヴォーディガーン)～ 1/7 完成品フィギュア グッドスマイルカンパニー ¥7,000 4571368442840

劇場版 Fate/stay night - UNLIMITED BLADE WORKS 遠坂凛 - UNLIMITED BLADE WORKS - 1/7 完成
品フィギュア

グッドスマイルカンパニー ¥9,000 4582191965512

Fate/EXTRA CCC セイバー 1/6 完成品フィギュア クレイズ ¥4,000 4571104181774

Fate/Grand Order アサシン/謎のヒロインX 1/7 完成品フィギュア(コトブキヤショップ限定特典付き) コトブキヤ ¥11,000 4934054784493

Fate/Grand Order アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕 私服ver. 1/7 完成品フィギュア コトブキヤ ¥10,000 4934054784851

アイドルマスター シンデレラガールズ 森久保乃々 1/8 完成品フィギュア コトブキヤ ¥5,000 4934054784974

GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり ロゥリィ・マーキュリー 1/7 完成品フィギュア コトブキヤ ¥10,000 4934054784110

コトブキヤ アイドルマスター シンデレラガールズ 高垣楓 -はじまりの場所- 1/8スケール PVC製 塗装済み
完成品フィギュア 【限定特典『ウインク顔パーツ』付き】

コトブキヤ ¥7,500 4934054784165

Fate/EXTRA セイバー・エクストラ 1/7 完成品フィギュア コトブキヤ ¥6,000 4934054783298

劇場版「空の境界」 両儀式 -夢のような、日々の名残- 1/8 完成品フィギュア コトブキヤ ¥6,000 4934054783311

Fate/stay night セイバー TYPE-MOON RACING Ver. 1/7 完成品フィギュア プラスワン ¥20,000 4573127060104

Re：ゼロから始める異世界生活 レム 1/7 完成品フィギュア(キャラアニ限定特典付き) トイズワークス ¥8,000 4546098074951



アイドルマスター シンデレラガールズ 宮本フレデリカ 小悪魔メイドVer. 1/8 完成品フィギュア ファット・カンパニー ¥7,000 4560308575977

アイドルマスター 如月千早 1/8 完成品フィギュア ファット・カンパニー ¥8,000 4560308574710

アイドルマスター ミリオンライブ！ 所恵美 悩殺セクシーダンスVer. 1/8 完成品フィギュア ファット・カンパニー ¥8,500 4560308575151

アイドルマスター シンデレラガールズ 諸星きらり＆双葉杏 1/8 完成品フィギュア ファット・カンパニー ¥10,000 4560308575144

アイドルマスター シンデレラガールズ 鷺沢文香 紺碧の境界Ver. 1/8スケール ABS&PVC製 塗装済み完成品フィギュア ファット・カンパニー ¥5,500 4560308575984

アイドルマスター シンデレラガールズ 城ヶ崎美嘉 カリスマギャルver. 1/8スケール PVC製 塗装済み完成
品フィギュア

ファット・カンパニー ¥10,000 4560308574437

アイドルマスター シンデレラガールズ 城ヶ崎莉嘉 カリスマちびギャルVer. 1/8スケール ABS&PVC製 塗装
済み完成品フィギュア

ファット・カンパニー ¥8,000 4560308575991

アイドルマスター シンデレラガールズ 神崎蘭子 アニバーサリープリンセスVer. ~祝宴の狂乱~ 1/8スケール
ABS&PVC製 塗装済み完成品フィギュア

ファット・カンパニー ¥9,000 4560308574635

Fate/Apocrypha(オリジナル版) ジャック・ザ・リッパー 1/8 完成品フィギュア ファット・カンパニー ¥20,000 4560308574642

Fate/EXTELLA ネロ・クラウディウス ローズ・ヴァカンスver. イベント限定宝具仕様 1/8 完成品フィギュア
(ワンダーフェスティバル2018[冬]限定)

ファニーナイツ ¥8,000 4905083099506

Fate/Apocrypha “赤”のアサシン セミラミス 1/8 完成品フィギュア ファニーナイツ ¥11,000 4905083098875

Fate/EXTELLA 1/8 玉藻の前 サマー・ヴァカンスver. 完成品フィギュア ファニーナイツ ¥7,500 4905083099551

艦隊これくしょん -艦これ- 1/7 木曾改二 完成品フィギュア ファニーナイツ ¥14,000 4905083097663

艦隊これくしょん -艦これ- 速吸 イベント限定バージョン 1/7 完成品フィギュア(ワンダーフェスティバル
2017[夏]限定)

ファニーナイツ ¥10,000 4905083103760

艦隊これくしょん -艦これ- 瑞鶴改二 甲 1/7 完成品フィギュア (ワンダーフェスティバル2017[冬]限定) ファニーナイツ ¥10,000 4905083097694

艦隊これくしょん -艦これ- 1/7 グラーフ・ツェッペリン 完成品フィギュア ファニーナイツ ¥14,000 4905083097854

Fate/Grand Order アサシン/スカサハ 1/7 完成品フィギュア プラム ¥7,000 4582362382070

アイドルマスター シンデレラガールズ 櫻井桃華［ローズフルール］ 1/7 完成品フィギュア プラム ¥7,000 4582362382292

アイドルマスター シンデレラガールズ 龍崎薫[ハイファイ☆デイズ]+ 1/7 完成品フィギュア プラム ¥6,500 4582362382209

アイドルマスター シンデレラガールズ 佐々木千枝[ハイファイ☆デイズ]+ 1/7 完成品フィギュア プラム ¥7,500 4582362382162

アイドルマスター シンデレラガールズ 橘ありす はじめての表情 1/7スケール PVC製 塗装済み完成品 フィギュア プラム ¥9,000 4582362382049

B-style 冴えない彼女の育てかた♭ 加藤恵 バニーVer. 1/4 完成品フィギュア フリーイング ¥13,500 4571245296764

B-STYLE 冴えない彼女の育てかた♭ 澤村・スペンサー・英梨々 バニーVer. 1/4 完成品フィギュア フリーイング ¥18,000 4571245296757

B-style 冴えない彼女の育てかた 霞ヶ丘詩羽 バニーVer. 1/4 完成品フィギュア フリーイング ¥12,000 4571245296740

B-STYLE To LOVEる-とらぶる- ダークネス 結城美柑 バニーVer. 1/4 完成品フィギュア フリーイング ¥16,000 4571245297242

B-STYLE To LOVEる-とらぶる- ダークネス 古手川唯 バニーVer. 1/4 完成品フィギュア フリーイング ¥17,000 4571245297235

B-STYLE To LOVEる-とらぶる- ダークネス モモ・ベリア・デビルーク バニーVer. 1/4 完成品フィギュア フリーイング ¥16,000 4571245296412

B-STYLE To LOVEる -とらぶる- ダークネス 金色の闇 バニーVer. 1/4 完成品フィギュア フリーイング ¥22,000 4571245296429

To LOVEる-とらぶる- ダークネス モモ・ベリア・デビルーク 浴衣Ver. 1/8 完成品フィギュア フリーイング ¥15,000 4571245295163

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか ヘスティア 1/4 完成品フィギュア フリーイング ¥55,000 4571245296405

Re：ゼロから始める異世界生活 ラム＆レム -幼日のおもひで- 1/7 完成品フィギュア フリュー ¥15,000 4589584951008

Fate/EXTRA CCC セイバー 深紅の現代衣装 完成品フィギュア フレア ¥6,500 4589977240139

Fate/EXTRA CCC キャスター 私服ver. 完成品フィギュア フレア ¥14,000 4589977240085

キャスター/エリザベート・バートリー[ハロウィン] 「Fate/Grand Order」 塗装済み完成品 フレア ¥10,000 4589977240184

Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ イリヤスフィール・フォン・アインツベルン ザ・ビーストVer. 1/8 完成品
フィギュア

ブロッコリー ¥30,000 4510417289821

Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ！ クロエ・フォン・アインツベルン ザ・ビーストVer. ブロッコリー ¥11,000 4510417372400

Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ！ 美遊・エーデルフェルト ザ・ビーストVer. 1/8 完成品
フィギュア

ブロッコリー ¥11,000 4510417345091

Fate/staynight [Unlimited Blade Works] セイバー 白ドレスVer. 1/8 完成品フィギュア ベルファイン ¥7,500 4573347242014

艦隊これくしょん -艦これ- 陸奥 限定版 1/7 完成品フィギュア(月刊ホビージャパン2017年2月号＆3月号
誌上通販、一部販売店限定)

AMAKUNI ¥16,000 4981932510002



アイドルマスター シンデレラガールズ 神崎蘭子 ～Rosenburg Engel～ 1/7 完成品フィギュア マックスファクトリー ¥4,500 4545784042182

アイドルマスター シンデレラガールズ白坂小梅 ハロウィンナイトメアVer. 1/7 完成品フィギュア マックスファクトリー ¥12,000 4545784042311

艦隊これくしょん -艦これ- 港湾棲姫 1/8 完成品フィギュア(GOODSMILE ONLINE SHOP限定) マックスファクトリー ¥22,000 4545784042205

To LOVEる-とらぶる- ダークネス 結城美柑 1/6 完成品フィギュア マックスファクトリー ¥10,000 4545784042328

To LOVEる-とらぶる- ダークネス ナナ・アスタ・デビルーク 1/6 完成品フィギュア マックスファクトリー ¥6,500 4545784042229

To LOVEる -とらぶる- ダークネス モモ・ベリア・デビルーク 1/6 完成品フィギュア マックスファクトリー ¥15,000 4545784041673

To LOVEる-とらぶる- ダークネス 黒咲芽亜 1/6 完成品フィギュア マックスファクトリー ¥20,000 4545784041765

To LOVEる-とらぶる- ダークネス 西連寺春菜 1/6 完成品フィギュア マックスファクトリー ¥9,000 4545784042007

アイドルマスター シンデレラガールズ 新田美波 眠れる小悪魔Ver. 1/7スケール ABS&PVC製 塗装済み完
成品フィギュア

マックスファクトリー ¥6,000 4545784042298

艦隊これくしょん -艦これ- 大和改 重兵装Ver. 1/8 完成品フィギュア マックスファクトリー ¥20,000 4545784041857

艦隊これくしょん-艦これ- 金剛 中破ver. 1/8 完成品フィギュア マックスファクトリー ¥6,500 4545784041789

ヴァリアブルアクションヒーローズDX To LOVEる-とらぶる-ダークネス 金色の闇(トランス・ダークネス) 1/8 メガハウス ¥9,000 4535123824470

アイドルマスター シンデレラガールズ 渋谷凛 Triad Primus Ver. メガハウス ¥7,500 4535123822292

アイドルマスター シンデレラガールズ 神谷奈緒 Triad Primus ver. メガハウス ¥16,000 4535123822278

アイドルマスター シンデレラガールズ 北条加蓮 Triad Primus ver. メガハウス ¥6,000 4535123822285

Fate/EXTELLA 玉藻の前 テイルメイド・ストライクver. 完成品フィギュア ユニオンクリエイティブ ¥10,000 4589642702481

Fate/EXTELLA アルテラ スイートデビルVer. 完成品フィギュア ユニオンクリエイティブ ¥5,000 4589642701125

To LOVEる-とらぶる-ダークネス 古手川唯 ダークネスver. 1/6 完成品フィギュア ユニオンクリエイティブ ¥12,000 4589642702788

レム＆ラム 電撃スペシャルセット 特典台座付き リボルブ ¥20,000

Fate/stay night [Unlimited Blade Works] 遠坂凛 1/7 完成品フィギュア 双翼社 ¥7,500 4589456500013

こちらの買取金額は未開封品、箱美品の買取価格となります。もちろん開封品の買取も大歓迎です。


