DX超合金 YF-30 クロノス

DX超合金 VF-25F（アルト機）用アーマードパーツ（リニューアルVer.） DX超合金 VF-31J ジークフリード（ハヤテ・インメルマン機）

DX超合金 VF-171EXナイトメアプラスEX（マルヤマ機）アーマードパーツセット

18,000円買取

18,000円買取

18,000円買取

16,000円買取

DX超合金 VF-171EX ナイトメアプラスEX(早乙女アルト機)

DX超合金 VF-25S メサイアバルキリー オズマ機 リニューアルVer.

DX超合金 YF-29デュランダルバルキリー アルト機

DX超合金 VF-25Fメサイアバルキリー アルト機 リニューアルVer.

13,000円買取

12,000円買取

13,000円買取
DX超合金

11,000円買取

VF-25A メサイアバルキリー（一般機）

¥8,000 バリアブルスタンド スモーククリアVer.

¥1,500

MBR-07-MKII デストロイド・スパルタン

¥3,300

VF-25A メサイアバルキリー（一般機）用スーパーパーツ

¥4,500

VF-25メサイアバルキリー用トルネード/アーマード強化ウェポンセット

¥1,000

ADR-04-MKX デストロイド・ディフェンダー

8月発売

VF-1S バルキリー（マクロス35周年記念メッサーカラーVer.）

9月発売

VF-171EX ナイトメアプラスEX(早乙女アルト機)

¥13,000

VF-171EX ナイトメアプラスEX用アーマードパーツ

¥4,000

VF-25Gメサイアバルキリー ミハエル機

¥6,000

VF-25メサイアバルキリー用ガリア4フォールドセット

¥1,500

VF-25Fメサイアバルキリー アルト機

¥4,000

VF-25Gメサイアバルキリー ミハエル機 リニューアルVer.

¥14,000

VF-25メサイアバルキリー用ゴースト＆ウエポンセット

¥1,500 ダグラム

¥8,000

VF-25Fメサイアバルキリー アルト機 リニューアルVer.

¥11,000

VF-25Gメサイアバルキリー ミハエル機 リニューアルVer.用スーパーパーツ

¥3,300

VF-31J ジークフリード（ハヤテ・インメルマン機）

¥18,000 ザブングル

7月発売

¥1,200

VF-25Gメサイアバルキリー ミハエル機 リニューアルVer.用トルネードパーツ

¥4,000

VF-31J ジークフリード（ハヤテ・インメルマン機）用スーパーパーツセット

VF-25F（アルト機）用スーパーパーツ（リニューアルVer.）

¥3,000

VF-25Gトルネードメサイアバルキリー ミハエル機 コンプリートパック

¥7,000

VF-31Cジークフリード（ミラージュ・ファリーナ・ジーナス機）

9月発売 VF-19改ファイヤーバルキリー

VF-25メサイアバルキリー用アーマードパーツ アルト機カラー

¥2,500

VF-27βルシファーバルキリー ニューヘッドプラス(一般機/グレイス機)

¥6,000

VF-31F ジークフリード（メッサー・イーレフェルト機）

¥9,000 VF-1J バルキリー 一条輝機

¥3,500

VF-31F ジークフリード（メッサー・イーレフェルト機）用スーパーパーツセット

10月発売

VF-25F（アルト機）用アーマードパーツ（リニューアルVer.）

¥18,000 RVF-25 メサイアバルキリー ルカ機

¥5,000

VF HI-METAL

VF-25メサイアバルキリー用スーパーパーツ アルト機カラー

¥4,000
¥4,500

VF-19Sブレイザーバルキリー エメラルドフォース機

¥4,000

VF-25Fスーパーメサイアバルキリー アルト機

¥4,000

RVF-25メサイアバルキリー ルカ機 リニューアルVer.

¥9,000

Sv-262Hs ドラケンIII（キース・エアロ・ウィンダミア機）

¥11,000

VF-1Sストライクバルキリー フォッカー機

¥6,500

VF-25Fメサイアバルキリー用トルネードパーツ

¥2,000

RVF-25メサイアバルキリー ルカ機 リニューアルVer.用スーパーパーツ＆ゴーストセット

¥7,000

Sv-262Hs ドラケンIII（キース・エアロ・ウィンダミア機）用リル・ドラケン＆ミサイルポッド

8月発売

VF-19改ファイヤーバルキリー用オプションセット

¥2,000

VF-25Fメサイアバルキリー（アルト機）リニューアルVer.用トルネードパーツ

¥6,000

RVF-171EXナイトメアプラスEX（ルカ・アンジェローニ機）

¥8,000 創聖合体アクエリオン

¥8,000

VF-19改ファイヤーバルキリー用サウンドブースター

¥5,000

¥8,000 VF-1J バルキリー マックス機

¥4,000

¥18,000 VF-1Aバルキリー 柿崎速雄機

¥6,500

VF-25Fトルネードメサイアバルキリー アルト機

¥11,000 マクロス・クォーター

¥8,000 強攻型アクエリオン

YF-29デュランダルバルキリー アルト機

¥12,000

VF-27γ ルシファー スーパーパーツセット

¥8,000

創聖合体アクエリオン リニューアルパッケージ

YF-29デュランダルバルキリー用スーパーパーツ アルト機

¥9,000

VF-27γルシファーバルキリー ブレラ機

¥6,000 アクエリオン ゴールドVer.

VF-25S メサイアバルキリー オズマ機

¥3,500

VF-27βルシファーバルキリー グレイス/一般機

¥1,500

¥18,000 VF-1Aバルキリー マックス機

HI-METAL R

VF-25S メサイアバルキリー オズマ機 リニューアルVer.

¥13,000 VB-6 ケーニッヒ・モンスター SP Ver. ¥16,000 VF-1J アーマードバルキリー

¥8,000

VF-25Sアーマードメサイアバルキリー オズマ機

¥12,000 VB-6 ケーニッヒ・モンスター

¥8,000

VF-25メサイアバルキリー用スーパーパーツ オズマ機カラー

VF-25S（オズマ機）用スーパーパーツ（リニューアルVer.）

¥500

ケーニッヒ・モンスター(ウイングス・オブ・ヴァルキュリア)

¥7,000 YF-25 プロフェシー

¥15,000

VF-1S ストライクバルキリー（一条輝機）

¥18,000 リガード
¥8,000

VF-1S ストライクバルキリー（ロイ・フォッカー・スペシャル）

¥11,000

VF-1Aバルキリー 一条輝機

¥5,000

VF-1バルキリー用 スーパーパーツセット

¥3,000

VF100's

¥3,000
¥7,000 VF-25S メサイアバルキリー オズマ機

¥2,000

VF-25F メサイアバルキリー アルト機

¥1,800

VF-25S(オズマ機)用アーマードパーツ（リニューアルVer.）

¥15,000

YF-29 デュランダルバルキリー（イサム機）

¥9,000 グラージ

¥6,000

VF-25G メサイアバルキリー ミハエル機

¥1,500

YF-29 デュランダルバルキリー（オズマ機）

¥18,000

YF-29 デュランダルバルキリー（イサム機）用スーパーパーツ

¥3,500 デストロイド・モンスター

¥8,000

VF-25F アーマードメサイアバルキリー アルト機

¥3,500

¥3,000

YF-29 デュランダルバルキリー(30周年記念カラー)

¥10,000 VF-1A バルキリー（標準量産機）

¥5,000 VF-25F メサイアファイター アルト機

¥700

¥23,000

YF-29 デュランダルバルキリー(30周年記念カラー)用スーパーパーツ

¥2,000 VF-1J バルキリー（一条輝機）

¥4,000 VF-25S メサイアファイター オズマ機

¥3,500
¥3,000

YF-29 デュランダルバルキリー（オズマ機）用スーパーパーツ

VF-19ADVANCE

VF-171ナイトメアプラス（一般機） ¥12,000 YF-29B パーツィバル(ロッド機)
VF-171ナイトメアプラス（一般機）用アーマードパーツ
VF-171EXナイトメアプラスEX（マルヤマ機）アーマードパーツセット

¥5,500 YF-30 クロノス
¥16,000

VF-25F メサイアバルキリー フォールドクリアVer.

¥7,000

VF-1J スーパーバルキリー（マクシミリアン・ジーナス機）

¥5,500

¥18,000

VF-1J スーパーバルキリー（ミリア・ファリーナ・ジーナス機）

¥8,000

¥5,000

スーパーバルキリー用ミサイルエフェクトセット

¥3,500

VF-25Fm メサイアバルキリー ファミリーマートVer.

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!

