マスターピースシリーズ MP-B01 キングエクスカイザー マスターピースシリーズ MP-B02 ドラゴンカイザー

マスターピースシリーズ MP-BX01 グレートエクスカイザー（トイザらス限定）

超勇者復古烈伝 マイトガイン

4,000円買取

10,000円買取

12,000円買取

7,000円買取

超勇者復古烈伝 マイトカイザー

DX重連合体ライナーダグオン

DX超白銀合体ゴッドシルバリオン

DXロボット基地ダグベース

8,000円買取

5,000円買取

5,000円買取

5,000円買取

勇者･エルドラン
勇者エクスカイザー
超巨大合体グレートエクスカイザー

新世紀勇者復活計画 地球合体ダ・ガーンX

¥24,000

¥6,000 DX超白銀合体ゴッドシルバリオン

勇者特急マイトガイン

DX白銀合体シルバリオン

巨大合体キングエクスカイザー

¥4,000 超特急合体グレートマイトガイン

¥8,000 DX海賊戦艦キャプテンシャーク

巨大変形ドラゴンカイザー

¥6,800 特急合体マイトガイン

¥5,000 炎の騎士 ファイヤーシルバー

3体合体ゴッドマックス
左右合体ウルトラレイカー

¥10,800 ドリル特急合体マイトカイザー
¥6,000 緊急4体合体ガードダイバー

¥3,000 飛行要塞デスギャリガン
勇者指令ダグオン

¥5,000

元気爆発ガンバルガー

¥4,000 超ミラクル合体グレートガンバルガー

¥9,000

¥5,000 ミラクル合体ガンバルガー

¥7,200

¥800 ミラクル武装リボルガー

¥5,000

¥3,500 ミラクルチェンジ ゲキリュウガー

¥8,000

¥6,000

復刻版 ガンバルガー

¥3,000

¥14,000 DX超火炎合体スーパーファイヤーダグオン

¥6,000 復刻版 リボルガー

¥5,000

¥1,000 4段変形 轟龍

¥13,000 DX火炎合体ファイヤーダグオン

¥6,000

新世紀勇者復活計画 巨大合体キングエクスカイザー 金メッキ版

¥7,000 弾丸特急マイトガンナー

MP-B01 キングエクスカイザー

¥4,000

¥7,000 DX剛力合体パワーダグオン
¥12,000 DX超重連合体スーパーライナーダグオン

¥8,000 復刻版 ゲキリュウガー
熱血最強ゴウザウラー
¥4,500

3段変形ダイノガイスト
新世紀勇者復活計画 巨大合体キングエクスカイザー

¥18,000 ジェット変形飛龍

バトルボンバー（トライボンバー＋ホーンボンバー）

¥6,000 超熱血合体キングゴウザウラー

¥28,000

MP-B02 ドラゴンカイザー

¥10,000 猛獣3体合体トライボンバー

¥3,500 DX重連合体ライナーダグオン

¥5,000 熱血合体ゴウザウラー

MP-BX01 グレートエクスカイザー（トイザらス限定）

¥12,000 ホーンボンバー

¥3,500 ダグドリル

¥1,000 熱血武装マグナザウラー

¥8,000

カイザーブレス
太陽の勇者ファイバード

¥600 ダイヤグラマー

¥3,000 DX機獣合体シャドーダグオン

¥6,000 熱血進化グランザウラー

¥10,000

最強合体グレートファイバード
武装合体ファイバード
ジェット合体グランバード
4体合体スーパーガーディオン
3体合体ガーディオン
ガードウイング

超勇者復古烈伝グレートマイトガイン パーフェクトモード

¥12,000 超勇者復古烈伝 マイトガイン
¥6,000 超勇者復古烈伝 マイトカイザー
¥10,000 超勇者復古烈伝 マイトガンナー
勇者警察ジェイデッカー
¥8,100
¥6,000 大警察合体ファイヤージェイデッカー
¥500 警察合体ジェイデッカー

¥21,000 DX雷鳴合体サンダーダグオン

¥4,000

¥7,000 復刻版 ゴウザウラー

¥5,000

¥7,000 DXロボット基地ダグベース

¥5,000 復刻版 マグナザウラー

¥6,000

¥8,000 宇宙剣士ライアン

¥3,000 復刻版 グランザウラー
スタジオ・ハーフアイ
¥2,000

¥8,000

¥6,000 無限砲ガンキッド
¥12,000

ダグコマンダー
勇者王ガオガイガー

¥6,000 DX超人合体 ガオガイガー

¥2,500 最小変形マイトカイザー（通常版）

¥8,000

最小変形マイトカイザー（特典付）

¥16,000

¥2,000 最小変形マイトガイン（通常版）

¥7,000

¥400 最小変形マイトガイン（特典付）

¥8,000

¥9,000 DX左右合体 超竜神

¥6,000 最小変形マイトガンナー（通常版）

¥8,000

¥7,000 DX左右合体 撃龍神

¥7,200 最小変形マイトガンナー（特典付）

¥8,000

¥2,500 DX激音合体 ビッグボルフォッグ

¥9,000 最小変形ブラックマイトガイン（通常版）

¥8,000

¥7,000 忍者刑事シャドウ丸

¥3,500 DX超弩級合体 キングジェイダー

¥5,000 最小変形ブラックマイトガイン（特典付）

¥10,000

地球合体ダ・ガーンX

¥7,000 白バイ刑事ガンマックス

¥1,500

新世紀勇者復活計画 ガオガイガー＆ゴルディーマーグ 最強勇者王セット

¥10,000 最小変形 轟龍（通常版）

¥18,000

獣王合体ガ･オーン

¥2,000

絶対無敵ライジンオー

最小変形 轟龍（特典付）

¥25,000

空の4体合体ペガサスセイバー

¥4,000 勇者警察手帳
黄金勇者ゴルドラン
¥7,000

空の3体合体スカイセイバー

¥7,000 超勇者復古烈伝 グレートゴルドラン
¥3,000 DX黄金獣合体グレートゴルドラン

5体合体サンダーバロン

¥6,000 救急合体デュークファイヤー

¥5,000 DX剛腕戦士 ゴルディーマーグ

3獣合体ドライアス

¥6,000 超建設合体スーパービルドタイガー

新世紀勇者復活計画 武装合体ファイバード

¥6,000 建設合体ビルドタイガー

伝説の勇者ダ・ガーン
伝説合体グレートダ・ガーンGX

ホークセイバー
陸の4体合体ランドバイソン

サッカー刑事ドリルボーイ

¥10,000 DX黄金合体ゴルドラン

¥12,000 最小変形ブラックマイトカイザー（HJ通販）

¥8,000

¥18,000 無敵合体ライジンオー

¥5,000 最小変形ドラゴンカイザー（通常版）

¥6,000

¥38,000 無敵変形バクリュウオー

¥5,000 最小変形ドラゴンカイザー（特典付）
¥2,000 最小変形キングエクスカイザー（通常版）

¥7,000

¥4,000 復刻版 ライジンオー

¥4,000

超無敵合体ゴッドライジンオー

ドラゴン変形レッドガイスト

¥8,000 DX黄金忍者空影

¥3,000 復刻版 バクリュウオー

¥3,000 最小変形キングエクスカイザー（特典付）

7段変形セブンチェンジャー

¥7,200 DX鋼鉄武装アドベンジャー

¥6,000 クリスタル ライジンオー

¥5,000

合体指令ダイレクター

¥1,000 DX獣王合体レオンカイザー

¥12,000 クリスタル バクリュウオー

¥15,000

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!

¥4,000

