
ﾒｰｶｰ ｽｹｰﾙ 買取価格 ﾒｰｶｰ ｽｹｰﾙ 買取価格
ABC 1/12 ¥6,000 タミヤ 1/12 ¥9,000
AO 1/24 ¥2,000 タミヤ 1/12 ¥14,000
LS 1/16 ¥3,000 タミヤ 1/12 ¥8,000
アオシマ 1/32 ¥12,200 タミヤ 1/12 ¥8,000
アオシマ 1/32 ¥2,500 タミヤ 1/12 ¥3,000
アオシマ 1/32 ¥2,500 タミヤ 1/12 ¥6,000
アオシマ 1/32 ¥4,500 タミヤ 1/12 ¥3,000
アオシマ 1/24 ¥1,000 タミヤ 1/12 ¥16,000
アオシマ 1/24 ¥700 タミヤ 1/12 ¥2,000
アオシマ 1/24 ¥3,000 タミヤ 1/12 ¥3,000
アオシマ 1/24 ¥2,000 タミヤ 1/12 ¥7,000
アオシマ 1/24 ¥2,500 タミヤ 1/6 ¥7,200
アオシマ 1/24 ¥1,800 タミヤ ¥5,000
イマイ 1/12 ¥8,000 ディアボスタ ¥18,000
イマイ 1/4 ¥12,000 童友社 1/12 ¥1,000
クラウン 1/24 ¥700 童友社 1/12 ¥16,700
スタジオ27 1/20 ¥3,000 ハセガワ 1/12 ¥7,000
スタジオ27 1/20 ¥4,000 ハセガワ 1/12 ¥6,000
スタジオ27 1/20 ¥4,000 ハセガワ 1/12 ¥1,500
スタジオ27 1/20 ¥2,500 ハセガワ 1/12 ¥1,000
スタジオ27 1/20 ¥3,000 バンダイ 1/12 ¥8,000
スタジオ27 1/20 ¥2,500 フジミ 1/32 ¥4,000
スタジオ27 1/20 ¥5,000 フジミ 1/32 ¥4,000
スタジオ27 1/20 ¥2,000 フジミ 1/32 ¥7,000
タミヤ 1/32 ¥7,000 フジミ 1/24 ¥9,000
タミヤ 1/32 ¥700 フジミ 1/24 ¥800
タミヤ 1/32 ¥6,000 フジミ 1/24 ¥500
タミヤ 1/32 ¥2,000 フジミ 1/24 ¥8,000
タミヤ 1/32 ¥20,000 フジミ 1/24 ¥6,000
タミヤ 1/32 ¥4,000 フジミ 1/24 ¥8,000
タミヤ 1/32 ¥1,500 フジミ 1/24 ¥700
タミヤ 1/24 ¥1,400 フジミ 1/24 ¥6,000
タミヤ 1/24 ¥3,000 フジミ 1/24 ¥500
タミヤ 1/24 ¥1,400 フジミ 1/20 ¥1,800
タミヤ 1/24 ¥1,000 フジミ 1/12 ¥6,000
タミヤ 1/24 ¥1,500 フジミ 1/12 ¥4,000
タミヤ 1/24 ¥1,500 フジミ 1/12 ¥6,000
タミヤ 1/24 ¥800 フジミ 1/12 ¥7,000
タミヤ 1/24 ¥1,000 フジミ 1/12 ¥6,000
タミヤ 1/24 ¥1,000 フジミ 1/8 ¥1,500
タミヤ 1/24 ¥1,500 フジミ 1/24 ¥1,500
タミヤ 1/24 ¥1,500 ポーケル 1/8 ¥28,000
タミヤ 1/20 ¥1,500 マイル 1/24 ¥7,000
タミヤ 1/20 ¥2,000 マイル 1/24 ¥14,000
タミヤ 1/20 ¥400 モデルファクトリーヒロ 1/24 ¥10,000
タミヤ 1/20 ¥1,500 モデルファクトリーヒロ 1/24 ¥10,000
タミヤ 1/14 ¥12,000 モデルプラス 1/12 ¥7,000
タミヤ 1/14 ¥8,000 モデルプラス 1/12 ¥7,000
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 ケーターハム スーパーセブン BDR サイクルフェンダーSP

マルティーニ ブラハム BT44B 1975
ロータス49 フォード
ローラ T-70 Mk.Ⅲ ブルー
ホンダ CB750

ﾀｲﾄﾙ ﾀｲﾄﾙ

エンツォフェラーリ セミアッセンブルモデル

ダイキャス フェラーリF50 イエロー
フェアレディ 24OZ サファリ仕様 ビッグスケールシリーズ

フェラーリ641/2 F190 タミヤビンテージセレクション

ホンダ NS500とレーシングライダー
マクラーレンMP 4/6 ホンダ
マスターズ コーチワーク ケーターハム スーパーセブン

ミニ四駆限定 スーパーXXシャーン Evo.I

キャメル プジョー 405
ザウバー・メルセデス C9 スポーツカー

 ミニ四駆限定 ミニ四駆VSシャーシ Evo.I

ミニ四駆 御年賀 2001年 新春 巳
レーサーミニ四駆 メモリアルBOX Vol.1
レーサーミニ四駆 メモリアルBOX Vol.1 メッキ

レーサーミニ四駆 メモリアルBOX Vol.13

HKS関西 アルテッツァ SXE10

レーサーメモリアルBOX4

FW28
MP4/19B
MP4/21
Multimedia
SAYBER PETRONAS

ホンダ モンキー超精密金属模型 

ウィリアムズ・ルノー FW14
フィニッシュライン マツダ 767B
一番星 北へ帰る トラック野郎 No.6 
観光バス4 日野セレガ アルピコハイランドバス仕様

三菱ふそう エアロクィーン エアポートリムジンバス仕様

週刊フェラーリコレクション全巻セット
 ランチャーストラトスHF サファリ
ランチャーストラトス HF モンテカルロ
アンフィニ RX-7 タイプR ヴィンテージ レッド

アンフィニ RX-7 タイプX 初回限定

リバティー 秋葉原11号 1号 2号 4号 5号 8号 中野2号

流星號 トラック TR番外6 街道美学パーツ付

AXES No.1 スカイラインGT-R

HM2 セリカXX 2.8GT ハイメカシリーズ
TC-87 スープラ 3.0GT グループA レーシングカーVer.

オートギャラリー 19ネットワーク R32 スカイライン GT-R

頭文字D インプレッサ悪魔のマシン 公道最速伝説

スカイライン 2000GT-B S54B型 レジンキット

トヨタ インチアップ ID-8 ニュークレスタ 2.5GT

ニューソアラ3.0 GT ツインカム Hi-MECHA110

フェラーリ 330P4 BERLINETTA 限定3000台

三菱ランサー 1600GSR 76年 サファリラリー 6位

トヨタ ソアラ 2800GT エアロスペシャル

フェアレディ280Z・T バールーフ

ワイルドミニ四駆 No.1 モンスタービートル Jr.17001

アルファロメオ 155 V6TI

F40 BLACKSTAR
GT-R カルソニック 93年

テスタロッサ250  LM'59 60 ＃9.11 LM60

フェラーリ F40
リーボック R32 スカイライン GT-R
メルセデス・ベンツ RB トレッキン グベルト駆動方式稼働

ミニバン ノーマル5 オデッセイ・アブソルート カスタム

ポルシェ 935-78 ツインターボ R/C

ポルシェ カレラ GT スポーツカー
ボルボ 850 サルーン BTCC

フェラーリ 512 S ディトナ 1970

GRS182 クラウンアスリート H17 50ｔｈ ベストカーGT

R35 GT-R エンジン付 左ハンドル
ニモス R34 Ver.R No.81スカイラインGT-R

プリペイントモデル09 ハコスカHT2000GTR KPGC10

オペル アストラ チームフェニックス フィニッシュボディ

カルソニック INPUL Z スポーツカー
カルマンギア クーペ スポーツカー

フェラーリ365GTB デイトナ
F399 JAPAN

FORCE INDIA VJM01
FERRARI 412 T1

ベビーフレイト03 三菱ふそう 07年 スーパーグレート ハイウェイカーゴ

 ニモス R34 GT-R z-tune

ザ・ベストカー GT94 UCF31 セルシオ05 後期型 20インチカスタム

BMW 3.5 CSL レーシング
4ｔデコトラ 丸美グループ 渡月丸 保冷車

日野 プロフィア 保冷車 シリーズNo.19
日野プロフィア ハイルーフ 保冷車 トラック

レガシイ B4 パトロールカー スペシャルビークルNo.3

ランボルギーニアヴェンタドール LP700-4 ロードスター

ブルーバード SSSターボS パープル 八の字シャコタン

マツダ コスモAP ペッタンコツッパリマシン

テスタロッサ250 ルマン ウイナー 1958
フェラーリ250TRI61 ウィナー 24ｈ ルマン 1961

フェラーリ330LM TRI62 ウィナー 24ｈ 1962

三菱 パジェロ SOP
ウィリアムズ FW-07 グランプリコレクション

グランプリコレクション フルビューウィリアムズ BMW FW24

タイレルP34 シックスホイラー GPC
マクラーレン MP4/4 ホンダ マルボロ
電動RC フォードエアロマックス トレーラーヘッド

フォード エアロマックス トレーラーヘッド

買取価格は相場・状態・在庫数・再販情報により、毎日変動します。掲載価格は、未開封状態で美品(国内流通正規品)の上限価格となります。


