
FA-78-3 フルアーマー ガンダム7号機 ¥500 MS-05B ザクI 黒い三連星仕様 ¥1,500

1/20 マシーネンクリーガーNo.00.01 ファイアボール SG MK01 ¥2,500 Gアーマー(Gファイター + RX-78-2 ガンダム) ¥1,000 MS-06F ザクII Ver.2.0 ¥700 FX-550+AQM/E-X01 スカイグラスパー + エールストライカー ¥1,800

MS-05L ザクI・スナイパータイプ ¥600 MS-06R-1A アナベル・ガトー専用ザクＩＩ Ver.2.0 ¥5,000 RX-178 ガンダムMk-II (エゥーゴカラー) ¥3,600

1/1000 ふしぎの海のナディア N-ノーチラス号 ¥2,700 MS-06F-2 ザクII F2型 連邦軍仕様 ¥700 MS-06R-1A　エリック・マンスフィールド専用ザクⅡ ¥1,500 シャア専用ザク フルカラーコーティングバージョン ¥28,000

1/144 鉄のラインバレル ハインド・カインド ¥1,800 MS-09 ドム 黒い三連星トリプルドムセット ¥1,500 MS-06S シャア専用ザクVer.2.0 エクストラフィニッシュバージョン ¥7,000

1/144 鉄のラインバレル ラインバレル ¥1,800 MS-09RS アナベル・ガトー専用リック・ドム ¥2,500 MS-07B グフ ¥500 ガンダム試作4号機 ガーベラ クリアカラーVer. ¥2,000

1/144 鉄のラインバレル ラインバレル・オーバードライブ ¥2,500 MSN-001 デルタガンダム ¥1,500 MS-14C ゲルググキャノン（MSVカラー） ¥2,000

1/72 ZOIDS EZ-035 ライトニングサイクス ¥1,800 MSN-001A1 デルタプラス ¥800 MSM-03 ゴッグ ¥1,500 GAT-X105ストライクガンダム ¥1,000

ｺﾄﾌﾞｷﾔ)ﾏﾃﾘｱ(White)ﾌﾚｰﾑｱｰﾑｽﾞｶﾞｰﾙ ¥3,000 MSN-06S シナンジュ チタニウムフィニッシュ ¥1,000 MSN-00100 百式 HDカラー ¥2,500 GAT-X105ストライクガンダム ディアクティブモード ¥1,800

ｺﾄﾌﾞｷﾔ)武御雷Type-00F･月詠真那機 ¥2,500 MSN-06S シナンジュ レッドコメットスパークルVer. ¥1,000 MSN-04 サザビー ¥3,000 RG 1/144 ストライクルージュ＋HG 1/144 I.W.S.P. ¥2,500

フレームアームズ・ガール スティレット ¥1,500 NZ-666 クシャトリヤ・リペアード ¥1,800 MSZ-006 ゼータガンダム Ver.2.0 ¥2,000 RX-78-2 ガンダム ¥1,000

フレームアームズ・ガール バーゼラルド ¥2,000 RGM-86R ジムIII ¥700 MSZ-006 ゼータガンダム(Ver.1.0)コーティングバージョン ¥1,400 RX-78-2 ガンダム Ver.GFT ¥700

RGM-89S スタークジェガン(CCA-MSV Ver.) ¥2,000 MSZ-006A1 ゼータプラス (テスト機カラータイプ) ¥1,200 ZGMF-X09A ジャスティスガンダム ディアクティブモード ¥1,000

1/72 VF-1 バルキリー ミンメイ 2009スペシャル ¥1,500 RX-0 フルアーマーユニコーンガンダム ユニコーンモード ¥1,000 OZ-13MS ガンダムエピオン EW版 ¥1,500 ガンダム & シャア専用ザクヘッド (プレミアムVer.) ¥2,500

RX-77D ガンキャノン量産型 ¥700 RB-79 ボール Ver.Ka (限定クリアパーツ付き) ¥1,500 ストライクフリーダムガンダム クリアカラーVer. ¥2,300

AGE-1T ガンダムAGE-1 タイタス ¥1,200 RX-78-3 G3ガンダム MSN-02 ジオング (シャアカラー) ¥1,500 RX-0 ユニコーンガンダム ¥2,000 ゼータガンダム クリアカラーVer. ¥1,500

CB-001.5 アイズガンダム ¥1,000 RX-79[G] 陸戦型ガンダム ¥500 RX-0 ユニコーンガンダム グリーンフレーム/カラークリア ¥4,500 ダブルオーライザー トランザムクリアVer. ¥3,000

Gバウンサー ¥1,400 V2アサルトバスターガンダム クリアカラー＆メッキVer. ¥1,800 RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ ¥2,000 デスティニーガンダム ディアクティブモード ¥1,500

MS-06R 高機動型ザク ¥1,500 YAMS-132 ローゼン・ズール ¥700 RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス ¥3,000 デスティニーガンダム ハイネ・ヴェステンフルスカラーVer. ¥3,500

RX-78-3 G-3ガンダム Ver.G30th ¥1,500 ガンダム クリアカラーVer. ¥700 RX-78/C.A キャスバル専用 ガンダム ¥1,500 フリーダムガンダム エクストラフィニッシュVer. ¥2,500

エクシアリペアII＆0ガンダム（実戦配備型）クリアカラーバージョン ¥1,500 グフ(21st CENTURY REAL TYPE Ver.) ¥1,500 RX-78-2 ガンダム(Ver.1.0) ¥700

ガンダムAGE-2 特務隊仕様 ¥1,500 ユニコーンガンダム(デストロイモード) 劇場限定メッキフレーム/メカニカルクリアVer. ¥1,500 RX-78-2 ガンダムVer.3.0 ¥1,000 1/144 EXP003 システムベース001 ¥800

グリムゲルデ ¥500 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン（デストロイモード）グリーンフレーム チタニウムフィニッシュVer. ¥3,000 RX-93 νガンダム ¥1,000 1/20 装甲騎兵ボトムズ ブルーティッシュドッグ ¥1,500

ターンエーガンダムシン ¥1,000 ユニコーンガンダム3号機フェネクス type RC （デストロイモード）Ver.GFT シルバー ¥1,500 XXXG-00W0 ウィングガンダムゼロ (エンドレスワルツ版) ¥1,500 1/200 超時空要塞マクロス 超重量級デストロイド モンスター ¥2,500

ビルドストライクガンダム フルパッケージ プラフスキーパーティクルクリアVer. ¥500 XXXG-01H ガンダムヘビーアームズ EW版 ¥1,000 1/35 コードギアス 亡国のアキト アレクサンダ アキト機 ¥1,200

高機動型ザク "サイコ・ザク" (GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) ¥600 AGE-2 ガンダムAGE-2 ダブルバレット ¥1,600 YMS-15 ギャン ¥1,400 1/72 マクロスF VF-25F アーマードメサイアバルキリー アルト機 ¥2,400

AMS-119 レズン・シュナイダー専用 ギラ・ドーガ ¥5,400 ZGMF-X10A フリーダムガンダム エクストラフィニッシュバージョン ¥1,800 1/72 マクロスF VF-25F メサイアバルキリー アルト機 ¥1,800

XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ ¥800 AMX-004 キュベレイ ¥1,000 ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム エクストラフィニッシュバージョン ¥2,700 1/72 マクロスF VF-25S アーマードメサイア バルキリー オズマ機 ¥3,000

XXXG-01W ウイングガンダム チタニウムフィニッシュVer. ¥2,000 F91 ハリソン・マディン専用 ガンダムF91 ¥1,000 ガンダムアメイジングレッドウォーリア ¥1,500 1/72 マクロスF VF-25S スーパーメサイアバルキリー オズマ機 ¥1,500

GAT-X105 ストライクガンダム + I.W.S.P. ¥1,500 ガンダムフェニーチェリナーシタアルバ ¥3,000

GAT-X105 ストライクルージュ ¥500 GAT-X303 イージスガンダム ¥2,500 シャア専用ザク Ver.2.0 クリアカラーバージョン ¥3,000 1/100 ファイブスター物語 S.S.I. クバルカン ザ・バング ¥4,500

GNT-0000 ダブルオークアンタ ¥1,500 シャア専用ザク Ver.2.0 メカニカルクリア ¥5,000

AMS-129M ゼー・ズール ¥600 MBF-P02KAI ガンダムアストレイ レッドフレーム改 (限定クリアパーツ付き) ¥1,500 戦国アストレイ頑駄無 ¥2,000 1/72 太陽の牙ダグラム COMBAT ARMORS MAX01 コンバットアーマー ダグラム ¥1,500

AMX-004-2 キュベレイMk-II ¥800 MG 1/100 MSN-06S シナンジュ・スタイン Ver.Ka ¥1,500

AMX-011 ザクIII ¥700 MG 1/100 RGM-79N ジムカスタム ¥1,400 MS-06R-1A ザクヘッド（黒い三連星カラーVer.） ¥2,000

MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0 MG 1/100 RX-93 νガンダム

1,500円買取 1,500円買取 1,000円買取 1,000円買取
HG 1/144 MS-06R 高機動型ザク HGUC 1/144 MSN-001 デルタガンダム

MG 1/100 AMX-004 キュベレイ HGUC 1/144 ユニコーンガンダム(デストロイモード) 劇場限定メッキフレーム/メカニカルクリアVer. HGUC 1/144 RGM-89S スタークジェガン(CCA-MSV Ver.) MG 1/100 ZGMF-X10A フリーダムガンダム エクストラフィニッシュバージョン

1,000円買取 1,500円買取 2,000円買取 1,800円買取
WAVE バンダイ PG 1/60

コトブキヤ

バンダイ RE/100

バンダイ RG 1/144

ハセガワ

バンダイ HG 1/144

バンダイ その他

バンダイ MG 1/100

バンダイ HGAC 1/144

バンダイ HGCE 1/144 ボークス

バンダイ HGUC 1/144 マックスファクトリー

バンダイ MSV 1/35 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!


