MSZ-006-3 Zガンダム3号機 ホワイトユニコーンカラーVer.

6,000円買取
MG一般販売・特別仕様

νガンダム Ver.Ka

ストライクフリーダムガンダム フルバーストモード

4,000円買取

3,500円買取

MS-14A ゲルググ (アナベル・ガトー専用機)

¥1,800 RX-93-ν2 Hi-νガンダム (SPクリア外装パーツ付)

¥2,000

MSZ-006 ゼータガンダム

¥1,400 MSA-0011[Ext] Ex-Sガンダム

¥2,000

GAT-X105E ストライクノワールガンダム (SPクリア外装パーツ付)

¥2,000

MS-06R-2 ザクII ジョニー・ライデン少佐機

¥1,400 GF13-017NJII Gガンダム (ハイパーモード)

¥3,500

MSZ-006-3 Zガンダム3号機 ホワイトユニコーンカラーVer.

¥6,000

MS-14B/C ゲルググキャノン ジョニー・ライデン少佐機

¥1,200 GF13-001NHII マスターガンダム (ハイパーモード)

¥2,000

MS-06J 量産型ザク Ver.2.0 (SPクリア外装パーツ付)

¥1,500

RX-78GP01 ガンダム試作1号機

¥1,200 MSM-07 量産型ズゴック

¥1,000 MS-06S シャア専用ザク Ver.2.0

¥1,000

RX-78GP01Fb ガンダム試作1号機 フルバーニアン

¥1,000 MSM-03 ゴッグ

¥1,000

¥1,200

MS-06S シャア専用ザク Ver.2.0 (SPクリア外装パーツ付)

RX-178 ガンダムMk-II (ティターンズ)

¥1,000 GAT-X105 エールストライクガンダム

¥1,000 MS-14S シャア専用ゲルググ Ver.2.0

¥1,500

MS-05B ザクI

¥1,000

¥2,000

RX-78-2 ガンダム Ver.ONE YEAR WAR 0079 アニメーションカラー

¥1,300

MS-09 ドム

¥1,500 MSM-07S シャア専用ズゴック

¥1,000

RX-78-2 ガンダム Ver.ONE YEAR WAR 0079 アニメーションカラー (SPクリア外装パーツ付)

¥3,000

MS-09R リック・ドム

¥1,300

¥1,500 WD-M01 ∀ガンダム

¥2,500

MSZ-010 ダブルゼータガンダム

¥1,500 パーフェクトガンダム

¥2,000

¥2,000

GAT-X105 エールストライクガンダム (SPクリア外装パーツ付)

MSM-07S シャア専用ズゴック (SPクリア外装パーツ付)

RX-78-2 ガンダム Ver.1.5 川口克己プロデュース仕様

RX-79[G] 陸戦型ガンダム

¥1,000 RMS-099 リック・ディアス

¥1,800 ZGMF-X42S デスティニーガンダム

¥2,500

RX-79[G] 陸戦型ガンダム (SPクリア外装パーツ付)

¥3,000 MSN-02 パーフェクトジオング

¥3,800

¥3,000

ZGMF-X42S デスティニーガンダム エクストリームブラストモード

RX-78-2 ガンダム Ver.1.5

¥1,000 ZGMF-X10A フリーダムガンダム

¥1,800 RX-0 ユニコーンガンダム Ver.Ka

¥3,000

MSN-04 サザビー

¥2,500

¥2,000 MSN-04 サザビー メタリックコーティングVer.

¥7,000

ZGMF-X10A フリーダムガンダム (SPクリア外装パーツ付)

MSN-04 サザビー (SPクリア外装パーツ付)

¥3,000 MBF-02 ストライクルージュ

¥1,000 MS-06R-1A 黒い三連星ザク Ver.2.0

¥1,500

FA-010S フルアーマーダブルゼータガンダム

¥1,800 XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ (EW版)

¥1,500

GAT-X105E ストライクE + I.W.S.P (ルカス・オドネル専用機)

¥1,400

RX-93 νガンダム

¥2,000 XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ (EW版) (SPクリア外装パーツ付)
¥2,000 RB-79 ボール (Ver.Ka) (SPクリア外装パーツ付)

¥3,500 RX-93 νガンダム メタリックコーティングVer.

¥2,500

RX-93 νガンダム (SPクリア外装パーツ付)

¥1,200 MS-06F ザクマインレイヤー

¥1,500

MS-18E ケンプファー

¥1,000

MS-06F/J ザクII “ONE YEAR WAR 0079”設定カラーVer.

¥1,500 MS-14A 量産型ゲルググ Ver.2.0

¥1,500

MS-18E ケンプファー (SPクリア外装パーツ付)

¥2,000

MS-08B グフ “ONE YEAR WAR 0079”設定カラーVer.

¥1,200 ZGMF-X56S/α フォースインパルスガンダム

¥1,000

MS-07B-3 グフカスタム

¥1,500 MS-09 ドム“ONE YEAR WAR 0079”設定カラーVer.

¥1,000

¥2,000

MS-07B-3 グフカスタム (SPクリア外装パーツ付)

¥2,000

¥1,100 真武者頑駄無

MSN-00100 百式

¥1,200 MSM-04 アッガイ

¥1,500 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0

¥1,500

MSN-00100 百式 (SPクリア外装パーツ付)

¥2,000

¥1,200 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 (SPクリア外装パーツ付)

¥2,000

RGZ-91 リ・ガズィ

¥1,800 RX-178 ガンダムMk-II Ver.2.0 (エゥーゴ)

¥1,500

¥3,000

AMX-004 キュベレイ

¥1,500

¥1,500 MS-06K ザクキャノン

¥1,400

FA-010-A FAZZ(ファッツ)

¥1,400 MSZ-006 Zガンダム Ver.2.0

¥2,000 MS-06R-2 ジョニー・ライデン専用ザク Ver.2.0

¥1,400

GF13-017NJII Gガンダム (SPクリア外装パーツ付)

¥1,000 MSZ-006 Zガンダム Ver.2.0 (SPクリア外装パーツ付)

¥2,000

ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム (エクストラフィニッシュVer.)

¥3,500

RX-77-2 ガンキャノン (SPクリア外装パーツ付)

¥2,000 RX-178 ガンダムMk-II Ver.2.0 (ティターンズ)

¥1,200 ZGMF-X19A インフィニットジャスティスガンダム

¥2,500

MSZ-006C1 ゼータプラスC1

¥1,000 YMS-15 ギャン

¥1,500 MS-06R-1 シン・マツナガ専用ザクII Ver2.0

¥1,500

GF13-001HN2 マスターガンダム

¥1,000 YMS-15 ギャン (SPクリア外装パーツ付)

¥2,000 RX-178 ガンダムMk-II Ver.2.0 (エゥーゴ) HDカラー

¥2,000

GF13-017J シャイニングガンダム

¥1,000 F91 ガンダムF91 (SPクリア外装パーツ付)

¥2,000

¥1,200

MSN-02 ジオング

¥1,800

ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム (SPクリア外装パーツ付)

¥2,500 MSN-06S シナンジュ Ver.Ka

MSA-0011 Sガンダム

¥2,500

ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム フルバーストモード

¥3,500 MSZ-006 Zガンダム Ver.2.0 HDカラー

¥1,200

RX-78-2 ガンダム Ver.Ka

¥1,500 XM-X1 クロスボーンガンダムX-1 フルクロス

¥2,000 Gファイター [ガンダムVer.2.0用 V作戦モデル]

¥1,800

MS-14S ゲルググ (シャア・アズナブル大佐機) “ONE YEAR WAR 0079”設定カラーVer.

ZGMF-X10A フリーダムガンダム エクストラフィニッシュVer.

RX-178 ガンダムMk-II Ver.2.0 (エゥーゴ) (SPクリア外装パーツ付)

ZGMF-X56S/α フォースインパルスガンダム (SPクリア外装パーツ付)

MS-06J ザク Ver.2.0 (川口名人Ver.) プロショップ専用商品

RX-178 ガンダムMk-II Ver.2.0 (ティターンズ) HDカラー

¥1,000

¥3,000

MSN-04 サザビーVer.Ka

MS-06R 高機動型ザク“サイコ・ザク” Ver.Ka RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス

5,000円買取

4,000円買取

MG一般販売・特別仕様

MSN-001A1 デルタプラス

5,500円買取
¥2,500 MS-06R 高機動型ザク“サイコ・ザク” Ver.Ka

¥4,000
¥3,500

RGM-79 ジム Ver.2.0

¥1,500 GN-0000/7S ダブルオーガンダム セブンソード/G

¥1,500

RGM-79 ジム Ver.2.0 (SPクリア外装パーツ付)

¥2,000 XXXG-01SR ガンダムサンドロック EW

¥2,300 RGM-79SP ジム・スナイパーII

MSN-00100 百式 HDカラー

¥1,500 XXXG-01H ガンダムヘビーアームズ EW
¥3,000 GAT-X102 デュエルガンダム アサルトシュラウド

¥1,500 ZGMF-X13A プロヴィデンスガンダム

¥1,800

真武者頑駄無 戦国の陣

¥2,000

¥2,000

RX-0 ユニコーンガンダム Ver.Ka チタニウムフィニッシュ

¥3,500 AGE-1 ガンダムAGE-1 タイタス

¥1,800 ZGMF-X09A ジャスティスガンダム

MS-07B グフ Ver.2.0 (SPクリア外装パーツ付)

¥1,500 AGE-1 ガンダムAGE-1 スパロー

¥1,200

RX-0 ユニコーンガンダム(レッド/グリーン TWIN FRAME EDTION) チタニウムフィニッシュ

RX-78-02 ガンダム（GUNDAM THE ORIGIN版）SPVer.

¥1,500

¥2,500

クリスタルVer.

Gアーマー リアルタイプカラー

¥7,000 RMS-108 マラサイ

¥1,500 RX-78-2 ガンダム クリスタルVer.

¥3,500

MS-06J ザクII Ver.2.0 ホワイトオーガー

¥1,800 GAT-X207 ブリッツガンダム

¥2,000

¥1,500

RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 メカニカルクリアVer. プロショップ専用商品

¥3,000 GAT-X103 バスターガンダム

¥1,200 MS-06F/J ザクII クリスタルVer.

GN-001 ガンダムエクシア

¥1,500 GAT-X303 イージスガンダム

¥3,300

GN-001 ガンダムエクシア (SPクリア外装パーツ付)

¥2,500 RX-93 νガンダム Ver.Ka

¥4,000 RX-78-2 ガンダム 20周年記念特別仕様モデル

¥1,800

RX-75 ガンタンク

¥1,400

¥4,000

MS-06S ザクII (シャア・アズナブル少佐機) コーティングVer.

¥3,000

RX-75 ガンタンク (SPクリア外装パーツ付)

¥3,000 MSN-06S シナンジュ・スタイン Ver.Ka

¥2,000

RX-78GP01Fb ガンダム試作1号機 フルバーニアン コーティングVer.

¥2,000

MBF-P03R ガンダムアストレイ ブルーフレーム セカンドリバイ

¥2,500

¥2,300 RX-78GP02A ガンダム試作2号機 コーティングVer.

¥3,000

AMX-004-2 キュベレイMk-II エルピー・プル専用機

¥1,500 MSN-06S シナンジュ

¥2,500 MS-06F/J ザクII コーティングVer.

¥3,000

RX-78-3 G-3ガンダム Ver.2.0

¥1,300 RGM-86X ジェスタ
¥6,000 GAT-X105 エールストライクガンダム Ver.RM

¥1,300

MGイベント限定品・キャンペーン当選品

MS-06R-1 ザクII Ver.2.0 ア・バオア・クー防衛隊機 プロショップ専用商品

¥1,500

ガンダムフロント東京限定

GNX-603T ジンクス

¥1,800 AMS-119 ギラ・ドーガ

¥2,000 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0 Ver.GFT

¥4,000

MBF-P02KAI ガンダムアストレイ レッドフレーム改

¥1,500 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0

¥2,000 RX-93 νガンダム Ver.GFT

¥6,000

ガンダムアストレイ レッドフレーム改 (SPクリア外装パーツ付)

¥2,500 MBF-02 ストライクルージュ オオトリ装備 Ver.RM

¥1,800

GN-001 ガンダムエクシア トランザムモード グロスインジェクションVer.

¥2,000 XXXG-00W0 ウイングガンダム プロトゼロ EW

¥1,000 ＭＳ-06J ザクII（重力戦線イメージカラーVer.）

¥4,500

MSN-06S シナンジュ Ver.Ka チタニウムフィニッシュ

¥4,500 RX-93 νガンダム Ver.Ka チタニウムフィニッシュ

¥5,000

¥1,500

RX-0 ユニコーンガンダム

¥1,500 MSN-04 サザビー Ver.Ka

¥5,000 ＭＳ-09 ドム（重力戦線イメージカラーVer.）

RX-0 ユニコーンガンダム HDカラー+MS CAGE

¥2,000 ビルドストライクガンダム フルパッケージ

¥1,300 武者ガンダムMk-II 徳川家康Ver.

RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 チタニウムフィニッシュ

¥6,000 RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス

¥5,500 トランザムライザー

¥5,000

XXXG-01W ウイングガンダム

¥1,500 RX-178B ビルドガンダムMk-II

¥2,000 MS-06S ザクＩＩ Ver.2.0 リアルタイプカラー

¥3,500

武者ガンダムMk-II

¥3,300 Concept-X6-1-2 ターンエックス

¥3,000 RX-78-2ガンダム Ver.2.0 リアルタイプカラー

¥4,000

FA-78-1 フルアーマーガンダム

¥5,000 RX-93-ν2 Hi-νガンダム Ver.Ka

¥2,000

RX-78-2ガンダム Ver.2.0 リアルタイプカラー 超・大河原邦男展Ver.

¥4,000

RB-79 ボール (ファクトリーイメージカラー) 川口克巳プロデュース プロショップ専用商品

¥2,000 PPGN-001 ガンダムエクシアダークマター

¥3,000 MSA-003 ネモ ユニコーンデザートカラーVer.

¥2,000

LM312V04+SD-VB03A Vダッシュガンダム Ver.Ka

¥1,300 GX-9901-DX ガンダムダブルエックス

¥2,500

¥2,500

PMX-003 ジ・O

¥3,000 MSN-00100 百式 Ver.2.0

¥2,500 MS-06S 黒い三連星ザクVer.2.0

XXXG-01D ガンダムデスサイズ EW

¥1,200 PA-78-3A ガンダムアメイジングレッドウォーリア

¥1,500 ダブル・フィン・ファンネル拡張ユニット

¥1,500

GNT-0000 ダブルオークアンタ

¥1,500 RX-78-02 ガンダム（GUNDAM THE ORIGIN版）

¥1,500 トールギスＩＩ

¥2,000

GN-0000+GNR-010 ダブルオーライザー

¥2,500 LM314V21 V2ガンダム Ver.Ka

¥1,500 MS-06R-1A ユーマ・ライトニング専用ザクII

¥2,500

OZ-13MS ガンダムエピオン EW

¥1,500

¥2,000 MS-06S ジョニー・ライデン専用ザクII

¥1,800

RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ チタニウムフィニッシュ

RGZ-95C リゼルC型 (ディフェンサーa+bユニット／ゼネラル・レビル配備機)

FA-78 フルアーマーガンダム Ver.Ka(GUNDAM THUNDERBOLT版)

MS-06S ザクII (シャア・アズナブル少佐機) クリスタルVer.

¥1,800

コーティングVer.

ホビーオンラインショップ
ＭＳ-07B3 グフカスタム（重力戦線イメージカラーVer.）

小説版ユニコーンガンダム2号機バンシィVer.Ka 最終決戦仕様

¥3,500
¥17,000

¥1,500

XM-X2ex クロスボーンガンダムX2改 Ver.Ka シン・マツナガ専用ザクII カスタムタイプ

4,000円買取

ジャスティスガンダム

3,800円買取

2,500円買取

MS-06R-1A アナベル・ガトー専用ザクＩＩ Ver.2.0

¥4,000

GAT-X105B/ST スタービルドストライクガンダム（RGシステムVer.）

¥4,000 ZGMF-X42S デスティニーガンダム クリアカラーVer.

¥10,000

ギラ・ドーガ（レズン・シュナイダー専用機）

¥5,000

MS-06R-1A エリック・マンスフィールド専用高機動型ザクII

¥2,500 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 クリアカラーVer.

¥3,500

ザク・キャノン（ユニコーンカラーVer.）

¥3,500

ZGMF-X10A フリーダムガンダム Ver.2.0 フルバーストモード SPコーティングVer.

¥3,500 RX-78-3 G3ガンダム Ver.ONE YEAR WAR 0079

¥3,000

ズゴック（ユニコーンカラーVer.）

¥2,000 AMS-119 ギラ・ドーガ(ユニコーンVer.)

¥2,500

MS-06J 量産型ザク Ver.2.0 リアルタイプカラー仕様

¥2,500

クロスボーンガンダムX3 Ver.Ka

¥2,500 MSR-00100S 百式改

¥7,500

RX-78-2 ガンダム Ver.ONE YEAR WAR 0079 (劇場版イメージカラー)

ガンダムアストレイ レッドフレーム

¥2,000 ZGMF-X56S インパルスガンダムブランシュ

¥3,500 WD-M01 ∀ガンダム 金メッキVer.

¥24,000

ガンダムアストレイ ノワール

¥3,500

¥4,000

RX-78-2 ガンダム Wii「機動戦士ガンダム MS戦線0079」発売記念限定カラーVer.

¥16,200

ガンダムエクシア リペアＩＩ

¥2,500 MS-06R-2 ロバート・ギリアム専用ザクＩＩ

¥3,000

MSM-07S シャア専用ズゴック (エクストラフィニッシュVer.) キャラホビ2007

¥4,000

デスティニーインパルスガンダムＲ（リジェネス）

¥2,000

¥2,500

ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム クリアカラーVer.

¥2,000

RX-78-1 プロトタイプガンダム

¥2,500 νガンダム Ver.Ka用 HWS拡張セット

¥1,200 MS-06F-2 ザクIIF2型 レッドクリアVer.

¥8,000

フルアーマーガンダム（ブルーカラーＶｅｒ．）

¥2,000 RGM-179 ジムII

¥2,300 MS-06F-2 ザクIIF2型 ブルークリアVer.

¥13,000
¥10,000

GAT-X105+AQM/E-YM1 パーフェクトストライクガンダム SPコーティングVer.

ウエポン&アーマーハンガー FOR フルアーマーガンダム Ver.Ka(GUNDAM THUNDERBOLT 版)

MS-06F ドズル・ザビ専用ザクII

¥4,000 ジム・キャノン(北米戦線仕様)

¥2,000 MS-06F-2 ザクIIF2型 クリアVer.

ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン

¥3,000

¥3,800

MS-14C ゲルググキャノン（MSVカラー）

¥3,800 XM-X2ex クロスボーンガンダムX2改 Ver.Ka

¥4,000 ZGMF-X10A フリーダムガンダム クリアカラーVer.

MS-07B マ・クベ専用グフ

¥3,500

¥1,800

MS-06R-1A シン・マツナガ専用ザクII（カスタムタイプ）

Mプロヴィデンスガンダム用 ドラグーンディスプレイエフェクト

RX-78-2 ガンダムSP (大河原邦男イラストイメージカラーVer.)

¥6,000

¥9,000
¥3,000

RX-78-2 ガンダム Ver.ONE YEAR WAR 0079 エクストラフィニッシュVer.

¥12,000

Ｓガンダム ブースター・ユニット装着型

¥8,000 GN-0000+GNR-010/XN ダブルオーザンライザー 買取強化

YMS-15 ギャン (エクストラフィニッシュVer.) キャラホビ2006

¥7,000

ダブルオーガンダム セブンソード/G インスペクション

¥4,500 GNX-604T アドヴァンスドジンクス

XXXG-00W0 ウィングガンダム ゼロ EW版 (パールミラーコーティングVer.) キャラホビ2005

¥5,400

Hi-νガンダムVer.Ka用 HWS拡張セット

¥1,500

ガンダムアストレイブルーフレームＤ用 ドラグーンフォーメーションベース

¥1,500 RX-78-2 ガンダム Ver.1.0 チタニウムフィニッシュ

¥16,200

MS-06FS ガルマ・ザビ専用 ザクII

¥4,000 RX-78-2 ガンダム Ver.OYW クロームメッキ

¥16,200 RX-78-2 ガンダム Ver.1.5 メッキVer.

¥5,500

¥15,000 MS-06F/J 量産型ザクII クリアVer.

¥8,000

¥18,000 MS-09 ランバ・ラル専用ドム コーティングVer.

¥6,000

買取強化

限定版

OZ-00MS2B トールギスIII

¥4,000

MSZ-006-3B ゼータガンダム3号機Ｂ型 グレイ・ゼータ

¥4,500 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 純金メッキモデル

MS-09R ドズル・ザビ専用リック・ドム

¥3,000

MS-06R-2 ギャビー・ハザード専用ザクII

¥2,500 MS-06J 量産型ザク Ver.2.0 クリアカラーVer.

MSZ-006P2/3C ゼータガンダム3号機P2型 レッド・ゼータ

¥3,000

MSZ-006 ゼータガンダム Ver.2.0 エクストラフィニッシュVer.

AMS-119C ギラ・ドーガ（フル・フロンタル専用機）

¥1,500

ZGMF-X42S-REVOLUTION ハイネ専用デスティニーガンダム

RX-78-2 ガンダム Ver.OYW チタニウムフィニッシュ

MS-06S シャア専用ザク Ver.2.0 カップヌードル オリジナル クリアカラーVer.

¥6,000

RX-78-2 ガンダム 1年戦争戦勝記念仕様

¥4,500

RX-78GP03S ガンダム試作3号機 ステイメン コーティング仕様

¥22,000

MS-09RS リック・ドム シャア・アズナブル専用機 コーティングVer.

¥2,500

¥3,500 RX-78NT-1 ガンダムNT-1 メタルクリアVer.

¥5,000

¥14,000 MS-09R リック・ドム メタルクリアVer.

¥8,000

RX-178/FXA-05D スーパーガンダム メタルクリアVer.

¥3,500

XXXG-00W0 ウイングガンダム ゼロ (EW版) パールグロスVer.

¥5,000 RX-78NT-1 ガンダムNT-1 ゴールドVer.
¥4,000 MS-14 ガトー専用ゲルググ メッキコーティング仕様

¥3,000

ターンエーガンダム（月光蝶Ver.）

¥2,800 MS-07B グフ Ver.2.0 クリアカラーVer.

ターンエーガンダム用拡張エフェクトユニット “月光蝶”

¥1,500

¥4,500

¥9,500

メガ・バズーカ・ランチャー

¥2,000

RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 MECHANICAL SMOKED CLEAR Ver.

¥6,000

RX-78/C.A キャスバル専用ガンダム メッキコーティング仕様

¥3,000

サザビー Ver.Ka & RE ナイチンゲール用 拡張ファンネルエフェクトセット

¥1,500

RX-78-2 ガンダム Ver.ONE YEAR WAR 0079 カップヌードル オリジナルカラー Ver.

¥9,000 RX-78GP01 ガンダム試作1号機 特製メッキ仕様

¥16,200

RGC-80 ジム・キャノン

¥3,500

ZGMF-X56S インパルスガンダム (フルカラーメッキVer.)

FA-78-2 ヘビー・ガンダム

¥2,500

MS-06J 量産型ザク Ver.2.0 (エクストラフィニッシュVer.)

¥2,800 RX-78-2 ガンダム クリアーVer.

XXXG-01S2 アルトロンガンダム EW（EW）

¥6,000

MS-06S シャア専用ザク Ver.2.0 エクストラフィニッシュVer.

¥5,000 MS-06S ザクII ガイア少佐機カラー

¥12,000 MS-06S シャア専用ザクII クリアーVer.

¥18,000
¥7,200
¥12,000

RGM-96X ジェスタ・キャノン

¥3,000 GAT-X105 エールストライクガンダム + バズーカ

¥2,500 MS-06S ザクII クリアーVer.

¥5,000

ガンダムアメイジングエクシア

¥2,500 MBF-02 ストライクルージュ クリアカラーVer.

¥6,300

¥6,000

V2ガンダム Ver.Ka用 拡張エフェクトユニット “光の翼”

¥1,800

¥5,000 MSN-04 サザビー Ver.Ka メカニカルクリア

RX-78-2 ガンダム Ver.O.Y.W. 0079 ガンダムクライシス イメージカラーVer.

FA-93-ν2HWS Hi-νガンダム H.W.S. Ver.Ka メカニカルクリア

¥4,000

