ジムⅡセミストライカー

2,300円買取
HGUC 1/144 一般販売・特別仕様
RX-75 ガンタンク DVDカタログ付き
MS-14F ゲルググマリーネ
MSM-07S シャア専用ズゴック DVDカタログ付き

RX-78GP03S ガンダムGP03S ステイメン

RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（デストロイモード)Ver.GFT

クシャトリヤ・リペアード

2,500円買取

2,500円買取

PMX-000 メッサーラ

¥800 RX-78-3 G-3ガンダム & MSN-02 ジオング

¥1,000 MSA-003 ネモ（ユニコーンデザートカラーVer.）
¥800

RX-0[N] ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン（デストロイモード）

¥1,000

RX-0 フルアーマー・ユニコーンガンダム（デストロイモード）

¥800 NZ-666 クシャトリヤ・リペアード

¥800 RX-78 ガンダム 紅ガンダムVer.

¥1,000
¥2,700

¥1,200

MSN-02 ジオング バンダイミュージアム限定特別カラーVer.

¥1,800

¥1,800

MSN-00100 百式 バンダイミュージアム限定特別カラーVer.

¥2,000

¥2,500 MS-06 ザクII (MS IGLOO版)

¥1,500

MS-14Fs ゲルググマリーネ シーマカスタム

¥1,000 NZ-999 ネオ・ジオング

¥6,000 MS-06 ザクII (セモベンテ隊仕様)

¥1,500

RX-78GP03 ガンダムGP03 デンドロビウム

¥7,000 YAMS-132 ローゼン・ズール（エピソード 7 Ver.）

¥1,000 機動戦士Zガンダム メッキVer.4体セット

¥4,000

MSA-0011[Ext] Ex-Sガンダム
MRX-009 サイコガンダム

¥800 LM314V23/24 V2アサルトバスターガンダム
¥1,500 HGCE)ZGMF-X10A フリーダムガンダム

¥800 MS-06S シャア専用ザク レッドメッキVer.

¥1,500

¥800

¥1,500

RX-178 ガンダムMk-II(エゥーゴ) 劇場限定版 クリアカラーVer.

RX-178 ガンダムMk-II+フライングアーマー

¥800 MS-07B グフ-REVIVE-

¥1,200 RX-78-2 ガンダム 「ガンダム展」限定クリアVer.

¥1,400

RX-121-1 ガンダム TR-1［ヘイズル改］

¥800

RX-0 フルアーマー・ユニコーンガンダム（デストロイモード/レッドカラーVer.）

¥1,200 ガンダム 大地に立つ セット (エクストラフィニッシュVer.)

¥2,500

HGCE)ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム-REVIVE-

¥1,000 MSN-00100 百式 劇場限定版 クリアカラーVer.

¥1,200

グリプス戦役セット
RX-78GP02A ガンダムGP02A サイサリス

¥1,500

¥800 MSZ-006 ゼータガンダム

MSM-10 ゾック

¥1,200 RMS-154 バーザム

ジャブロー攻略作戦 水陸両用モビルスーツセット

¥1,000 イフリート・シュナイド

¥1,000 MSZ-006 ゼータガンダム 劇場限定版 クリアカラーVer.
¥1,000 MS-06SC430 ザクIISC430型
¥800 MS-05 ザクI リアルタイプカラー(第09回オラザク記念品)

MSN-03 ヤクト・ドーガ（クェス・エア専用機）

¥800 ブルーディスティニー1号機"EXAM"

RGZ-91 リ・ガズィ

¥800

8月発売

エクストラフィニッシュVer.

¥800
¥1,000
¥6,000

RGM-79FP ジム・ストライカー オリジナルゲームカラーVer.

¥4,500

RMS-106 ハイザック マラサイスキームカラーVer.

¥6,000

MS-09R-2 リック・ドムII ライトグリーンVer.

¥1,500 MS-07B グフ エクストラフィニッシュVer.

¥1,200 MS-09 シャア専用リック・ドム コーティングVer.

¥3,000

HG U.C. HARD GRAPH)MS-06 ザク地上戦セット

¥1,200

AMX-004 キュベレイ エクストラフィニッシュVer.（ホワイトパール,ピンクメタル）

¥1,200 MS-09 ドム リアルタイプカラー(第10回オラザク記念品)

¥6,000

RMS-099B シュツルム・ディアス

¥1,200

AMX-004-2 キュベレイMk-II エクストラフィニッシュVer.（ブルーメタリック,ピンクメタル）

¥1,000

RX-121-1 ガンダムTR-1 [ヘイズル改] 電撃15年祭特別セット

¥2,700

RMS-119 アイザック

¥1,000

AMX-004-3 キュベレイMk-II エクストラフィニッシュVer.（レッドメタリック,イエローメタル）

¥1,000 MS-06S シャア専用ザク エクストラフィニッシュVer.

¥1,000

¥800

RX-178 ガンダムMk-II（エゥーゴ）エクストラフィニッシュVer.

¥1,200 RGM-79 ジム リアルタイプカラー(第11回オラザク記念品)

¥5,000

¥1,000 RX-178 ガンダムMk-II (ブルーメッキVer.)

¥4,100

RGM-89 ジェガン
RX-93 νガンダム メタリックコーティングVer.

¥1,000 AMX-004 キュベレイ エクストラパールVer.

MSN-04 サザビー メタリックコーティングVer.

¥1,500 HGUC 1/144 イベント限定品・キャンペーン当選品 MSZ-006 ゼータガンダム (ブルーメッキVer.)

MS-06F-2 ザクIIF2型 ジオン軍仕様

¥1,000

RGZ-95C リゼル（隊長機）

¥1,000

AMS-129 ギラ・ズール（アンジェロ・ザウパー専用機）

ハイグレード Ver.G30th
RX-78-2「ガンダム」（Ver.G30th）&EXガンダムトレーラー フルカラーメッキVer.

¥800 RX-78-2 ガンダム Ver.G30th セブン-イレブンカラー

¥7,000

ガンダムTHE FIRST限定 V作戦セット クリアカラーVer.

¥1,500

¥3,000 ガンダムTHE FIRST限定 シャア専用MS クリアカラーVer.

¥2,500

¥1,000 MS-06S シャア専用ザク エクスプレス限定カラー

¥1,500

RX-0 ユニコーンガンダム（デストロイモード）チタニウムフィニッシュ

¥1,000

RX-78-2 ガンダム Ver.G30th セブン-イレブンカラーVer.1.5

¥1,200

MS-06 量産型ザク リアルタイプカラー(第12回オラザク記念品)

¥6,000

MSN-06S シナンジュ チタニウムフィニッシュ

¥1,500 RX-78-2 ガンダム Ver.G30th クリアカラーVer.

¥1,000

RX-0 ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) + 1/48 ヘッドディスプレイベース

¥1,200

AMX-009 ドライセン（ユニコーンVer.）

¥1,000 RX-78-2 ガンダム Ver.G30th プレミアムゴールドVer.

¥2,800

RX-0 ユニコーンガンダム(デストロイモード) + 1/48 ヘッドディスプレイベース

¥3,000

MSN-001 デルタガンダム

¥2,300 RX-78-2 ガンダム Ver.G30th ANA オリジナルカラーVer.

¥2,000 MSZ-010 ダブルゼータガンダム クリアカラーVer.

¥1,500

RAS-96 アンクシャ

¥800

RX-78-3 G-3ガンダム Ver.G30th(スーパーエキスポ東京2010)

¥1,000 MSZ-006 ゼータガンダム クリアカラーVer.

¥1,500

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

¥1,000

RX-78-2 ガンダム Ver.G30th ～B印 YOSHIDA×PORTER×GUNPLA SPECIAL PACKAGE Ver.～

¥9,000

RX-0 ユニコーンガンダム(デストロイモード) 劇場限定NT-DパールクリアVer.

¥1,800

RMS-192M ザク・マリナー

¥1,000

RX-0 ユニコーンガンダム D-MODE ANA オリジナルカラーVer.

¥3,000

MSN-001X ガンダムデルタカイ

¥1,000 RX-77-2 ガンキャノン クリアレッドVer.

MSN-06S シナンジュ 劇場限定レッドコメットスパークルVer.

¥1,800

YAMS-132 ローゼン・ズール

限定モデル

¥800 RGM-79 ジム クリアVer.

¥1,500

¥1,500 MS-06S シャア専用ザク セブン-イレブンカラー

¥1,000

RGM-96X ジェスタ・キャノン

¥1,400 RX-77-2 ガンキャノン クリアVer.

¥1,000

HG 1/144 セブン-イレブン オリジナルクリアカラー6体セット

¥11,000

RX-0 フルアーマー・ユニコーンガンダム（ユニコーンモード）

¥1,200 RGM-79 ジム ガンダム・ザ・ライド

¥1,800

MS-14A 量産型ゲルググ リアルタイプカラー(第14回オラザク記念品)

¥6,000

ジェガン エコーズ仕様 コンロイ機

バイアランカスタム2号機 バンデシネ機

1,800円買取

2,500円買取

HGUC 1/144 イベント限定品・キャンペーン当選品
限定モデル
MS-14A 量産型ゲルググ リアルタイプカラー(第14回オラザク記念品)

¥6,000

1/144 ザクIII改（Twilight AXIS Ver.）

2,000円買取

RX-80PR ペイルライダー（陸戦重装備仕様）HADES MODE エクストラフィニッシュVer.

¥1,500

RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（ユニコーンモード）ゴールドコーティングVer.

¥2,000 MS-14A ガトー専用ゲルググ

ガンダムフロント東京限定

RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ（デストロイモード）NT-DクリアVer.

94式ベースジャバー

¥1,000
¥800
¥1,200

MSN-001A1 デルタプラス メタリックVer.

¥3,000 RX-93 νガンダム（Ver.GFT）

¥1,200 MSM-08 ゾゴック（ジャブロー攻略戦仕様）

¥1,200

RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ（デストロイモード）劇場限定 NT-DクリアVer.

¥2,500 MSN-04 サザビー（Ver.GFT）

¥1,000 アイザック/ガザC/ギラ・ドーガ（ユニコーンVer.）セット

¥2,500

G3 ガンダム(第15回オラザク記念品)

¥6,300 MSM-04 アッガイ（Ver.GFT）トリコロールペイント
¥2,000 シャア専用ズゴック VS ジム（Ver.GFT）

¥1,400 RX-160S-2 バイアラン・カスタム2号機
¥1,000 RX-160S-2 バイアラン・カスタム2号機（バンデシネ版）

¥2,000

YAMS-132 ローゼン・ズール 劇場限定エリートローズガードクリアVer.
RX-0[N] ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン（ユニコーンモード）チタニウムフィニッシュVer.

¥1,000

RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（デストロイモード）（Ver.GFT）

¥2,500 ARX-014P シルヴァ・バレト（ファンネル試験型）

¥1,500

RX-0 ユニコーンガンダム（デストロイモード グリーンフレーム パールクリア Ver.）

¥7,200

RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（デストロイモード）（Ver.GFT）リミテッドゴールドコーティング

¥5,000 AMS-129 ギラ・ズール（ギルボア・サント機）

¥2,500

CHOCOOLATE×機動戦士ガンダム BOXSET COLLECTION

¥4,500

RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ（デストロイモード）（Ver.GFT）

¥1,800 RGM-96X ジェスタ・キャノン トライスタークリアVer.

¥1,000

¥2,500

MS-06S シャア専用ザク Ver.ZEONICTOYOTA

¥1,000

RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（デストロイモード）（Ver.GFT）カラークリアVer.

¥2,500

MSM-04 アッガイ（Ver.GFT）セブン-イレブンカラー

¥1,200

ユニコーンガンダム1号機&2号機（Ver.GFT）（Strikes ODAIBA SET)

¥3,000 MS-09RS アナベル・ガトー専用リック・ドム

¥2,000

ユニコーンガンダム3号機 フェネクス type RC（デストロイモード）Ver.GFT シルバー

¥2,000 ネオ・ジオング用 拡張エフェクトユニット"サイコシャード"

¥1,000

ゴッドガンダムvsマスターガンダム 流派東方不敗ハイパーモードセット

¥3,000

ガンダム&量産型ザクセット（ガンダムブレイカーオリジナルカラーVer.）

¥1,000

RX-0 フルアーマー・ユニコーンガンダム（ユニコーンモード）劇場限定 パールクリアVer.

¥1,000 デルタガンダム弐号機 Ver.GFT LIMITED COLOR

¥1,800 RGM-89M ジェガン Bタイプ（F91Ver.）

¥1,500

RX-93 νガンダム（Ver.GFT）セブン-イレブンカラー

¥1,000

¥5,000 MSZ-008 ΖII（ゼッツー）トラヴィス・カークランドカラー

¥1,000

RX-0 ユニコーンガンダム（デストロイモード）メモリアルクリアVer.

MSN-06S シナンジュ メモリアルクリアVer.
NZ-666 クシャトリヤ メモリアルクリアVer.

RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（デストロイモード）Ver. GFT リミテッド ゴールド&シルバーコーティングセット

¥10,800 RX-78-2 ガンダム Ver. GFT REVIVE EDITION
¥5,000

¥800 RGM-89R ジェガン Aタイプ（F91Ver.）

ホビーオンラインショップ

¥11,000 ユニコーンガンダム パールクリアVer. 2機セット

V2ガンダム用 拡張エフェクトユニット"光の翼"

¥1,500
¥1,000

¥2,800 RGM-89S スタークジェガン（CCA-MSV Ver.）

¥1,800

¥1,400 XM-X2ex クロスボーン・ガンダムX2改

¥1,800

MSN-001A1 デルタプラス メモリアルクリアVer.

¥4,500

RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ（デストロイモード）メモリアルクリアVer.

¥6,000 ジム改 スタンダードカラー&ボール改修型

¥1,000 AMX-102 ズサ

¥1,000

RX-0 フルアーマーユニコーンガンダム（ユニコーンモード）メモリアルクリアVer.

¥2,000 NZ-666 クシャトリヤ パールクリアバインダーVer.

¥2,000 ARX-014 シルヴァ・バレト（ガエル・チャン専用機）

¥2,500
¥1,500

RX-0 ユニコーンガンダム（デストロイモード）NT-DパールクリアVer.

RX-0 ユニコーンガンダム（デストロイモード）セブン-イレブンカラー

¥2,300 MSN-06S シナンジュ レッドコメットスパークルVer.

¥1,500 RGM-89A2 ジェガンA2型（ゼネラル・レビル配備機）

RX-0[N] ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン（デストロイモード）劇場限定 NT-DクリアVer.

¥3,000 RMS-179 ジムII デザートカラーVer.

¥1,200 RMS-179 ジムII セミストライカー

¥2,300

MSM-04G ジュアッグ（ユニコーンVer.）劇場限定 クリアVer.

¥1,000

¥1,500 ガンダム Ver.GUNPLA CAKE SPECIAL MISSION

¥2,700

RX-0 ユニコーンガンダム（デストロイモード）劇場限定 メッキフレーム/メカニカルクリアVer.

¥2,500 エクストリームガンダム（type-レオス）

¥1,200 AMX-004-3 キュベレイMk-II（プルツー専用機）

¥1,500

RX-80PR ペイルライダー Limited Metallic Ver.

¥1,500 MSM-04G ジュアッグ（Ver.MSV）

¥1,000 XM-X2 クロスボーン・ガンダムX2

¥1,400

MS-06S&MS-06 シャア専用ザク&量産型ザク THE ART OF GUNDAM OSAKA メタリックエディション

¥1,500 RGM-96X ジェスタ トライスタークリアVer.

¥1,500 AGX-04 ガーベラ・テトラ（ロールアウトVer.）

RX-0[N] ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン（デストロイモード）グリーンフレーム チタニウムフィニッシュVer.

¥2,500 MSN-001A1 デルタプラス インナースペースクリアVer.

¥1,000 ZGMF-X56S/γ ブラストインパルスガンダム

HGCE)ストライクガンダム スペシャルカラーVer.

¥1,200 AMS-119 ギラ・ドーガ（フル・フロンタル専用機）

¥2,000 AMX-004-2 キュベレイMk-II（エルピー・プル専用機）

MSZ-006A1 ゼータプラス（テスト機イメージカラー）

¥1,000 RGM-86R ジムIII（ユニコーンデザートカラーVer.）

¥1,400 RGM-89S プロト・スタークジェガン

ボールK型（第08MS小隊版）&ボール（シャークマウス仕様）

F91 ガンダムF91 残像イメージクリアーVer.

¥1,200 RX-79BD-2 ブルーディスティニー2号機 Ω（オメガ）カラー

RX-0 フルアーマー・ユニコーンガンダム（デストロイモード）レッドメッキフレーム/メカニカルクリアVer.

¥1,500 RGZ-95C リゼルC型（ゼネラル・レビル配備型）

RX-78-2 ガンダム Ver.G35th BASE
LM312V04+SD-VB03A Vダッシュガンダム クリアカラーVer.

¥800 RGM-79SP ジム・スナイパーII（ホワイト・ディンゴ隊仕様）
¥1,000 RMS-179 ジムII（エゥーゴカラーVer.）

¥800 XM-X1 KaiKai クロスボーン・ガンダムX1改・改
¥2,500 MSZ-006C1 ゼータプラスC1

¥800
¥1,800
¥800
¥1,500
¥1,000
¥1,500

¥1,800 ZGMF-X56S/β ソードインパルスガンダム

¥1,500

¥1,000

¥1,800

RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス type RC（ユニコーンモード）シルバーコーティング Ver.

LM314V23/24 V2アサルトバスターガンダム クリアカラー&メッキVer.

¥1,400 ベースジャバー（ユニコーン ジオン軍残党カラーVer.）

RX-78-3 G-3ガンダム

¥1,200 RGZ-95 リゼル（ディフェンサーbユニット）

¥1,800 AMX-011S ザクIII改（Twilight AXIS Ver.）

¥800 MS-14A ゲルググ（ユニコーンVer.）

¥1,500

RX-0 ユニコーンガンダム（デストロイモード）+1/48ヘッドディスプレイベース 最終決戦Ver.

¥1,000 ジム&ガンキャノン量産型（ホワイト・ディンゴ隊仕様）

¥1,000 RGM-79[G] ジム・スナイパー

買取強化

MS-07B グフ クリアカラーVer.

¥1,000 グフ&ゲルググ（ヴィッシュ・ドナヒュー専用機）

¥1,200 RGM-89D ジェガンD型（迷彩仕様）

買取強化

¥2,000

