
¥7,500 ¥10,000
¥4,000 ¥6,000 ¥7,500 ¥10,000
¥4,000 ¥6,000 ¥3,500 ¥5,500
¥15,000 ¥19,500 ¥3,500 ¥5,500
¥4,500 ¥7,000 ASK ASK
¥3,000 ¥5,000 ASK ASK
¥3,000 ¥5,000
¥9,000 ¥13,000 ¥3,500 ¥5,000
¥4,000 ¥5,500 ¥6,000 ¥8,000
¥8,000 ¥13,000 ¥5,000 ¥6,500
¥5,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥9,500

ASK ASK ¥4,000 ¥9,500
¥7,000 ¥11,100

¥11,000 ¥19,000 ¥6,500 ¥11,100
¥3,500 ¥4,800
¥2,500 ¥4,500 ¥5,000 ¥7,500
¥5,500 ¥8,500 ¥16,000 ¥29,000
¥3,000 ¥4,500 ¥6,000 ¥8,000
¥6,000 ¥8,500 ¥7,000 ¥9,500
¥3,800 ¥5,500
¥6,000 ¥8,500 ¥7,500 ¥9,500
¥2,000 ¥4,000 ¥2,000 ¥3,800
¥5,000 ¥10,000 ¥4,500 ¥6,500
¥5,000 ¥7,500 ¥3,800 ¥5,500
¥5,500 ¥12,000 ¥3,800 ¥5,000
¥7,000 ¥11,200 ¥5,000 ¥7,000

¥6,500 ¥11,100
¥13,000 ¥22,000 ¥6,000 ¥9,500
¥9,000 ¥12,000
¥9,000 ¥13,000 ¥15,000 ¥25,000
¥4,500 ¥7,000 ¥3,500 ¥4,500
¥9,000 ¥12,000 ¥2,000 ¥2,500
¥10,000 ¥15,000 ¥4,000 ¥5,000
¥6,000 ¥9,000 ¥2,000 ¥3,000
¥18,000 ¥22,000 ¥7,000 ¥8,500

ASK ASK ¥9,000 ¥11,100
ASK ASK ¥9,000 ¥13,000
ASK ASK ASK ASK
ASK ASK
ASK ASK ¥13,000 ¥18,000
ASK ASK ¥18,000 ¥28,000

¥6,000 ¥9,000
¥2,000 ¥3,000 ¥5,000 ¥8,000
¥3,000 ¥4,000 ¥8,500 ¥12,000
¥5,000 ¥6,500 ¥6,500 ¥8,000
¥5,000 ¥6,500 ¥9,000 ¥12,000
¥7,000 ¥10,000 ¥4,000 ¥5,500

¥4,000 ¥6,500
¥5,000 ¥8,000 ¥5,500 ¥7,000
¥8,500 ¥11,000 ¥6,000 ¥7,500
¥7,500 ¥12,500 ¥7,000 ¥10,000
¥3,000 ¥4,000 ¥6,000 ¥7,500
¥5,000 ¥6,500 ¥8,500 ¥12,000

ASK ASK ¥8,500 ¥12,000
¥7,500 ¥12,000 ¥11,000 ¥15,000

ASK ASK ¥8,000 ¥13,500
¥7,500 ¥12,000 ¥5,000 ¥6,000

¥8,000 ¥14,600

アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕 私服ver. 1/7

セイバーオルタ メイドver. 1/6
セイバーエクストラ　水着Ver.  1/6

クロエ・フォン・アインツベルン AMAKUNI

イリヤスフィール・フォン・アインツベルン  AMAKUNI

HJ限定イリヤ＆クロ SPカラーセット AMAKUNI

ライダー/アストルフォ 1/7 HJ限定

マシュ・キリエライト グランド・ニューイヤー 1/7

ルーラー 紅蓮の聖女 1/7
間桐桜 和服ver. 1/7

キャスター EXTRA 1/8
ジャック・ザ・リッパー 1/8

セイバー・ブライド 1/8 メディコム
セイバー 深紅の現代衣装 フレア
キャスター 私服ver. 1/8 フレア

キャスター/エリザベート・バートリー[ハロウィン] / フレア

セイバー ～Last Episode～ 1/8 WING

セイバー/アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕私服ver. 1/7

セイバー ドレスコード 1/7

アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] ドレスVer. 1/7

ANIPLEX+

バーサーカー 源 頼光 1/7 ベルファイン

ライダー/牛若丸 1/7 プルクラ
間桐 桜　～マキリの杯～ 1/7 Gift
遠坂 凛 TYPE-MOON RACING Ver. 1/7

イリヤスフィール・フォン・アインツベルン PRIYA Racing ver. 1/8

セイバー TYPE-MOON RACING Ver. 1/7 PLUSONE

プリズマ☆イリヤ コミックver. 1/8
プリズマ☆イリヤ アニメVer. 1/8
キャスター CCC 1/8

他メーカー

ランサー/スカサハ "第三再臨" 1/8 キューズQ

ランサー/スカサハ イベント限定"第一再臨" 1/7 キューズQ

ランサー スカサハ 1/7 キューズQ
ルーラー/ジャンヌ・ダルク 1/8 メディコム

セイバー・エクストラ 1/7
アサシン/謎のヒロインX 1/7

ランサー/清姫 1/7
玉藻の前 衝撃の学生服Ver. 1/6
ネロ・クラウディウス 着物Ver. 1/6
 [小説版] “赤"のセイバー [モードレッド] 1/8

ルーラー/ジャンヌ・ダルク 1/7
桜セイバー 1/8
遠坂 凛 -UBW- 1/7
セイバーオルタ~卑王鉄槌(ヴォーディガーン)~ 1/7

セイバーエクストラ 1/7

※掲載価格は美品のものが対象です。

“黒”のライダー 1/7
“赤"のセイバー 1/7
ランサー/玉藻の前 1/7
両儀 式 -夢のような、日々の名残- 　1/8

騎士王 セイバー 1/7

遠坂凛 アーチャーコスver. 1/7
UBWセイバー 晴着ver. 1/7
シールダー/マシュ・キリエライト 1/7
セイバー ～10thロイヤルドレスver.～

アーチャー/イシュタル 1/7

アサシン/静謐のハサン 1/7
アサシン/スカサハ 1/7
ランサー/スカサハ 1/7
キャスター/メディア・リリィ 1/7
セイバー~妄想メイドVer.~1/7

セイバー～イギリス紀行～ 1/7

シールダー/マシュ・キリエライト (第三再臨)

セイバー・リリィ 1/8

アルテラ ストリート ヴァカンスver. 1/8

エリザベート=バートリー スイートルーム・ドリームver. 1/8

ギルガメッシュ 賛美せよ魅惑の肉美ver. 1/8

無銘 ぶらっくすいまーver. 1/8
メドゥーサ 魅惑のバニースーツver. 1/8
玉藻の前 サマー・ヴァカンスver. 1/8
アルトリア ペンドラゴン リゾート ヴァカンスver. 1/8

赤のアサシン セミラミス 1/8 ファニーナイツ

2018年7月

スカサハ 部屋着モード 1/7
ウェイバー・ベルベット 1/8
ライダー/アルトリア・ペンドラゴン[サンタオルタ] 1/7

アーチャーUBW 1/8
黒セイバー もきゅもきゅVer. 1/8
マスターアルトリア 1/7
ヒロインX  1/7
セイバーオルタ 水着Ver. 1/6

セイバー・オルタ huke コラボパッケージ 1/7

セイバー&セイバー・モータード・キュイラッシェ 1/8

セイバー 約束された勝利の剣[エクスカリバー] 1/7

スケールフィギュア
また在庫や状態によって価格が変動する場合がございます。

“赤"のセイバー -モードレッド- 1/7

ネロ・クラウディウス 水着Ver. 1/7
ジャンヌ・ダルク 水着Ver. 1/7
アルトリア・ペンドラゴン 1/7
ネロ・クラウディウス 1/7
セイバーCCC 1/8
セイバー ワンピースver. 1/7
セイバー・リリィ 1/7

美遊 ザ・ビーストVer. 1/8
クロエ ザ・ビーストVer. 1/8
イリヤ ザ・ビーストVer. 1/8
CCC キャスター 1/8

アクアマリン

アルターALTER

グッドスマイルカンパニーGSC

ファニーナイツ(青島文化教材社)

ブロッコリー

アルファマックスセイバー・リリィ ~全て遠き理想郷(アヴァロン)~  1/7

セイバー・リリィ ～勝利すべき黄金の剣 (カリバーン) 1/7

セイバー・ブライド 1/7

ファットカンパニー

コトブキヤKOTOBUKIYA

PLUMピーエムオフィスエー

※特典パーツ付は高額査定※

アヴェンジャー ジャンヌ・ダルク オルタ 1/7

セイバー アルトリア・ペンドラゴン 通常版 1/7

セイバー アルトリア・ペンドラゴン 豪華版 1/7

両儀 式 1/7

セイバー/沖田総司 1/7

アーチャー Route：Unlimited Blade Works 1/7

アイドル皇帝/ネロ 1/7
イリヤ ビーストstyle-snow white- 1/8

イリヤ ビーストstyle 1/8



ASK ASK
ASK ASK
ASK ASK

¥8,000 ¥13,500
ASK ASKジャンヌ・ダルク 1/8

バーサーカー/タマモキャット 1/7

アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕 ドレスVer. 1/7

ランサー/エリザベート・バートリー 1/7

アーチャー/アルトリア・ペンドラゴン 1/7
MaxFactory

※掲載価格は美品のものが対象です。また、在庫状況により価格が変動する場合がございます。。予めご了承くださいませ。


