DX超合金 YF-30 クロノス

16,000円買取
DX超合金

DX超合金 VF-171EXナイトメアプラスEX（マルヤマ機）アーマードパーツセット

アルカディア 1/60完全変形VF-1S ストライクバルキリー(一条輝 搭乗機)Premium Finish

14,000円買取

16,000円買取

HI-METAL R MBR-07-MKII デストロイド・スパルタン

3,300円買取

RVF-25メサイアバルキリー ルカ機 リニューアルVer.

¥9,000 VF-1A バルキリー（標準量産機）

¥3,500

1/60 完全変形 VF-0A フェニックス 工藤シン搭乗機

¥15,000

VF-171EX ナイトメアプラスEX(早乙女アルト機)

¥8,500

RVF-25メサイアバルキリー ルカ機 リニューアルVer.用スーパーパーツ＆ゴーストセット

¥5,000 VF-1J バルキリー（一条輝機）

¥4,000 1/60 完全変形VF-0S フェニックス

¥17,000

VF-171EX ナイトメアプラスEX用アーマードパーツ

¥4,000

RVF-171EXナイトメアプラスEX（ルカ・アンジェローニ機）

¥8,000

VF-1J スーパーバルキリー（マクシミリアン・ジーナス機）

¥3,500 1/60 完全変形VF-4G ライトニングⅢ

¥12,000

VF-25Fメサイアバルキリー アルト機

¥4,000 マクロス・クォーター

¥8,000

VF-1J スーパーバルキリー（ミリア・ファリーナ・ジーナス機）

¥4,500

1/60 完全変形VF-1S ストライクバルキリー(ロイ・フォッカースペシャル)movie ver.

¥14,000

スーパーバルキリー用ミサイルエフェクトセット

¥2,700 1/60 VF-0対応 リアクティブアーマー

¥7,500

VF-25Fメサイアバルキリー アルト機 リニューアルVer.

¥11,000

VF-27γ ルシファー スーパーパーツセット

¥8,000

VF-25メサイアバルキリー用スーパーパーツ アルト機カラー

¥1,200

VF-27γルシファーバルキリー ブレラ機

¥6,000 MBR-07-MKII デストロイド・スパルタン

VF-25F（アルト機）用スーパーパーツ（リニューアルVer.）

¥4,000

VF-27βルシファーバルキリー グレイス/一般機

¥1,500

ADR-04-MKX デストロイド・ディフェンダー

8月発売

1/60完全変形VF-1S ストライクバルキリー(一条輝 搭乗機)Premium Finish

VF-25メサイアバルキリー用アーマードパーツ アルト機カラー

¥2,500 VB-6 ケーニッヒ・モンスター SP Ver.

¥13,000

VF-1S バルキリー（マクロス35周年記念メッサーカラーVer.）

9月発売

1/60完全変形VF-1J スーパーバルキリー ミリア・F・ジーナス 搭乗機

VF-25F（アルト機）用アーマードパーツ（リニューアルVer.）

¥12,000 VB-6 ケーニッヒ・モンスター

¥12,000

¥3,300

VF HI-METAL

¥9,500
¥16,000
8月発売

やまと 1/100

VF-25Fスーパーメサイアバルキリー アルト機

¥4,000

¥14,000 VF-19改ファイヤーバルキリー

¥4,000

VF-25Fメサイアバルキリー用トルネードパーツ

¥2,000 YF-25 プロフェシー

¥8,000 VF-1J バルキリー 一条輝機

¥4,500

¥6,000

ケーニッヒ・モンスター(ウイングス・オブ・ヴァルキュリア)

1/60完全変形VF-1S ストライクバルキリー(一条輝 搭乗機)movie ver.

1/100 完全変形 VF-X2 VB-6 ケーニッヒ・モンスター

¥9,900

やまと 1/48

YF-29 デュランダルバルキリー（イサム機）

¥9,000

VF-19Sブレイザーバルキリー エメラルドフォース機

¥4,000 1/48 VF-1A ロービジティカラー

VF-25Fトルネードメサイアバルキリー アルト機

¥11,000

YF-29 デュランダルバルキリー（イサム機）用スーパーパーツ

¥2,000

VF-1Sストライクバルキリー フォッカー機

¥6,500 1/48 VF-1用アーマードパーツ

¥7,000

YF-29デュランダルバルキリー アルト機

¥8,500

YF-29 デュランダルバルキリー(30周年記念カラー)

¥10,000

VF-19改ファイヤーバルキリー用オプションセット

¥2,000

1/48 VF-1J 一条輝機 スーパーバルキリーDX版

¥9,000

YF-29デュランダルバルキリー用スーパーパーツ アルト機

¥8,000

YF-29 デュランダルバルキリー(30周年記念カラー)用スーパーパーツ

¥2,000

VF-19改ファイヤーバルキリー用サウンドブースター

VF-25S メサイアバルキリー オズマ機

¥3,500 YF-29B パーツィバル(ロッド機)

VF-25Fメサイアバルキリー（アルト機）リニューアルVer.用トルネードパーツ

VF-25S メサイアバルキリー オズマ機 リニューアルVer.

¥13,000 YF-30 クロノス

VF-25Sアーマードメサイアバルキリー オズマ機

¥12,000

VF-25メサイアバルキリー用スーパーパーツ オズマ機カラー

VF-25F メサイアバルキリー フォールドクリアVer.

¥500 バリアブルスタンド スモーククリアVer.

¥6,000

¥5,000

1/48 完全変形 VF-1S ロイ・フォッカー機 リニューアルパッケージ版

¥8,000 VF-1J バルキリー マックス機

¥4,000

1/48 VF-1対応 アーマーパーツ ロービジ 都市迷彩カラー

¥22,500
¥6,000

¥16,000 VF-1Aバルキリー 柿崎速雄機

¥6,500

1/48 VF-1対応 アーマーパーツ ロービジ 陸戦迷彩カラー

¥10,000

¥5,000 VF-1Aバルキリー マックス機

¥11,000

1/48 完全変形 VF-1A ロービジビリティ ウッドランドカラー

¥9,000

¥1,500 VF-1Aバルキリー 一条輝機

¥6,000

1/48 完全変形 VF-1A エンジェルバーズ仕様機

¥6,000

¥3,000

1/48 完全変形 VF-1A マックス機 （劇場版）

¥9,000

1/48 完全変形 ＶＦ－１Ｊ スーパーバルキリーステルスｔｙｐｅ

¥12,000

VF-25S（オズマ機）用スーパーパーツ（リニューアルVer.）

¥6,000

VF-25メサイアバルキリー用トルネード/アーマード強化ウェポンセット

¥1,000

VF-25S(オズマ機)用アーマードパーツ（リニューアルVer.）

¥15,000

VF-25メサイアバルキリー用ガリア4フォールドセット

¥1,500

YF-29 デュランダルバルキリー（オズマ機）

¥15,000

VF-25メサイアバルキリー用ゴースト＆ウエポンセット

¥1,500 VF-25F メサイアバルキリー アルト機

¥2,000

1/48 完全変形 VF-1S 一条輝機 リニューアルパッケージ版

¥12,000

YF-29 デュランダルバルキリー（オズマ機）用スーパーパーツ

¥3,000

¥13,000 VF-25S メサイアバルキリー オズマ機

¥1,800

1/48 完全変形 マクロスVF-1Aバルキリー 量産型カラー

¥11,000

VF-19ADVANCE

¥16,000

VF-31J ジークフリード（ハヤテ・インメルマン機）
VF-31J ジークフリード（ハヤテ・インメルマン機）用スーパーパーツセット

VF-1バルキリー用 スーパーパーツセット

VF100's

¥4,000

VF-25G メサイアバルキリー ミハエル機

¥1,500

1/48 完全変形 VF-１A 一条輝機（劇場版）

¥11,000

9月発売

VF-25F アーマードメサイアバルキリー アルト機

¥3,500

1/48 完全変形 VF-1A 柿崎機（劇場版）

¥17,000

¥700

1/48 完全変形 VF-1J スーパーバルキリー ミリア機

¥12,000

¥3,500 1/48 完全変形 VF-1J ステルスtype

¥9,000

¥3,000

1/48 完全変形 VF-1J 一条輝 機 （単品）

¥8,000

1/48 完全変形 VF-1S 25周年記念モデル

¥9,000

VF-171ナイトメアプラス（一般機）

¥6,500

VF-31Cジークフリード（ミラージュ・ファリーナ・ジーナス機）

VF-171ナイトメアプラス（一般機）用アーマードパーツ

¥5,500

VF-31F ジークフリード（メッサー・イーレフェルト機）

¥8,000 VF-25F メサイアファイター アルト機

VF-171EXナイトメアプラスEX（マルヤマ機）アーマードパーツセット

¥14,000

VF-31F ジークフリード（メッサー・イーレフェルト機）用スーパーパーツセット

10月発売 VF-25S メサイアファイター オズマ機

VF-25A メサイアバルキリー（一般機）

¥8,000

Sv-262Hs ドラケンIII（キース・エアロ・ウィンダミア機）

VF-25A メサイアバルキリー（一般機）用スーパーパーツ

¥4,500

Sv-262Hs ドラケンIII（キース・エアロ・ウィンダミア機）用リル・ドラケン＆ミサイルポッド

VF-25Gメサイアバルキリー ミハエル機

¥6,000

VF-25Gメサイアバルキリー ミハエル機 リニューアルVer.

¥6,000
8月発売

HI-METAL R

¥14,000 VF-1J アーマードバルキリー

VF-25Fm メサイアバルキリー ファミリーマートVer.

アルカディア
1/60 完全変形 VF-1J バルキリー マクロス30周年塗装機

¥5,000

1/48 完全変形 VF-1S 一条輝 機 （劇場版）

¥6,000

¥8,000

1/60 完全変形 VF-1S ロイ・フォッカースペシャル movie ver.

¥9,000

1/48 完全変形 VF-1S 一条輝機 ウェザリング特別仕様

¥9,000

¥8,000

1/60 完全変形 VF-1S 一条輝type movie ver.

¥3,000

1/60 完全変形 YF-19 with ファストパック

¥8,000

VF-25Gメサイアバルキリー ミハエル機 リニューアルVer.用スーパーパーツ

¥3,300

VF-25Gメサイアバルキリー ミハエル機 リニューアルVer.用トルネードパーツ

¥4,000 リガード

VF-25Gトルネードメサイアバルキリー ミハエル機 コンプリートパック

¥7,000

¥5,500

1/60 完全変形 VF-19改 熱気バサラスペシャル with サウンドブースター

¥14,000

VF-27βルシファーバルキリー ニューヘッドプラス(一般機/グレイス機)

¥6,000 グラージ

¥4,000

1/60 完全変形 VF-0D フェニックス 工藤シン搭乗機

¥23,000

RVF-25 メサイアバルキリー ルカ機

¥3,500 デストロイド・モンスター

¥6,000

1/60 完全変形 VF-1Jアーマードバルキリー 一条輝Type

¥15,000 1/60 SV-51α 量産機

VF-1S ストライクバルキリー（一条輝機）

VF-1S ストライクバルキリー（ロイ・フォッカー・スペシャル）

¥13,000

1/48 完全変形 VF-1対応 スーパーパックパーツセット

¥4,500

1/48 完全変形 VF-1J スーパーバルキリー マックス機

¥12,000

1/48 マクロスクロニクル誌上限定 完全変形 VF-1A マックス機（ＴＶ版）

¥12,000

やまと 1/60
¥13,000

やまと 1/48 完全変形 VF-1対応 スーパーパックパーツセット メガハウス エクセレントモデル シェリル・ノーム ラスト・フロンティアVer. フィギュアーツZERO シェリル・ノーム (シャイン・オブ・ヴァルキュリア)

4,500円買取
やまと 1/60

3,500円買取
1/60 完全変形 VF-1J 無塗装キット オプションパーツ付き

¥8,000

1,800円買取
¥11,000

ラストフロンティア A賞 シェリル・ノーム プレミアムフィギュア ラストフロンティアver.

¥2,000

1/60 完全変形 YF-19with フォールドブースター & ファストパック

¥11,000

ラストフロンティア B賞 ランカ・リー プレミアムフィギュア ラストフロンティアver.

¥1,000

ラストフロンティア ラストワン賞 スペシャルver. シェリル・ノーム プレミアムフィギュア

¥1,000

¥14,000

1/60 完全変形 VF-1J ミリア機 withスーパーパーツ

¥30,000

1/60 SV-51γ ノーラ機(ﾏｸﾛｽﾌﾟﾗｽ）

¥11,000

1/60 完全変形 VF-1J 一条輝機 withアーマーパーツ

¥13,000 1/60 完全変形 YF-21（マクロスプラス）

¥18,000

1/60 ＶＦ-19 (リニューアルパッケージ版)

¥23,000

1/60 完全変形 VF-1J 一条輝機withスーパーパーツ

¥15,000 1/60 完全変形VF-4G ライトニングIII

¥12,000

1/60 YF-19（25周年記念モデル)

¥10,000

1/60 完全変形 VF-1J 一条輝機 オプションパーツ付き

¥3,000 1/60 完全変形 VF-1J 量産機 TV版

1/60 ＶＦ－1Ａ 一条 輝機（劇場版）（旧パッケージ）

¥3,500

1/60 完全変形 VF-1S 無塗装キット オプションパーツ付き

1/60 ＶＦ－１Ａ 量産機 （旧パッケージ）

¥2,500 1/60 完全変形 VF-1S TV版

1/60 VF-1J アーマードバルキリー(旧パッケージ）

¥9,000

1/60 VF-1J 一条輝機 （新パッケージ）

¥15,000

やまと 1/72

¥7,000

¥17,000 1/72 VF-11B ファストパック
¥8,000 1/72 ＶＦ-19A(VF-X2ver.)
¥8,500 1/72 YF-19

1/60 完全変形 VF-1S TV版 オプションパーツ付き

¥20,000

1/72 マクロスプラスYF-21 ファストパック

1/60 完全変形 VF-1S スーパーバルキリー TV版

¥12,000 1/72 YF-21

1/60 VF-1S(ﾛｲ・ﾌｫｯｶｰ機)

¥3,500

1/60 完全変形 VF-1S ストライクバルキリー ロイ・フォッカー機

¥12,000

1/60 VF-1Sストライクバルキリー ロイ･フォッカー機（旧パケージ）

¥5,000 1/60 完全変形 VF-1S マックス機

¥14,000

1/60 ＹＦ-21 （新パッケージ版）
1/60 デストロイド・ディフェンダー

¥15,000
¥8,000

1/60 デストロイド・トマホーク

¥12,000

1/60 完全変型 VF-1A マックス機(劇場版) （新パッケージ）

1,600円買取

1/60 完全変形 YF-19 試作4号機 「ダブル・ナッツ」

1/60 SV-51ν イワノフ機(ﾏｸﾛｽｾﾞﾛ)

1/60 ＶＦ－1Ａ マックス機 (劇場版）（旧パッケージ）

ねんどろいど マクロスF ランカ・リー

BEACH QUEENS ミレーヌ・ジーナス(橙水着)

¥1,500

¥5,000 BEACH QUEENS リン・ミンメイ(緑水着)

¥6,000

¥1,500

ねんどろいど

¥6,000 マクロスF シェリル・ノーム

¥1,800

¥6,000 マクロスF ランカ・リー

¥1,600

¥3,500

やまと 1/3000
1/3000 完全変形 SDF-1 マクロス 無塗装キットDX

WAVE

フィギュアーツZERO
シェリル・ノーム(シャイン・オブ・ヴァルキュリア) SHINING BLUE

¥9,900

1/60 完全変形 VF-1S ロイ・フォッカー機

¥8,000 1/3000 完全変形 SDF-1 マクロス

1/60 完全変形 VF-1S ロイ・フォッカー機 オプションパーツ付き

¥9,000

1/60 完全変形 VF-1S ロイ・フォッカー機with スーパー＆ストライクパーツ プラス

¥7,000 A賞 クラン・クラン プレミアムフィギュア

¥1,500

シェリル・ノーム (シャイン・オブ・ヴァルキュリア)

¥42,000 シェリル・ノーム(黒うさぎ)

一番くじプレミアム

ランカ・リー（ウィッシュ・オブ・ヴァルキュリア）GLOWING RED

¥1,000
¥1,800
¥1,500
¥1,000

メガハウス

¥16,000

1/60 完全変形 VF-1S 一条輝機 (劇場版）

¥7,000

B賞 シェリル・ノーム プレミアムフィギュア

¥1,200

ACTION FIGURE COLLECTION LIMITED シェリル・ノーム ステージ衣装

1/60 完全変型 VF-1A 柿崎機(劇場版）(新パッケージ）

¥9,000

1/60 完全変形 VF-1S 一条輝機 オプションパーツ付き

¥13,000

超時空アンコール A賞 クラン・クラン プレミアムフィギュア～スペシャルver.～

¥1,200

ACTION FIGURE COLLECTION LIMITED シェリル・ノーム 私服

¥5,000

1/60 完全変形 VE-1 エリントシーカー(新パッケージ）

¥30,000

1/60 完全変形 VF-1S 一条輝機withスーパー＆ストライクパーツ

¥15,000

超時空アンコール B賞 シェリル・ノーム プレミアムフィギュア～スペシャルver.～

¥3,000

ACTION FIGURE COLLECTION LIMITED ランカ・リー ステージ衣装

¥14,000

1/60 完全変形VE-1 エリントシーカー オプションパーツ付

¥22,500

1/60 完全変形 VF-1S 一条輝機withスーパー＆ストライクパーツプラス

¥12,000

超時空アンコール C賞 ランカ・リー プレミアムフィギュア～スペシャルver.～

¥2,000

ACTION FIGURE COLLECTION LIMITED ランカ・リー 私服

¥7,200

1/60 VF-0A

¥11,000 1/60 完全変形 VF-1S 無塗装Ver.

¥15,000

イツワリノウタヒメ A賞 黒うさぎver.シェリル・ノーム プレミアムフィギュア

¥1,500

エクセレントモデル クラン・クラン マイクローンVer.

¥1,000

1/60 完全変形 ＶＦ-0Ａ工藤シン機ｗｉｔｈ QF-2200D-B ゴーストブースター（マクロスゼロ）

¥18,000

1/60 完全変形VF-17D ダイヤモンドフォース仕様 一般機

¥16,000

イツワリノウタヒメ B賞 白うさぎver.シェリル・ノーム プレミアムフィギュア

¥1,200

エクセレントモデル クラン・クラン アーマードVer.

¥4,500

1/60 完全変形 VF-0S with QF-2200D-B ゴーストブースター

¥20,000

1/60 完全変形VF-17D with スーパーパック

¥16,000

イツワリノウタヒメ ギラサマアンコール C賞 ペパーミントキャンディver. ランカ・リー プレミアムフィギュア

¥1,000 エクセレントモデル シェリル・ノーム

¥1,800

¥9,000 1/60 VF-17対応スーパーパック

¥3,000

歌姫コレクション ファーストステージ A賞 舞妓ランカ プレミアムフィギュア

¥1,000

エクセレントモデルCORE シェリル・ノームN.Aver.

¥1,500

1/60 完全変形 VF-0S（マクロスゼロ）

¥9,900

1/60 完全変形 VF-11B with スーパーパック （新パッケージ）

¥16,000

1/60 完全変形 VF-17S ダイヤモンドフォース仕様

¥16,200

歌姫コレクション セカンドステージ A賞 花魁シェリル プレミアムフィギュア

¥5,000

エクセレントモデルLIMITED シェリル・ノーム N.AシャイニーピンクVer.

¥2,500

1/60 完全変形 ＶＦ-11C withスーパーパック （新パッケージ）

¥13,000

1/60 完全変形 VF-19改 ファイヤーバルキリー

¥15,000

歌姫コレクション ファイナルステージ A賞 花魁シェリル プレミアムフィギュア

¥5,000

エクセレントモデル シェリル・ノーム ラスト・フロンティアVer.

¥3,500

1/60 完全変形 VF-1対応 スーパー＆ストライクパーツ＋オプションパーツ

¥8,000

1/60 VF-19改 ファイヤーバルキリー対応サウンドブースター

¥5,000

歌姫コレクション ファイナルステージ B賞 舞妓ランカ プレミアムフィギュア

¥1,500

エクセレントモデルCORE ランカ・リーN.Aver.

¥2,000

1/60 完全変形 VF-1A 無塗装キット オプションパーツ付き

¥8,000

1/60 完全変形 VF-19F エメラルドフォース一般機

¥13,000

サヨナラノツバサ C賞 魔法少女ノワールver.ランカ・リー プレミアムフィギュア

¥1,200

エクセレントモデル ランカ・リーN.A限定カラーVer.

¥5,000

1/60 完全変形 VF-1A キャヴァリアーズ

¥12,000

1/60完全変形VF-19P 惑星ゾラ パトロール隊仕様

¥18,000

サヨナラノツバサ オープン、ワンモア！A賞 オルレアンver.1.5 シェリル・ノーム プレミアムフィギュア

¥1,000

エクセレントモデル ランカ・リー 超時空シンデレラVer.

¥1,500

1/60 完全変形 VF-1A マックス機 with スーパー＆ストライクパーツﾌﾟﾗｽ(劇場版）

¥14,400

1/60 完全変形 VF-19S エメラルドフォース仕様

¥14,000

サヨナラノツバサ 翼に風を、銀河に歌を！A賞 シェリル・ノーム スペシャルウィングver. プレミアムフィギュア

¥2,000

エクセレントモデル ランカ・リー 娘娘Ver.

¥2,500

1/60 完全変形 ＶＦ－1Ａ マックス機（ＴＶ版）

¥12,000

1/60 完全変形 VF-22S シュトゥルムフォーゲルII ガムリン機

¥13,000

サヨナラノツバサ 翼に風を、銀河に歌を！D賞 ウィッシュ・オブ・ヴァルキュリアver. ランカ・リー プレミアムフィギュア

¥1,200

エクセレントモデルLIMITED ランカ・リー 娘娘Ver.青

¥5,000

1/60 完全変形 VF-1A 一条輝 機 with スーパー＆ストライクパーツ

¥18,000

1/60 完全変形 VF-22SシュトゥルムフォーゲルII マックス機

¥17,000

TVseries Blu-ray BOX発売記念 S賞 スペシャルカラーver. シェリル・ノーム プレミアムフィギュア

¥1,000

¥9,000

1/60 完全変形 VF-22SシュトゥルムフォーゲルII ミリア機

¥10,000

TVseries Blu-ray BOX発売記念 B賞 ランカ・リー プレミアムフィギュア マクロスFB7ver.

¥1,000

1/60 完全変形 ＶＴ－1 スーパーオストリッチ

¥21,000

春さきどり!歌姫コレクション!!A賞 ドレスシェリル プレミアムフィギュア

¥1,000

1/60 完全変形 VF-1A 柿崎機 TV版
1/60 完全変形 VF-1A 柿崎機withスーパー＆ストライクパーツプラス

¥16,200

1/60 完全変形 VF-1A 量産機 劇場版 オプションパーツ付き

¥9,000 1/60 完全変形 YF-19

1/60 完全変形 VF-1D オプションパーツ付き

¥7,000

1/60 完全変形 VF-1D 無塗装キット オプションパーツ付き

¥12,000

¥8,500

マックスファクトリー
1/7 劇場版 マクロスF ～イツワリノウタヒメ～ シェリル・ノーム

¥5,000

やまと

春さきどり!歌姫コレクション!!B賞 シェリル・ノーム プレミアムフィギュアdシュディスタbver.

¥2,500 ミリア639 フィギュア3体セット

1/60 完全変形 YF-19 ウェザリング特別仕様

¥25,000

春さきどり!歌姫コレクション!!C賞 ランカ・リー プレミアムフィギュアdシュディスタbver.

¥1,000

1/60 完全変形 ＹＦ－19 試作3号機「バード・オブ・プレイ」

¥11,000

春さきどり!歌姫コレクション!!ラストワン賞 シェリル・ノームプレミアムフィギュア スペシャルカラーver.

¥1,200

¥5,000

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!
フィギュア1点から買い取りま
す!

