ガンダム15周年記念特別作品 1/35 RX-78 GUNDAM Ver.Ka

34,000円買取

1/220 MRX-010 サイコガンダム Mk-Ⅱ 1/100 MGザクⅡ用 ザク強行偵察型 換装キット

20,000円買取

ガンダム15周年記念特別作品 1/35 RX-78 GUNDAM Ver.Ka

¥34,000

SD 勇剣士プラス SHOP 円卓の騎士

¥33,000 1/100 ヤクトドーガ

1/100 機動武闘伝Gガンダム / ガンダムローズ

1/100 MSN-04 ナイチンゲール ¥15,000 1/100ジムコマンド改造パーツ
1/100 MGザクⅡ用 ザク強行偵察型 換装キット

1/220 MRX-010 サイコガンダム Mk-Ⅱ

¥20,000

¥11,000

20,000円買取
1/100 ガンダムマークⅢ ベルガ・ダラス改造パーツ

¥11,000 1/144
¥10,000

¥10,000
¥20,000 1/220 ノイエ・ジール ガンダム0083 ¥10,000
1/100 MG ザクF2用 アニメ版改造パーツ

量産型ガンタンク

1/100 MSN-04 ナイチンゲール

15,000円買取

¥8,000 1/220 GP03 デンドロビウム

¥7,000

¥8,000 1/144 ハンブラビ （武装付属版）

¥7,000

1/100 逆襲のシャア RGZ-91 Re-GZ リ・ガズィ

¥8,000 1/144 ネモ

¥7,000

1/100 ザク・デザートタイプ改造パーツ ガンダム MSV

¥8,000

¥7,000

MG ガンダム MK-2用 フルアーマーガンダムMK-2換装キット

¥8,000 1/220 クイン・マンサ

¥7,000

¥8,000

MG用 キュベレイ量産型 改造パーツ

¥7,000

1/100 RX-139 ハンブラビ Zガンダム

1/144 ZZガンダム Ver.ka RCベルグ ¥19,000 1/144 ガンキャノン重装型改造パーツ

¥10,000 1/220 サイコガンダムMk-Ⅱ

1/100 ギャプラン

¥10,000 1/144 ガンキャノン

¥8,000

Gガンダム マスターガンダム 風雲再起

¥7,000

¥10,000 1/144 ガルバルディβ 柳生圭太原型

¥8,000

1/144 HGUC Zガンダム c.o.v.e.r.kit-10

¥7,000

¥10,000 1/144★レッドウォーリア 換装キット

¥8,000 HGUC クシャトリヤ用改造パーツ

¥7,000

¥8,000 1/72 RX-78-2 ガンダム Ver.ka

¥7,000

¥15,000 1/144 リグ・コンティオ

1/144機動武道伝G デビルガンダム ¥15,000 レジンキット フラウ・ボウ
1/144 ゴトラタンキャノンユニット装備型

¥10,000

ザメル 1/144 コトブキヤ

¥15,000 1/144 ガンダムMk-4

¥10,000

1/100「ガーベラ・テトラ」+「オプションパーツ」

¥14,000

1/144 HGUC ジム ストライカーカスタム

¥10,000 ガンダムW エアリース 1/100

¥8,000 コードギアス 1/7 コーネリア 完成品

¥7,000

造形村 1/100 PMX-000 MESSALA メッサーラ Zガンダム

¥14,000

HGUC フルアーマー ガンダム NT-1 c.o.v.e.r.kit-24

¥10,000

¥8,000 1/144 ゼータ グスタフ

¥7,000

1/100 MSN-03 ヤクト・ドーガ (逆襲のシャア)

¥14,000

1/100 MS-07H-8 グフフライトタイプ 改造パーツ

¥10,000 1/144 ブルッケング

¥14,000

1/100 MG ザクII用 ザク強行偵察型 換装キット

¥10,000 1/144 ドーベン・ウルフ

¥8,000
¥8,000 1/144 RMS-154 BARZAM バーザム

¥7,000

1/330 アプサラス
1/100 ガンダム6号機 マドロック 改造パーツ

¥14,000 HI-νガンダム 1/100

¥10,000 1/144 TMG-79C ジム・カナール

¥8,000 フォウ・ムラサメ 1/7 完成品

¥7,000

¥10,000 1/144 ガズ-L AMX-117L

¥8,000 １/100 Zガンダム 藤田版

¥7,000

1/144 試作型モビルスーツ ザメル ¥14,000

1/60 PGガンダム フルアーマー改造パーツ

c.o.v.e.r.kit 1/144 HGUC用 MS-14BR 高機動ゲルググ改

1/100 MGリックドム用 リックドムⅡ 改造パーツ 0083

1/100 MG ジム・キャノンⅡ 改造パーツ ガンダム0083

1/144 武者ガンダム 改造パーツ 換装キット

¥7,000

1/220 MA-08 ビグザム カトキver. ¥14,000 Ｇガンダム/ ボルトガンダム・1/100 ¥10,000 1/72 ウイングガンダムゼロカスタム

¥8,000

1/144 ガンダムサダルスードF ¥14,000

¥8,000 1/144 高機動型ギャン

¥7,000

¥8,000 1/144 ザンネック

¥7,000

¥8,000 1/7 フェルト・グレイス 完成品

¥7,000

¥9,000
¥9,000 1/144 ガンダムGP－00 ブロッサム

¥7,000

¥6,000

¥7,000 1/100 バウ

¥6,000

¥7,000 1/100 ジム改RGM-79C

¥6,000

1/100 MG ジオング用 高機動型ジオング 改造パーツ

¥10,000 1/144 ガンダムＺＺ（Ver.ka)

キャラホビ アトリエ彩 1/144 マグアナック ガンダムＷ

¥14,000 ポートレートオブオリジン セイラ・マス

¥9,000

1/144 Vガンダム ゲドラフ & アインラッド

ガーレージキット ガンダム アプラサスⅢ 1/330

¥13,000

¥9,000

ZZガンダム ルー・ルカ 1/8パイロットスーツ版

1/100 MS-06M 水中型ザク 改造パーツ

1/144高機動型ギャン/ジオンの系譜 ¥13,000 1/144 バイアラン

1/144 フェニックスガンダム SDガンダム

HGUC ガンダムMK-Ⅱ用武者換装キット

1/100 ガンダムW 宇宙用サンドロック

¥7,000

1/100 ガンダム 逆襲のシャア ヤクト・ドーガ

¥12,000

バウンドドック Zガンダム

¥12,000 1/100 イフリート 改造パーツ

¥9,000

1/220 MRX-010 サイコガンダム Mk-Ⅱ

¥12,000 1/33 νガンダム 逆襲のシャア

¥9,000 RMS-019 クラウダ ガンダムX

¥7,000 1/144 ボリノークサマーン

¥6,000

シャア・アズナブル

¥12,000 SD ガンダム 戦国伝 自衛丸

¥9,000

¥7,000

¥6,000

1/144 ビークラブ Z.GUSTAV ゼータ・グスタフ

1/144 HGガンダムVer.G30th用 c.o.v.e.r.kit-22

1/100 ザク・デザートタイプ改造パーツ

ＨＧＵＣジム用ジムスナイパーカスタム改造パーツ

1/100 MG陸戦型ガンダム用 ブルーディスティニー改造パーツ

¥12,000 ガンダムピクシー 改造パーツ

¥9,000 ZZガンダム ルー・ルカ 1/7キット

¥7,000 1/100 リ・ガズィカスタム（縦箱）

¥6,000

1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.Ka.2.0

¥12,000 1/144 ジムスパルタン

¥9,000

¥7,000 1/144 ガンキャノン(インテグラル版)

¥6,000

「機動警察パトレイバー」 1/24 AV-X0 零式 ソフビキット

¥12,000 エルピー・プル ポリストーン完成品

¥9,000 1/144 HGUC ゲルググキャノン

¥7,000

¥6,000

¥8,000

¥7,000 1/144 ガンダムF91

1/144 ザクⅡ シュトゥッツァー ¥12,000 1/7 ルー・ルカ 完成品

シーマ・ガラハウ＆リリー・マルレーン コールドキャスト完成品

ガンダム THE ORIGIN アムロレイ レジン完成品

1/100 MGジム改用 アニメ版改造パーツ

¥6,000

1/144 ザメル 限定再生産モデル

¥11,000 1/144 ゲンガオゾ

¥8,000 1/100 AMS-119 ギラドーガ

¥7,000 1/144 ビルゴⅡ

¥6,000

1/100 MGドム用 ドワッジ改造パーツ

¥11,000 1/100 MGジム用ジムⅢ換装キット

¥8,000

1/100 MGゲルググ用 リゲルグ 改造パーツ

¥7,000

1/100 MGF2ザクⅡ用 ドラッツェ換装キット

¥6,000

1/100 MG量産型ゲルググ用 ゲルググJ 改造パーツ 0080

¥8,000 1/100 MSN02 パーフェクトジオング

¥7,000

1/100 宇宙用ガンダムヘビーアームズ

¥6,000

1/100 MG MS-06FZ ザクFZ型 換装キット ガンダム 0080

¥8,000 SDガンダム ネオブラックドラゴン

¥7,000 1/144 ギャンクリーガー

1/7 ルー・ルカ 完成品

¥8,000

1/100 MGゲルググ用 リゲルグ 改造パーツ

¥7,000

1/100 MSN02 パーフェクトジオング

¥7,000

1/100 ゲルググ M シーマカスタム ¥11,000

1/100 リゲルグ

¥11,000

¥6,000

WAVE 1/100ザブングル スペシャル版 1/144 サイバスター 第4次スパロボ

29,000円買取

20,000円買取

1/35 ダンバイン

ダンバイン 1/72 ズワァース

11,000円買取

8,000円買取

1/144 フルアーマーゼータガンダム改造パーツ

¥6,000 1/144 リ・ガズィカスタム

¥5,000

1/100 MGジム・カスタム用ジム・スナイパーII換装キット

¥6,000 GKfull-kitSDバーサルナイトガンダム

¥5,000 1/100 百式改

¥4,000 1/100 MS-06F2ザクⅡ

¥3,000

1/144 AMX-117R ガズアル

¥6,000 1/7 ハマーン・カーン14歳Ver 完成品

¥5,000 1/144 シャッコー

¥4,000 1/144 メッメドーザ

¥3,000

1/3500 ドロス級大型輸送空母

¥6,000 ポートレートオブオリジン1 アムロ・レイ

¥5,000 1/144 ビギナ・ギナ

¥4,000 1/144 ベルガ・ギロス

¥3,000

1/144 ディジェ

¥6,000 1/100 バウ(フル可動・フル可変）白箱

¥5,000 1/144 MSZ-008ZII(ゼッツー)

¥4,000 1/144 Zガンダム(VERSION Ka.)

¥3,000

1/100 サザビー

¥6,000 1/144 キュイ 完成品

¥5,000 1/7 ナタル・バジルール 完成品

¥4,000 1/144 MS-08TX(EXAM)イフリート改

¥3,000

1/72 機動戦士ガンダムF91

¥6,000 1/144 バーザム(センチネル版）

¥5,000

¥4,000 1/100 デナン・ゲー

¥3,000

1/100 MGガンダムver.1.5用 フルアーマーガンダムver.ka改造パーツ

¥6,000 1/144 ゼータプラス改造パーツ

¥5,000 1/220 Ex-Sガンダム

¥4,000 1/100 イフリートREイフリート改

¥3,000
¥3,000

1/100 ガルバルディβ・ガズR・L改造パーツ

1/144 デスサイズ&ヘビーアームズVer.Ka改造パーツ

¥4,000 1/144 百式改

¥3,000

1/100 MGジム用 デザートジム換装キット

¥6,000 1/220サイコガンダム小松原博之

¥5,000 1/100 MG百式用 百式改換装パーツ

¥4,000 1/200 ザクレロ

1/100 MGガンダムVer.ONEYEARWAR0079用 ジム換装キット

¥6,000

¥5,000 1/100 エビル

¥4,000 1/144 地球連邦軍TINコッド

¥3,000

1/72 ＺガンダムVer.Ka

¥6,000 1/8 アイナ・サハリン 完成品

¥5,000

¥4,000 1/144 Zガンダム 藤田版

¥3,000

1/100 ガンキャノン量産型改造パーツ

¥6,000 1/144 旧ザク トップ機

¥5,000 1/144 ガトル 完成品

¥4,000

¥3,000

1/144 旧型ザクコロニー強襲部隊仕様

1/100 MGジム改用 パワード・ジム換装キット

1/100 MGジム用 ジムキャノン改造パーツ

1/100 MSZ-008ZII(ゼッツー)

¥5,000 1/144 ザクⅠ ランバ・ラル専用機

¥5,000 1/220 キュベレイ

¥4,000 1/144 フライ・マンタ

¥3,000

1/350 ビグザムVer.Ka

¥5,000 1/100 ガンダムヘビーアームズ

¥4,000 1/400 ミデア輸送機後期型 完成品

¥4,000

¥3,000

1/100 MGガンダムver1.5用 高機動型ガンダム改造パーツ

¥5,000 1/144 NT-1ガンダム インテグラルver

¥4,000 1/100 クロスボーンガンダムX-2

¥4,000 1/144 Ζガンダム Ver.Fu

¥3,000

1/144 ノイエ・ジール

¥5,000

¥4,000

¥4,000 1/144 プロヴィデンスザク換装キット

¥3,000
¥3,000

1/144 HGUCジム用 ジムキャノン改造パーツ

1/144 ボリノークサマーン（ポリキャップなし）

1/144 ザク量産試作型機換装パーツキット

1/144 パブリク突撃艇

¥5,000 1/144HGUCジム用ジムⅡ改造パーツ

¥4,000 1/220 マラサイ（近藤版）

¥4,000 1/8 セイラ・マス

1/100 ガーベラ・テトラ

¥5,000 1/144 ヒルドルブ 完成品

¥4,000

¥4,000

1/144 ジンクスⅣ改造パーツ

¥5,000 1/144 HGUC百式用 百式改量産型改造パーツ
¥5,000 1/144 マグアナック ラシード隊長機

¥4,000 1/144 デビルガンダム改造パーツ

¥4,000 WAVE 1/100ザブングル スペシャル版 ¥29,000

1/144 ZM-S21G ブルッケング

¥4,000 1/220 ギラ・ドーガ(近藤版)

¥4,000 1/144 サイバスター 第4次スパロボ

1/144 R・ジャジャ

¥5,000 1/33 RX-93vガンダム ソフビキット

¥4,000 1/7エルピー・プル

¥4,000 パトレイバー 1/60 XR-99 ドシュカ ¥15,000

1/220 サザビー(近藤版）

¥5,000 1/100 バウ（JAFCON92先行販売版）

¥4,000

1/144coverkit-25GXビットGX-BITHGAWガンダムX

¥4,000 1/35 ダンバイン

¥11,000

1/100 MGグフ用イフリート改 改造パーツ

¥5,000

1/144 HGリボーンズガンダム用オリジン改造パーツ

¥4,000

1/100 フルアーマーガンダム改造パーツ

¥4,000

聖戦士ダンバイン オーラファイター・ガラバ1/144

¥10,000

1/100 MGジム1.0用 ジムⅡ改造パーツ

¥5,000

1/44 HGUCキャン用 ギャンマリーネ改造パーツ

¥4,000 1/144 フライ・マンタ 完成品

¥4,000 ダンガイオー JUMBO MACHINDER

¥8,000

1/144 キュベレイ量産型

¥5,000

ポートレートオリジン5 アムロ・レイ（ノーマルスーツ版）

¥4,000 1/100 キュイ

¥4,000

¥8,000

1/144 バーザム(Zガンダム版）

¥5,000 1/144 ドム

¥4,000 1/144 ゴトラタン

¥4,000 ダンバイン 1/72 ズワァース

¥8,000

1/144 AMX-117L ガズエル

¥5,000 1/144 ガンダムMk-Ⅱ(Version Ka.)

¥4,000 1/100 ゾロアット改造パーツ

¥4,000

¥7,000

1/144 HGザクウォーリア用 ノクティルーカ換装キット

1/100 ベルガ・ダラス改造パーツ

¥5,000 1/144 デナン・ゾン

¥4,000 1/144 グフ（THE ORIGIN）

¥4,000

1/100 バウ(フル可動・フル可変）黒/オレンジ箱

¥5,000

1/7 クリスチーナ・マッケンジー（パイロットスーツ） 完成品

¥4,000 1/144 ヒルドルブ(モビル形態)

1/100 ガンダムサンドロック

¥5,000

1/144 HGＵＣハイザックカスタム改造パーツ

¥4,000 1/100 ケンプファー

1/100 リ・ガズィカスタム（横箱）

¥5,000 1/144 デナン・ゲー

1/8エルピー・プル

¥5,000

1/100 MGゲルググ用ゲルググ陸戦型改造パーツ

¥5,000 1/100 ガルバルディβガズR/L

1/144 C.O.V.E.R.kit HGUCジム用 ジムキャノン空間突撃仕様

その他・ガンダム以外

アップルシード ギュゲス 1/12

バンダイ

パトレイバー 1/35 イングラム エコノミーType

¥20,000

リューナイト

¥7,000

¥4,000

ブレンパワードネリー・ブレン改造パーツ

¥6,000

¥4,000

宇宙戦艦ヤマト/彗星帝国装甲歩兵戦車塗装済完成品

¥6,000

¥4,000 1/100 ドムットリア

¥3,000

1/8 リューナイトパッフィー 覇王大系リューナイト

¥6,000

¥4,000

¥3,000 1/144 ゲイザム 機甲戦記ドラグナー

¥6,000

¥3,000

1/2100 宇宙戦艦ヤマト七色星団決戦時セット

¥5,000

¥3,000

1/8 リューナイトパッフィー 覇王大系リューナイト

¥6,000

1/144 ゲイザム 機甲戦記ドラグナー

¥6,000

1/2100 宇宙戦艦ヤマト七色星団決戦時セット

¥5,000

1/7 クリスチーナマッケンジー（パジャマ） 完成品

¥4,000 1/100 ジムカスタム
1/144 百式改

1/8 パッフィーパフリシア

