
Zガンダム THE MOVIE 3体セット ¥2,000 #3002a プロトタイプドム ¥1,500 フリーダムガンダム プリズムコートVer. ¥9,000

#0001 フルアーマーガンダム ¥800 フルアーマーガンダム　ブルーver ¥5,000 #3002b ドム トロピカルテストタイプ ¥2,800

#0002 パーフェクトガンダム ¥700 GUNDAM FIX BOX ¥3,000 #3003 ランバ・ラル専用旧ザク ¥1,500 GD-16 可動戦士 ガンダム ¥800

#0003 ガンダムGP01ゼフィランサス ¥700 ウイングガンダム　アーリータイプ クリスタルクリアVer. ¥1,000 #3004a ペズンドワッジ ¥2,000 GD-20 可動戦士 シャア専用ザク ¥800

#0004 Gアーマー ¥1,000 #3004b シャア専用リックドム ¥1,500 GD-26 可動戦士 量産型ザク ¥2,000

#0005 FAZZ ¥1,000 #0041 ZⅡ ¥5,000 #3005a ザクⅡF2型 イエロー ¥2,500 GD-28 可動戦士 ジム ¥1,200

#0006 ウイングガンダム　アーリータイプ ¥700 #0042 エールストライクガンダム ¥3,000 #3005b ザクⅡF2型 グリーン ¥2,000 GD-44 可変戦士 Zガンダム ¥1,000

#0007 G3・Gアーマー ¥1,000 #0043 リゼル ¥2,000 #3006a ジョニー・ライデン専用ゲルググ ¥1,200 GD-53 可動戦士 百式 ¥1,800

#0008 ガンダムGP02Aサイサリス ¥1,000 #0044 フルアーマーユニコーンガンダム ¥4,000 #3006b ゲルググキャノン　量産型 ¥2,000 GD-60 可変戦士 ZZガンダム ¥3,500

#0009 νガンダム＋HWS ¥1,000 ストライクルージュ＆ソード/ランチャーストライカー ¥2,000 #3007 アクトザク ¥2,000 GD-44 可変戦士 Zガンダム (リニューアルパッケージ版) ¥3,500

#0010 ガンダムGP-04G ガーベラ ¥3,000 #3008 グフカスタム ¥2,500 GD-16 可動戦士 ガンダム ティターンズカラー ¥2,500

#0011 EX-Sガンダム ブルースプリッター ¥2,000 #7001 フォースインパルスガンダム ¥700 #3009a 量産型ズゴッグ ¥3,000 GD-16 可動戦士 ガンダム プロトタイプカラー ¥3,000

#0012 ガンダムMk-Ⅱ　ティターンズ ¥1,800 #7002 フリーダムガンダム ¥1,500 #3009b シャア専用ズゴッグ ¥2,000 GD-16 可動戦士 ガンダム ロールアウトカラー ¥1,000

#0013 ディープストライカー ¥4,000 #7003 ストライクフリーダムガンダム ¥700 #3010a ガルバルディα　シャア専用ゲルググ ¥1,000 GD-16 可動戦士 ガンダム キャスバル・レム・ダイクン専用機 ¥5,400

#0014 EX-Sガンダム タスクフォースα ¥1,500 #7005 インフィニットジャスティスガンダム ¥1,000 #3010b ガルバルディα　量産型ゲルググ ¥1,500 GD-16 可動戦士 ガンダム G-3 VERSION ¥7,000

#0015 ヘビーガンダム ¥1,500 #7006 アカツキ ¥1,000 #3011 ケンプファー ¥3,500 GD-26 可動戦士 黒い三連星仕様ザク ¥3,500

#0016a クロスボーンガンダムX-1 ¥1,200 #7007 レジェンドガンダム ¥1,800 黒い三連星EX ¥7,000 GD-44 可変戦士 Zガンダム GREEN DIVERS Ver. ¥1,500

#0016b クロスボーンガンダムX-2 ¥1,000 #3013 キュベレイMk-Ⅱ ¥1,200 GD-44 可変戦士 Zガンダム TITANS Ver. ¥2,500

#0017a Zプラス　ブルー ¥2,000 #2301 ガンダムエクシア ¥1,000 限定 R-2型ザクEX　3体セット ¥2,000

#0017b Zプラス　レッド ¥2,000 キュベレイRED&WHITE　EX ¥1,800 νガンダム ¥6,000

#0018 RX-78NT-1アレックス ¥2,300 RX-78-2 ガンダム Ver.Ka WITH G-FIGHTER ¥5,000 #3015 ジオング ¥6,000 サザビー 9月発売

#0019 スーパーガンダム ¥1,600 RX-78-3 ガンダム Ver.Ka WITH G-FIGHTER【G-3 version】 ¥2,500

#0020 マドロック（ガンダム5号機） ¥2,000 サイコガンダム ¥6,000 オーライザー＋GNソードⅢ ¥15,000 νガンダム ¥12,000

#0021a ガンダムF90 ¥1,200 サイコガンダム 香港ナイト ¥15,000 ガンダムアヴァランチエクシア ¥20,000 サザビー ¥8,000

#0021b ガンダムF91 ¥1,500 サイコガンダムMk-Ⅱ ¥13,000 ガンダムアヴァランチエクシア（ウェポンプラスパック） ¥24,000 NXEDGE STYLE
#0022 ZZガンダム ¥2,000 ガンダムver.Ka ガンダムクライシスver ¥5,000 ガンダムアヴァランチエクシア オプションパーツセット ¥9,000 ウイングガンダム（EW版） ¥1,000

#0023 百式 ¥2,000 キャスバル専用ガンダム ¥3,000 ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ -天空の宣言- ¥23,000 ウイングガンダムゼロ(EW版) ¥800

#0024 Zガンダム ¥1,000 Zプラス　レッド ¥8,000 ガンダムアストレイ ブルーフレーム（フル・ウェポン装備） ¥15,000 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天 ¥1,800

#0025 クスィーガンダム ¥2,800 Zプラス　ブルー ¥6,000 ガンダムアストレイレッドフレーム ¥19,000 ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドL ¥500

#0026 ガンダムver.ka ¥1,800 ユニコーンガンダム ¥6,000 ガンダムエクシアリペア ¥10,000 ガンダムアストレイ レッドフレーム ¥700

#0027 ガンダムブルーディスティニー ¥2,000 ユニコーンガンダム　初回特典付 ¥6,000 ガンダムエクシア＆エクシアリペアIII ¥15,000 ガンダムキマリス ¥500

#0028 ガンキャノン ¥1,800 RX-78-2 ガンダム Ver.Ka ロールアウトカラー ¥20,000 ガンダムエクシア トランザムVer. ¥19,000 ガンダムバルバトス ¥1,200

#0029 ゴッドガンダム＆ノーベルガンダム ¥1,000 GN-000 Oガンダム ロールアウトカラー ¥6,000 ガンダムF91 ¥19,000 ストライクフリーダムガンダム ¥1,800

#0030 ZⅡ ¥800 Oガンダム(実戦配備型) ¥11,000 ストライクフリーダムガンダム ¥37,000 ストライクフリーダムガンダム（RE：COLOR Ver.） ¥1,000

#0031 クロスボーンガンダムX-3 ¥1,500 ユニコーンガンダム プリズムコート ¥4,000 ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット ¥7,500 ストライクフリーダムガンダムVSデスティニーガンダム 対決セット ¥4,500

#0032 ジム・スナイパーカスタム ¥4,500 RX-78-2 ガンダム THE ORIGIN ¥4,000 ダブルオーガンダム　セブンソード ¥17,000 Zガンダム+ハイパー・メガ・ランチャー ¥1,500

#0033 ガンダムエックス ¥1,000 RX-78-2 ガンダム THE ORIGIN [Re：PACKAGE] ¥4,800 ダブルオーガンダムセブンソード/G ¥13,000 ダブルオーガンダム＆オーライザーセット ¥1,000

#0034 GP03Sステイメン＆ウェポンシステム ¥8,000 サイコガンダムMk-II （ネオ・ジオン仕様） ¥11,000 ダブルオーライザー ¥36,000 ダブルオークアンタ ¥1,500

#0035 真武者頑駄無 ¥1,500 RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ ¥4,000 ダブルオーガンダム　トランザムライザー ¥90,000 デスティニーガンダム ¥700

#0036 フルアーマーガンダム フレームモデル ¥2,000 ユニコーンガンダム（覚醒仕様） ¥5,000 デスティニーガンダム ¥15,000 ナイチンゲール ¥5,500

#0037 FMパーフェクトガンダム ¥3,200 バンシィ・ノルン(覚醒仕様） ¥6,000 デスティニーガンダム（フルパッケージ） ¥23,000 Hi-νガンダム ¥2,500

#0038 ガンダムMk-Ⅲ ¥4,000 ユニコーンガンダム3号機フェネクス ¥10,000 デスティニーガンダム 光の翼オプションセット ¥4,000 バンシィ（デストロイモード） ¥800

#0039 NT-1アレックス フレームモデル ¥1,500 ユニコーンガンダム(最終決戦仕様) ¥6,000 デスティニーガンダム（ハイネ機） ¥14,000 ミーティア ¥2,000

#0040 レッドウォーリア ¥1,500 パワードレッド＆150ガーベラ・ストレート[パワー] オプションセット ¥14,000 ユニコーンガンダム（デストロイモード） ¥500

RX-78-2ガンダム　セブンイレブンver ¥2,000 #3001a ジョニー・ライデン専用高機動型ザク ¥1,000 フライト・ユニット オプションセット ¥9,000 ガンダムエクシア ¥1,500

RX-78 ガンダム/RGM-79 ジム Ver.Ka クリアカラーVer. ¥2,000 #3001b シン・マツナガ専用高機動型ザク ¥2,000 フリーダムガンダム ¥6,000

FORMANIA EX

METAL BUILD ダブルオーガンダムセブンソード/G METAL BUILD ガンダムアストレイレッドフレーム FORMANIA EX νガンダム G.F.F METAL COMPOSITE バンシィ・ノルン(覚醒仕様）

13,000円買取 19,000円買取 6,000円買取 6,000円買取
GUNDAM FIX FIGURATION

可動戦士/可変戦士

G.F.F NEXT GENERATION

COSMIC REGION

OO REGION

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!

G.F.F METAL COMPOSITE

METAL BUILD FORMANIA

ZEONOGRAPHY


