
ジェフティ(1次出荷) ¥7,000

ゲッター1 ¥3,500 タチコマ ¥12,000 デモンベイン 初回版 ¥6,000 ジェフティ(2次出荷) ¥6,000

ゲッター1 メタリックカラーVer. ¥2,000 デモンベイン 劇中カラー版 ¥11,700 デルフィング第一形態 ¥10,000

ブラックゲッター ¥3,000 グレンラガン ¥21,000 R-TYPE アローヘッド(ノーマルカラー/灰色) ¥5,000 デルフィング第二形態 ¥6,000

ブラックゲッター メタリックカラーVer. ¥6,000 R-TYPE シューティングスター ¥10,000 デルフィング 第三形態 ¥6,000

ゲッター1 プロトカラーVer. ¥6,300 マジンガーZ Ver.1 ¥12,600 ブロディア ¥2,700

マジンカイザーSKL 隻眼 Ver. ¥5,000 マジンガーZ Ver.2 ¥40,000 ゴーダンナー ツインドライブモード ¥10,000 ブロディア 2Pカラー ¥3,200

マジンガーZ Ver.3 ¥50,000 ジェネシックガオガイガー FINAL Ver. ¥12,000 ブロディア・ライアット ¥2,700

1/60 ARX-7 アーバレスト ¥4,000 マジンガーZ ロールアウトカラー ¥35,000 ジェネシックガオガイガー ¥5,000 ブロディア・ライアット スペシャルカラーVer. ¥3,200

1/60 ARX-7 アーバレスト リニューアルVer. ¥7,000 マジンガーZ ゴールド ¥30,000 ジェネシックガオガイガー 翠碧の破壊神 ¥12,000 継衛(アニメ化記念カラー) ¥5,500

1/60 M9 ガーンズバック ¥8,000 マジンガーZ クロームメッキ ¥58,500 ジェネシックガオガイガー 黄金の破壊神 ¥14,000 アヌビス ¥5,000

Rk-92 サベージ　グレーVer. ¥8,000 マジンガーZ ブラック ¥20,000 マジンカイザー ¥5,000 メタルギア サヘラントロプス ¥9,000

Rk-92 サベージ　サンドVer. ¥9,000 ジェットスクランダー ¥20,000 ドラグナー1 ¥8,000 マジンカイザー ¥15,500

1/100 スーパーシルフ 雪風(初販) ¥4,000 グレートマジンガー ¥27,000 ビッグオー ¥16,200 ブランキ”王舞”（完全体Ver.） ¥7,000

1/100 スーパーシルフ 雪風(再販) ¥7,000 グレンダイザー ¥45,000 NERV 対G専用決戦兵器 7月発売

1/100 メイヴ 雪風（初販） ¥12,000 アンドロメダ 初回版メタリックグレー ¥9,900 フルアクションMAX ダン・オブ・サーズデイ ¥8,100 マジンカイザー マジンパワー発動Ver. 8月発売

1/100 メイヴ 雪風（再販） ¥7,000 アンドロメダ アニメ版ライトブルー ¥8,000

1/100 レイフ TYPEハンマーヘッド ¥5,500 1/24 AV-98 1号機 ¥18,000 ブラックダイノゲッター1 ¥17,000

1/100 ラインバレル ¥21,000 ウルトラセブン マグマライザー ¥8,000 1/24 AV-98 2号機 ¥10,800 ダイノゲッター1 ¥5,000

1/100 ラインバレル オーバーライド 宮沢模型版 ¥17,000 デスラー艦 初代 ¥8,000 1/24 AV-98 イングラムUSA 1号機 ¥4,000 ダイノゲッター2 ¥4,500

バビル2世 ポセイドン 原作カラー ¥12,000 群雄【鋼】 グロイザーX　通常版 ¥12,000 ダイノゲッター3 ¥5,400

鉄巨神 ¥21,000 バビル2世 ポセイドン アニメ版 ¥10,000 群雄【鋼】 グロイザーX　原作カラー版 ¥5,000 超獣機神ダンクーガ ¥13,000

鉄巨神 メタリックVer. ¥25,000 群雄【鋼】 惑星ロボ ダンガードA ¥23,000 超獣機神ダンクーガ～リアルタイプカラーver.～ ¥25,000

1/500 ミネルバ ¥12,600 ゴッドフェニックス (緑ボディ/バードランセット) ¥10,000 群雄【鋼】 惑星ロボ ダンガードA 限定メタリックVer. ¥14,000 ガイキング・ザ・ナイト ¥2,700

1/500 ミネルバ メタルフィニッシュVer. ¥18,000 ゴッドフェニックス(青ボディ) 初回特典：火の鳥付 ¥16,000 ガイキング・ザ・ナイト～フェイスオープンver.～ ¥7,000

1/48 98式AV1号機 アルフォンス ¥8,000 大巨神 ¥14,400 エヴァンゲリオン初号機 ¥3,500 ブラックウイング ¥12,600

1/48 98式AVイングラム1号機 WXIII仕様 ¥6,000 大巨神 ブラックVer. ¥14,400 オーガン ¥7,000 ブラックウイング～リアルタイプカラーver.～ ¥8,000

1/48 99式強襲空挺レイバー ¥8,000 マッハGoGoGo マッハ号 通常版 ¥6,000 グレンラガン(1次出荷) ¥7,000 イーグルファイター ¥2,500

マッハGoGoGo マッハ号 アニメ版 ¥3,000 グレンラガン(2次出荷) ¥14,000 バイカンフー 6月発売

ユニファイブ/超真合金

千値練/RIOBOT

やまと 千値練/METAMOR-FORCE

マーミット/重合金

WAVE

マックスファクトリー

コナミ/グレートインパクトモデル

マーミット/大合金

マックスファクトリー/MAX合金

アルター　アルメカ

7,000円買取 18,000円買取 17,000円買取 13,000円買取
アルカディア/AA合金 グッドスマイルカンパニー/グッドスマイル合金 Aレーベル/魔導合金

アルメカ 1/60 ARX-7 アーバレスト リニューアルVer. やまと 1/24 AV-98 1号機 アルター　アルメカ 1/100 ラインバレル オーバーライド 宮沢模型版 METAMOR-FORCE　超獣機神ダンクーガ


