
RZ046 シャドーフォックス ¥1,000 LBZ04 LBアイアンコング ¥800 ゲーター(恐竜型) 暗黒軍仕様 ワンダーフェスティバル2008冬限定 ¥2,000

1/72 EMZ15 モルガAA&モルガキャリア ¥2,000 RZ055 マッドサンダー(トリケラトプス型) ¥15,000 マトリクスドラゴン　ドラゴン型 ¥6,000 ゴジュラスMK-Ⅱ量産型 トイザらス限定 ¥4,500

1/72 EZ015 アイアンコング ¥5,000 RZ064 ゴジュラスギガ ¥3,600 ラプトカイザー 2007年 次世代ワールドホビーフェア限定 ¥2,500 シールドライガー ライオン型 オリジナルメッキ 小学館 学年誌スペシャル ¥23,000

1/72 EZ026 ジェノザウラー ¥2,000 RZ070 凱龍輝 ¥2,000 シールドライガー(ライオン型) DCS-J -ダブルキャノンスぺシャルジェット- 限定生産品 ¥2,000

1/72 EZ034 ジェノブレイカー ¥2,000 Zi024 コマンドウルフ アーバイン仕様 ¥1,000 月刊ゾイドグラフィックス VOL.1 ゴドス ¥1,000 ジェノザウラー　ゴールドメッキ 改造コンテスト最優秀賞賞品 ¥7,000

1/72 RCZ011 クリムゾンホーン ¥3,000 Zi025 グスタフ(昆虫型) ムンベイ仕様 ¥3,000 月刊ゾイドグラフィックス VOL.2 ヘルキャット ¥1,000 ジェノザウラー 店頭販促用銀色メッキ ¥5,000

1/72 RHI3 コマンドウルフ ¥1,500 月刊ゾイドグラフィックス VOL.3 マルダー ¥1,200 ジェノザウラー(ティラノサウルス型) スペシャルカラーVer. クリアブラック トイザらス限定 ¥1,500

1/72 RPZ03DS シールドライガー(デザート・タイプ) ¥2,000 CP01 ビームキャノンセット ¥500 月刊ゾイドグラフィックス VOL.4 スネークス ¥3,000 ジェノブレイカージェット(ティラノサウルス型) ゾイドコア.com限定 ¥2,500

1/72 RZ013 バスタートータス ¥2,000 CP03 ビームガトリングセット ¥1,000 月刊ゾイドグラフィックス VOL.7 シーパンツァー ¥1,500 ゾイド コアボックス ¥4,000

1/72 RZ030 ガンスナイパー ¥3,000 CP10 ゴジュラスキャノンセット ¥600 月刊ゾイドグラフィックス VOL.8 プテラス ¥1,000 ダークホーン(スティラコサウルス型) 特別限定仕様 ¥3,000

1/72 RZ042 コマンドウルフAC ¥3,000 CP11 マニューバスラスターユニット ¥1,500 月刊ゾイドグラフィックス VOL.9 ゾイドハンマーロック ¥1,500 ツインホーン(暗黒軍仕様) ワンダーフェスティバル2008夏＆e-HOBBY SHOP限定 ¥500

1/72 RZ082 ブレードライガーAB レオン仕様 流通限定 ¥3,000 CP12 アタックブースターセット ¥500 月刊ゾイドグラフィックス VOL.10 ライジャー ¥1,000 ハヤテライガー ホロテック ゾイドジェネシスDVD SPECIAL BOX Vol.2 同梱品 ¥3,000

1/72 カノントータス ¥3,000 CP17 ライガーゼロ シュナイダーユニット ¥1,000 月刊ゾイドグラフィックス 増刊.1 ガンギャラド ¥3,000 ブラックライモス(サイ型) コロコロコミック誌上限定 ¥800

1/72 コマンドウルフ アーバイン仕様 ¥3,000 CP17 ライガーゼロ シュナイダーユニット 限定メッキーコーティングVer. ¥1,500 月刊ゾイドグラフィックス 増刊号.2 オルディオス ¥2,300 ブラックレドラー (ドラゴン型) 特別限定仕様 ¥3,500

1/72 コマンドウルフ ゼネバス帝国型 流通限定 ¥2,500 CP20 ライガーゼロ　イエーガーユニット ¥500 ブラッディデスザウラー(恐竜型) トイズドリーム限定 ¥9,000

1/72 シールドライガー ¥2,500 CP20 ライガーゼロ イエーガーユニット 限定メッキコーティングVer. ¥2,500 BZ015 ブルースティルアーマー 「ZOIDS BLOX」限定品 ¥2,000 ブルーコマンドウルフ(オオカミ型) 特別限定仕様 ¥1,500

1/72 シールドライガーMk-Ⅱ ¥2,000 CP21 ライガーゼロ　パンツァーユニット ¥1,000 BZ024 パラブレード(パラサウロロフス型) 特製カラー ゾイドブロックス キャンペーン品 ¥1,500 ブルーセイスモサウルス ZOIDS改造コンテスト優勝商品 ¥15,000

1/72 セイバータイガーシュバルツ仕様 ¥3,000 CP21 ライガーゼロ パンツァーユニット 限定メッキコーティングVer. ¥1,000 DLZ001 ジェノザウラー(ティラノサウルス型) 恐竜博2005開催記念 ¥2,000 ブレードライガー ゴールドメッキ(小学館ゾイドオーディション当選品) ¥15,000

1/72 デザートライガー 流通限定 ¥2,000 CP27 バーサークフューラー シュトゥルムユニット ¥1,000 DLZ002 レッドホーン(スティラコサウルス型) 恐竜博2005開催記念 ¥2,500 ブレードライガー　ブラックメッキ 改造コンテスト景品 ¥7,000

1/72 ブレードライガー ¥3,000 DLZ004 スナイプマスター(ヴェロキラプトル型) 恐竜博2005開催記念 ¥1,000 ブレードライガー ブルーメッキ(雑誌ゾイドバトルワールド懸賞品) ¥25,000

1/72 ブレードライガーAB バン仕様 ¥3,000 DPZ10 ダークホーン(フューザーズ版) ¥3,000 DPZ09 デッド・ボーダー(恐竜型) トイズドリームプロジェクト限定 ¥3,000 ブレードライガー 店頭販促用銀色メッキ ¥17,000

1/72 モルガ&モルガ キャノリーユニット装着型 ¥2,000 FZ004 ブラキオトータス(恐竜/陸ガメ型) ¥700 EPZ003 グレートサーベル(トラ型) 装甲機甲型 トイズドリームプロジェクト限定 ¥800 ブレードライガー(ライオン型) 限定レオン・トロス専用機 ¥2,000

FZ008 ゴジュラス GIGA ¥3,000 EST02 ヘビーアームズケーニッヒウルフ ゾイドコア.com限定 ¥2,500 プロトゴジュラスギガ(ギガノトサウルス型) トイズドリームプロジェクト限定 ¥4,500

EZ004 レッドホーン ¥2,500 FZ016 ライガーゼロファルコン ¥2,500 GZ015 ハヤテライガー スペシャルエディション イトーヨーカドー限定 ¥2,000 ベアファイター 特別限定仕様 コロコロコミック誌上限定 ¥3,000

EZ015 アイアンコング ¥4,000 FZ017 ジェットファルコン ¥3,000 RBOZ003 ゴジュラス Mk-II 量産型(恐竜型) トイザらス限定復刻版 ¥5,000 マルダー(カタツムリ型) 暗黒軍仕様 東京おもちゃショー2008＆e-HOBBY限定 ¥1,500

EZ021 デスザウラー ¥8,000 FZ018 凱龍輝・真 ¥5,000 RPZ07 シールドライガー マークII(ライオン型) トイズドリームプロジェクト限定 ¥3,000 ムラサメライガー クリアカラー Z-POINTキャンペーン ¥15,000

EZ034 ジェノブレイカー ¥2,500 FZ022 アルティメットセイスモ ¥7,000 RZ-001 ゴジュラス ジ オーガ(恐竜型) 限定品 ¥7,000 ムラサメライガー(ライオン型) スペシャルエディション トイザらス限定 ¥3,000

EZ035 ライトニングサイクス ¥1,500 ストームソーダージェット ¥2,500 RZ001 ゴジュラス(恐竜型) ホロテック トイザらス限定 ¥2,500 メタルライモス 小学館 学年誌上通販限定品 ¥2,000

EZ036 デススティンガー ¥3,000 ブレードライガー ブラックインパクト(ライオン型) ¥2,000 RZ007CS シールドライガー コマンダー仕様 ゾイドユニバース会員限定販売品 ¥4,000 モルガ(昆虫型)暗黒軍仕様 ワンダーフェスティバル2008冬限定商品 ¥2,500

EZ038 エレファンダー ¥2,500 RZ028F ブレードライガー アジア限定カラー ¥2,000 レイコング(ゴリラ型) スペシャルエディション 2005年 次世代ワールドホビーフェア限定 ¥2,000

EZ054 ライガーゼロイクス(ライオン型) ¥2,500 BZ009 バスターイーグル/ワシ型 限定クリアVer. ¥500 ZGe001 ライガーブルー ソウガ(蒼牙) キャラホビ限定 ¥2,000 レッドザビンガ 改造コンテスト準優勝賞品 ¥2,000

EZ069 セイスモサウルス ¥3,500 BZ013 カノンダイバー 海ガメ型 ¥2,000 ZGe002 レッズタイガー 通販限定品 ¥1,500 レッドマトリクスドラゴン ゾイド改造コンテスト景品 ¥3,000

EZ072 エナジーライガー ¥2,500 BZ014 ディアントラー ¥1,000 ZGe003 ハウンドソルジャー＆ヘビーライモスセット キャラホビ2007限定 ¥1,500 レッドレオストライカー ゾイド改造コンテスト景品 ¥2,300

BZ015 スティルアーマー ¥2,000 ZGe004 ライガーレッド ヒオウ 電撃HOBBY通販限定 ¥1,200 レッドレドラー(PS 帝国ＶＳ共和国　メカ生体の遺伝子初回限定品) ¥1,000

RZ001 ゴジュラス ¥5,000 BZ016 シザーストーム ¥2,000 アイアンコング・マークII 量産型(ゴリラ型) トイズドリームプロジェクト限定 ¥5,000 レッドワイツウルフ 改造コンテスト優勝賞品 ¥3,000

RZ003 バリゲーター ¥1,500 BZ017 レーザーストーム ¥3,000 アイアンコングプロイツェンナイツ(ゴリラ型) 限定品 ¥7,000 レドラー スペシャルカラー Z-POINTキャンペーン ¥9,000

RZ013 カノントータス (カメ型) ¥1,500 BZ018 ディスペロウ ¥2,000 イグアン(暗黒軍仕様) ワンダーフェスティバル2008夏＆e-HOBBY SHOP限定 ¥700 レブラプター(ベロキラプトル型) 特別限定仕様 ¥1,500

RZ020 ステルスバイパー ¥1,500 BZ019 エヴォフライヤー(ミクロラプトル型) ¥1,500 ウオディック(暗黒軍仕様)　C3×HOBBY キャラホビ2008限定 ¥3,000 ワイツタイガーイミテイト(トラ型) 2004年 次世代ワールドホビーフェア限定 ¥1,000

RZ028 ブレードライガー ¥2,500 BZ022 ジェットファルコン ¥1,500 クリアデスザウラー Z-POINTキャンペーン ¥12,000 漆黒凱龍輝・真 イラストコンテスト優勝賞品 ¥28,000

RZ031 ディバイソン ¥2,500 BZ023 サビンガ ¥1,000 クリアモルガ Z-POINTキャンペーン ¥2,500

RZ037 ウルトラザウルス ¥10,000 BZ024 パラブレード ¥1,100 クリアレッドホーン Z-POINTキャンペーン ¥2,200

ゾイドRZ

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!

ゾイドフューザーズ

ゾイドEZ

ゾイドブロックス

ゾイド コトブキヤ

月刊ゾイドグラフィックス

ゾイドカスタムパーツ

ゾイド限定

コトブキヤ 1/72 ブレードライガーAB バン仕様 コトブキヤ 1/72 RZ082 ブレードライガーAB レオン仕様 流通限定 コトブキヤ 1/72 セイバータイガーシュバルツ仕様 コトブキヤ 1/72 EZ034 ジェノブレイカー

3,000円買取 3,000円買取 3,000円買取 2,000円買取


