
商品名 種類 買取価格 商品名 種類 買取価格 商品名 種類 買取価格

USP.コンパクト　07HK ガスガン ¥5,000 ベレッタ M9A1 ウエポンライトモデル リアルガン ¥13,000

US M79 プラストックモデル              エアガン ¥7,000 USP45 タンカラー              ガスガン ¥3,500 ワイルドホーク ver.SARABA リアルガン ¥17,000

M203グレネードランチャー ショートバレル   電動ガン ¥3,000 USP45 マッチ システム7 ガスガン ¥9,000 SCW V10 ウルトラコンパクト ブラジルVer. リアルガン ¥14,000

MA3011 14年式拳銃 前期型  HW ブラック     モデルガン ¥16,000 ソード・カトラス ガスガン ¥18,000 ジェフクーパー・モデル リアルガン ¥18,000

コルト COLT M1849 Pocket ポケット 4インチ ダミーモデル HW-Black モデルガン ¥7,000 ベクターSMG ガスガン ¥13,000 ベレッタ M8045 クーガF カーボンブラック HW リアルガン ¥13,000

戦前型 ワルサー PPKエーレンヴァッフェ HW ブラック ダミーカートモデル モデルガン ¥3,500 マカロフPM HW ガスガン ¥6,000

十四年式拳銃 後期型･HW ダミーカートモデル モデルガン ¥13,000 G18C ガスガン切替式 ¥6,000 U.S Army M1911A1/ミリタリーモデル of 1943 モデルガン ¥7,000

ブロハンド グロック26C フルオート ¥6,000

 ターキィ クーガー                モデルガン ¥4,000 キングコブラ ブラックHW 2.5インチ 357M モデルガン ¥4,000 S&W M19 4インチ HW モデルガン ¥2,500

GB P226R（BLK） エアガン ¥4,000 コルト キングコブラ アルティメットシルバーモデル2.5インチ モデルガン ¥4,000 S&W M29 44M 6インチ HW モデルガン ¥4,000

M945 5インチ ブラックモデル エアガン ¥6,000 コルト パイソン 357M 2.5インチ HW モデルガン ¥4,000

Ｍ９４５　シルバーコンパクト 3インチ エアガン ¥3,500 イカサM37 ソードオフ エアガン ¥4,000 コンバット パイソン 3インチ HW モデルガン ¥3,000

M945 スケイルド ブラック エアガン ¥8,000 フリントロック・ピストル           エアガン ¥4,000

Mk23ソーコムプロト エアガン ¥8,000 コルトパイソン.357マグナム 4インチ ステンレスタイプ エアガン ¥3,000

CZ75 2nd システム7 ガスガン ¥5,000 P990 パーカライズド・モデル ガスガン ¥1,500  SIG P228 スチールフィニッシュ ガスガン ¥4,500

Cz75 2nd ブラック ABSモデル ガスガン ¥8,000  コルト　SAA45DCC・ミッドナイトゴールド ガスガン ¥5,000

CZ75 2ndステンレスシルバー      ガスガン ¥2,500 ワルサーPPQ　M2 ガスガン ¥6,000 380AUTO　ガバメント・ミッドナイトゴールド ガスガン ¥2,500

CZ-75 ファーストver. マットブラック ガスガン ¥7,000 P226　ノンフレーム ガスガン ¥7,000

G17 ゴールドメダル ガスガン ¥8,000 M14 スナイパーライフル ウッド色 ガスガン ¥18,000 S&W M19  2.5インチ ガスガン ¥5,000

GB SP2022 タクティカル（限定生産品） ガスガン ¥3,000 S&W M29 4インチ Counterboard Heavy Weight ガスガン ¥8,000

GB STIストライクガン（BLK-ABS） ガスガン ¥7,000 H.R.T.スペシャル エアガン ¥4,000 S&W　M327 M&P R8 2インチ ステンレスモデル               ガスガン ¥14,000

H&K USP45 システム7 ABSブラック ガスガン ¥5,000 SV インフィニティ 4.3エキスパート/09 エアガン ¥5,000 S&W M327 M&P R8 5インチ HW ガスガン ¥3,500

HK　MP7A1-Ⅱ　PDW ガスガン ¥12,000 SV インフィニティ ミレニアムカスタム エアガン ¥14,000 S&W M36 2インチ スチールジュピターフィニッシュ ガスガン ¥3,000

HK45 ABS SYSTEM 7 ガスガン ¥5,000 ウィルソンコンバット プロテクター （アルティメットコレクション） エアガン ¥14,000 S&W M36 LadySmith 2インチ          ガスガン ¥12,000

M11A1 HW ガスガン ¥8,000 コブラ1911 ロイヤルブルーver. エアガン ¥13,000 S&W M442 センチニアルエアーウェイト 2インチ ガスガン ¥6,000

M4A1 カービン用40連スペアマガジン ガスガン ¥3,500 コルト M1911 ゲッタウェイ エアガン ¥13,000 Ｓ＆Ｗ Ｍ５００マグナムリボルバーステンレス ガスガン ¥7,000

M9　07ハードキック　HW ガスガン ¥10,000 ベレッタ M92FA（ダイハードタイプ）バトルダメージ エアガン ¥9,000 S&W M629 PC フラットサイド 3インチステンレス ガスガン ¥4,500

M9 アニバーサリー.モデル SV シルバーリミテッド ベレッタ ガスガン ¥4,500 S.C.W.Hi-Spec.Ver3 ウイルソン センチネル 競技用 エアガン ¥8,000 S&W M92 カウンターボアード　HW ガスガン ¥8,000

M92　バーテック07　HW ガスガン ¥8,000 M4A1 フルメタルカスタム          ガスガン ¥35,000 S&W･M13･FBI･3インチ            ガスガン ¥4,000

M92　バーテック07　HW アイノックス タイプⅡ ガスガン ¥4,500 M92FS〈緋弾のアリア〉キンジ モデル ガスガン ¥11,000 S&W･M1917･CAL45･5.5インチ    ガスガン ¥9,000

M93R オート9-C ガスブローバック ガスガン ¥8,000 SCW レスベア エマーソンCQC-45 HW    ガスガン ¥7,000 Ｓ＆Ｗ・Ｍ３６チーフスペシャルミッドナイトゴールド ガスガン ¥2,500

M93R-Ⅱ 07HK（ABS） ガスガン ¥8,000 SVI リミテッドガン 5.0            ガスガン ¥7,000 S.A.A45 D.C4インチ シビリアンスチールフィニッシュ ガスガン ¥4,500

M93R-Ⅱ　HW　07HK ガスガン ¥9,000 V16 ローデッドターゲット ロングスライド ガスガン ¥3,000 SAA45　キャバルリー　1stジェネレーション ガスガン ¥9,000

M945 3インチ コンパクト BK ガスガン ¥7,000 コルト ガバメント M1911 ロイヤルブルー ガスガン ¥9,000 SAAシビリアンD.C　HW ガスガン ¥11,000

M945 タクティクス シルバーリミテッド    ガスガン ¥3,000 コルト ハンター1911 ガスガン ¥13,000 SIG P220 陸上自衛隊 HW ver.2 ガスガン ¥8,000

M945　デュアルトーン ガスガン ¥7,000 ベレッタ M92FS ノバックカスタム ロイヤルブルー ガスガン ¥4,500 コルト S.A.A.45 シェリフモデル 3インチ 1stG             ガスガン ¥3,500

MK23 ソーコム コマーシャル スライドHW       ガスガン ¥2,500 ホーグ NM 6インチ ブラックエディション ガスガン ¥7,000 コルト　S.A.A.45　シビリアン　デタッチャブルシリンダー　HW ガスガン ¥12,000

MK23 ソーコム フェイズⅡプロト スライドHW   ガスガン ¥5,000 M4-A1 フルメタルカスタム〈SOPMOD ver.2014〉 ガスガン ¥21,000 コルト パイソン 3インチ R-MODEL HW ガスガン ¥6,000

MK23 ソーコムピストル ブラック HW（ニューHK） ガスガン ¥4,000 RL1911-A1 チャンピオンシップ ガスガン ¥7,000 コルト パイソン 4インチ ＨＷ ｖｅｒ.2 ガスガン ¥6,500

P226 Z-COMP ガスガン ¥6,000 SCW SIS カスタム レイルドモデル ガスガン ¥15,000 コルト380AUTO ガバメント スチールフィニッシュ ガスガン ¥3,000

P226R　タクティカル ガスガン ¥6,000 SCW SVインフィニティ6.0 ヴィンセントモデル ガスガン ¥12,000 コルトパイソン 357マグナム 4インチ Rモデル HW ガスガン ¥8,000

P230・JP・ブラックHW ガスガン ¥8,500 SCW ウォリアー カーボンブラック HW ガスガン ¥7,000 パイソン357マグナム4インチ・ミッドナイトゴールド ガスガン ¥3,500

P230SL Modello T/ガンスリンガーガールコラボモデル限定品 ガスガン ¥21,000 SIGMA・40F ガスガン ¥6,000 ブローニング ハイパワー Mk.3 HW     ガスガン ¥4,000

P232 ブラック ABS                    ガスガン ¥4,500 ウィルソン・コンバット・プロフェッショナル モデルガン ¥4,000 ルガーP08 4インチ ＨＷ ガスガン ¥11,000

SP2022ジャンダルムリ（限定生産品） ガスガン ¥9,000 LAPD SWATカスタムⅡ HW ver.2013  リアルガン ¥9,000 ルガーP08 4インチ スチールフィニッシュ フルチェッカーウォールナットグリップ ガスガン ¥8,000

STI エントリー A1 ガスガン ¥5,000 ガバメント〈緋弾のアリア〉モデル リアルガン ¥21,000 Gew33/40 マウンテントルーパー 電動ガン ¥20,000

STIイーグル 5.5ハイブリットシルバーリミテッド ガスガン ¥5,000 コルト M1911A1（40thアルティメットコレクション） リアルガン ¥20,000 360PD 357 1-7/8 モデルガン ¥9,000

STIエッジ5.1 システム7 ガスガン ¥5,000 コルト MkⅣシリーズ 70(40thアルティメットコレクション） リアルガン ¥23,000 COLT パイソン 3インチ モデルガン ¥7,000

KSC コクサイ

CAW

クラフトアップルワークス

KTW

タナカ

SⅡS

UMAREX

WE

ウエスタンアームズ

※この買取表は18禁の商品も含まれている為、18歳以上の方が対象となります。



商品名 種類 買取価格 商品名 種類 買取価格 商品名 種類 買取価格

No33 FN 5-7 ガスガン ¥4,500 No41　H&K　G3　SG-1 電動ガン ¥16,000

GLOCK18･HW             モデルガン ¥3,000 No44　グロッグ18C/フルオート ガスガン ¥3,500 No46　H&K・MP5K・A4・PDW 電動ガン ¥8,000

GLOCK7 3rdフレーム HW モデルガン ¥4,000 No46　Px4 ガスガン ¥5,000 No4M4A1カービン 電動ガン ¥15,000

S&W M29 6.5インチ ステンレス                モデルガン ¥9,000 No48　シグ・ザウエル　P226E2 ガスガン ¥4,000 No54　M9A1 コルトM16 A2 電動ガン ¥8,000

S&W　M29　6.5インチCB　HW/ダーティーハリーモデル モデルガン ¥10,000 No5 M92F ミリタリーモデル ガスガン ¥5,000 No64　トンプソン　M1A1 電動ガン ¥17,000

S&W M29 8・3/8インチ HW モデルガン ¥11,000 No52　XDM-40 ガスガン ¥3,000 No7　PS90　HC 電動ガン ¥6,000

S&W M36･3インチ               モデルガン ¥3,000 No54　M9A1 ガスガン ¥4,000 No70 P90 TR 電動ガン ¥8,000

S&W M36･PC 2インチ モデルガン ¥7,000 No64 コルトパイソン 4インチ ガスガン ¥3,500 No71　H&K　MP5　R.A.S 電動ガン ¥12,000

S&W M360J "SAKURA" ABS モデルガン ¥7,000 No7 コルトパイソン 6インチ ガスガン ¥3,000 No75 コルト M733 コマンド 電動ガン ¥8,000

S&W M360J　SAKURA モデルガン ¥13,000 No8　ウィルソンSG ガスガン ¥3,000 No76 SIG SG552 SEALｓ 電動ガン ¥12,000

S&W　M360SC スカンジウム 357マグナム　1-7/8インチ モデルガン ¥9,000 No8　コルトパイソン　2.5インチ ガスガン ¥6,000 No78 G36K マイクロスコープ付 電動ガン ¥11,000

S&W M37 エアーウェイト2インチ J-Police モデルガン ¥5,000 No9 グロック26 ガスガン ¥4,000 No78 H&K MP5-J 電動ガン ¥13,000

S&W M29･44MAG・リボルバー モデルガン ¥5,000 S&W M&P 9 19㎜ ガスガン ¥6,000 No80　U.Sライフル　M14/ウッドストックタイプ 電動ガン ¥15,000

コルト S.A.A. シングルアクションアーミー.45 アーティラリー5.5インチ モデルガン ¥4,000 S&W　M19　6インチ ガスガン ¥4,000 No81 USライフル M14 ファイバーストックタイプ 電動ガン ¥12,000

S&W　M66　4インチ ガスガン ¥7,000 No82 コルトM4A1カービン 電動ガン ¥7,000

GH07 センチメーターマスター エアガン ¥2,500 S&W M66 6インチ ガスガン ¥5,000 No83 89式小銃 電動ガン ¥17,000

L96 AWS ODストックVer. エアガン ¥8,000 SAMURAI EDGE Barry Burton Model Ver.II ガスガン ¥8,000 No84 P90 電動ガン ¥10,000

M203タイプグレネードランチャーM4A1＆M4RIS エアガン ¥5,000 U.S.M9ピストル ガスガン ¥4,000 No85 M14 SOCOM 電動ガン ¥16,000

No1　SPAS12 エアガン ¥6,000 ガスグレネードランチャー　M320A1 ガスガン ¥6,000 No86　89式小銃/折曲銃床式 電動ガン ¥20,000

No3　VSR-10　Gスペック エアガン ¥6,000 コルトパイソン.357マグナムステンレスモデル 6インチ ガスガン ¥4,000 グロック 18C フルセット 電動ガン ¥6,000

No4 M3 ショーティー エアガン ¥7,000 サムライエッジ M92F/S.T.A.R.S. バリー・バートン バイオ限定品 Vol.5 ガスガン ¥10,000 ハイサイクル MP5A5 HC 電動ガン ¥9,000

ウージーサブマシンガン エアコッキング エアガン ¥1,500 サムライエッジ バリー・バートン 完全限定品 ガスガン ¥16,000 No28 ハイキャパ エクストリーム フルオート ¥4,000

ヘッケラー＆コック H&K USPホッアップ エアガン ¥1,000 サムライエッジA1 ジル・バレンタインモデル ガスガン ¥25,000

COLT GOVERMENT MarkIV SERIES'70 ガスガン ¥6,500 サムライエッジ改 クリス・レッドィールドモデル ガスガン ¥7,000 COMBAT M4 ドットサイト エアガン ¥2,000

GLOCK17 Model 3ｒｄ Generation ガスガン ¥3,000 シグザウエル P226レイル クロームステンレス ガスガン ¥13,000

GLOCK34 ガスガン ¥3,000 センチネルナイン　レオンモデル ガスガン ¥8,000 44オートマグ・クリント1/ブラックHW ガスガン ¥8,000

H&K　USP　COMPACT ガスガン ¥4,000 デザートイーグル.50A　10インチ　BARREL　レオンカスタム/バイオハザード限定 ガスガン ¥17,000 デリンジャーバリュースペック　8mmBB/シルバーモデル ガスガン ¥2,000

HK45 ガスガン ¥3,000 デザートイーグル．５０ＡＥ バイオハザード２限定 ガスガン ¥11,000 6㎜BB S&W・M36・2ｲﾝﾁ ﾁｰﾌｽﾍﾟｼｬﾙ Ｘｶｰﾄﾘｯｼﾞ仕様 HW ガスガン ¥2,000

M8000クーガーF　HW　07HK ガスガン ¥8,000 デトニクス.45 エンヴァイロ・ハードクローム ガスガン ¥12,000 6㎜BB ﾏﾃﾊﾞﾘﾎﾞﾙﾊﾞｰ・ﾌﾞﾗｯｸHW ﾌﾟﾗｸﾞﾘｯﾌﾟ仕様 ガスガン ¥7,000

M870 タクティカル ガスガン ¥8,000 ナイトウォーリア コンバットカスタム ガスガン ¥4,500 デリンジャー バリュースペック 8㎜BB ブラックABSモデル ガスガン ¥2,000

M870 タクティカル ブリーチャー ガスガン ¥14,000 バイオハザード2 10In カスタム　デザートイーグル.50AE ガスガン ¥15,000 モーゼルM712 6㎜BB HW ガスガン ¥15,000

M9A1/ステンレスモデル ガスガン ¥12,000 バイオハザード3 サムライエッジ ジルバレンタインモデル ガスガン ¥6,000 COLT GOVERNMENT SERIS'70 HW モデルガン ¥11,000

MP7A1 ガスガン ¥6,000 ハイキャパ5.1　ゴールドマッチ ガスガン ¥5,000 コルト25オート ダミーカート仕様　ＨＷ モデルガン ¥4,000

No11 サムライエッジ スタンダードモデル ガスガン ¥3,000 No1　H&K　MP7A1 コンパクトマシンガン ¥6,000

No12 M92Fクロームステンレス ガスガン ¥7,000 No13SOCOM Mk23 スライドガン ¥5,000 APS-1 グランドマスター オリジナル エアガン ¥9,000

No14　グロッグ26 ガスガン ¥4,500 AK47 スターターセット 電動ガン ¥12,000 APS-3　グランドマスター エアガン ¥11,000

No15　デザートイーグル.50AE ガスガン ¥5,000 GLOCK　18C　SILVER　SLIDE 電動ガン ¥4,000 ブロバンド コルトガバメントシリーズ70 BK エアガン ¥5,000

No16 デザートイーグル.50AE クロームステンレス ガスガン ¥6,000 M16　ゴルゴ13カスタム/限定品 電動ガン ¥45,000 イングラムM11 フルセット ガスガン ¥7,000

No17 ハイキャパ 5.1 ガスガン ¥4,000 M93R フルセット 電動ガン ¥9,000 ワルサー P38（ac40）ブローバックブラックメタル ガスガン ¥4,000

No18 SIG・P226・RAIL ガスガン ¥4,000 MP5　クルツ　HC 電動ガン ¥12,000 ワルサーP38　AC41/ブラックモデル ガスガン ¥5,000

No19 ハイキャパ 4.3 タクティカルカスタム ガスガン ¥6,500 No11 SCAR-L  ブラック 電動ガン ¥25,000 ワルサーP-38ステンレスモデル ガスガン ¥3,000

No20 M1911A1 コルトガバメント ガスガン ¥6,500 No13 G36Cカスタム 電動ガン ¥25,000 ワルサーP99/ブラックモデル ガスガン ¥3,000

No23 デトニクス.45 ガスガン ¥4,000 No2 スコーピオンVz6 電動ガン ¥7,000 ワルサーPPK/S　ステンレス ガスガン ¥3,000

No24 ハイキャパカスタム デュアルステンレス ガスガン ¥4,000 No38 H&K MP5クルツA4 電動ガン ¥3,000 ワルサーPPK/S　ブラック ガスガン ¥5,000

No27 MEUピストル ガスガン ¥4,000 No4 H&K MP7A1 本体セット 電動ガン ¥9,000 MO5KA4”クルツ”ガスフルオート フルオート ¥9,000

マルシン工業

マルゼン

タナカ

東京マルイ

ノーベルアームス

※この買取表は18禁の商品も含まれている為、18歳以上の方が対象となります。


