
01 ガオガイガー ¥2,000 13 ライドアーマーモスピーダ レイタイプ ¥5,000 29 エステバリス　陸戦フレーム＆空戦フレーム ¥5,400

ガオガイガー 宮沢模型版 ¥6,000 14 イングラム1号機2号機3号機 リアクティプアーマー版 ¥8,000 30 闘士ゴーディアン ¥14,400

01X ガオガイガー パワーアップセット ¥1,500 15 イングラム1号機＆2号機 OVA版 ¥6,000 闘士ゴーディアン 宮沢模型版 ¥10,800

02 スターガオガイガーDXセット ¥6,000 17 ガ・キーン ¥18,000 31 タイムドタバッタン ¥3,000

02EX プライヤーズ ¥4,000 ガ・キーン アニメカラーVer. ¥5,400 タイムドタバッタン 限定ブラックカラー ¥5,000

03 ジェネシックガオガイガー ¥6,000 18 ライドアーマーブロウスーペリア イエロータイプ ¥8,000 32 エステバリス OG戦フレーム アキト機＆アマノ機 ¥2,300

ジェネシックガオガイガー　 宮沢模型版 ¥50,000 19 バルディオス ¥16,200 33 エステバリス  OG戦フレーム スバル機＆マキ機 ¥3,000

04 ゴッドライジンオー ¥18,000 バルディオス アニメカラーVer. ¥12,000 34 バラタック ¥16,000

ゴッドライジンオー 宮沢模型版 ¥9,000 20 ライドアーマー バートレー フーケタイプ ¥11,000 バラタック 限定メタリックカラー ¥18,000

04EX 剣王 アニメカラーVer. ¥3,500 20X ライドアーマー ダークバートレー シノブタイプ ¥3,000 35 ジーグ 通常版 ¥18,000

05 ガオファイガー　初版 ¥5,000 20X ライドアーマー ダークモスピーダ 21タイプ ¥2,000 35 ジーグ 限定メタリックカラー ¥13,500

05 ガオファイガー　再版版 指可動手首入り ¥10,000 20X ライドアーマー ダークモスピーダ 31タイプ ¥3,000 ジーグ 限定ブラックカラー ¥25,200

ガオファイガー 宮沢模型版 ¥11,000 21 コンバットキャリバー ¥6,000 36 テッカマン＆ペガス ¥19,800

06 凱号 ¥1,500 21X ムゲンキャリバー ¥5,000 テッカマン＆ペガス 限定メタリックカラー ¥16,000

凱号 宮沢模型版 ¥700 ムゲンキャリバー 宮沢模型版 ¥5,000 37 ビッグシューター ¥11,300

07 イングラム1号機＆2号機 劇場版 ¥9,000 21X VV-54Aキャリバー ¥4,500 ビッグシューター 限定メタリックカラー ¥30,000

07X イングラム1号機＆3号機 TV版 ¥6,000 22 タイムクワガッタン ¥9,900 38 ジーグ オプションパーツセット ¥9,000

08 ゴーショーグン ¥12,000 タイムクワガッタン 限定カラー ¥10,000 ジーグ オプションパーツセット 限定メタリックカラー ¥8,100

08 ゴーショーグン 金メッキ仕様ゴーフラッシャー付 ¥14,000 23 鉄巨神 ¥7,200 39 ブロッカーIV ボスパルダー ¥9,500

09 グリフォン フライトユニットver ¥4,000 鉄巨神 アニメカラーVer. ¥6,300 40 グレンダイザー ¥15,000

09X グリフォン アクアユニットver ¥5,000 24 スターガオガイガー Ver.2 ¥8,000 EX01 レギオス＆トレッド エータ ¥8,000

10 逆転王 初版 ¥8,000 24X レプリガイガー ¥1,800 EX01 レギオス＆トレッド エータ 再販版 ¥15,000

10 逆転王 再販版 イッパツマンフィギュア入り ¥8,100 25 ガオガイガー Ver.2 ¥13,000 EX01 レギオス＆トレッド イオタ ¥12,000

逆転王 限定版SPメッキVer. ¥10,000 26 タイムメカブトン ¥18,000 EX01 レギオス＆トレッド ゼータ ¥13,000

11 三冠王 初版 ¥3,000 タイムメカブトン 限定カラー ¥12,000 EX02 ダークレギオス ¥8,000

11 三冠王 再販版 クリアイエローウイング入り ¥4,000 27 ラインバレル ¥2,000 EX03 ダークレギオス 無人タイプ ¥3,000

三冠王 限定版SPメッキVer. ¥8,100 ラインバレル Mode-B 宮沢模型版 ¥5,500 友情合体DXグレートバーンガーン ¥15,300

12 ガオガイゴー ¥12,000 ラインバレル Mode-C CM'ｓネット通販限定 ¥1,500 DXジェネシックガオガイガー 黒箱改訂版 ¥14,000

13 ライドアーマーモスピーダ スティックタイプ ¥5,000 28 ライジンオー ¥7,000 フィギュア1点から買い取ります! お気軽にお持ちください!

シーエムズコーポレーション BRAVE合金

BRAVE合金37 ビッグシューター 限定メタリックカラー BRAVE合金36 テッカマン＆ペガス BRAVE合金12 ガオガイゴー

30,000円買取 19,800円買取 12,000円買取


