MG 1/100 アルトロンガンダム EW

MG 1/100 νガンダム HWS Ver.Ka

MG 1/100 パーフェクトストライクガンダム スペシャルコーティングVer.

MG 1/100 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス

6,500円買取

5,000円買取

5,000円買取

4,500円買取

MG 1/100 フルアーマー・ユニコーンガンダム（レッドカラーＶｅｒ.）

4,000円買取

MG 1/100 ガンダムフェニーチェリナーシタアルバ PG 1/60 キャスバル専用ガンダム エクストラフィニッシュVer.

4,000円買取

ガンプラMG
MG一般販売・特別仕様

12,000円買取

PG 1/60 ガンダム

4,500円買取

MS-06R-2 ジョニー・ライデン専用ザク Ver.2.0

¥1,800 クロスボーンガンダムＸ２ Ver.Ka

¥2,500 GN-0000+GNR-010 ダブルオーライザー

¥8,000

MSN-00100 百式 HDカラー

¥1,500 RX-78-2ガンダムVer.3.0用 拡張セット

¥1,000 RX-0 ユニコーンガンダム

¥8,000

カスタムセット

MS-06F/J ザクII

¥1,000

MS-06R-1 ザクII Ver.2.0 ア・バオア・クー防衛隊機 プロショップ専用商品

¥4,000 ギラ・ドーガ（レズン・シュナイダー専用機）

¥4,000

MS-14S ゲルググ シャア・アズナブル大佐機

¥1,200

MSN-06S シナンジュ Ver.Ka チタニウムフィニッシュ

¥3,500 ズゴック（ユニコーンカラーVer.）

¥2,500 RX-78-2 ガンダム カスタムセット#2

¥2,500

RX-78GP01 ガンダム試作1号機

¥1,200 RX-0 ユニコーンガンダム

¥1,500 クロスボーンガンダムＸ３ Ver.Ka

¥2,500 MS-06 ザクII カスタムセット#2

¥2,300

RX-78GP01Fb ガンダム試作1号機 フルバーニアン

¥1,000 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 チタニウムフィニッシュ

¥4,000 ガンダムアストレイ レッドフレーム

¥3,500 RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット

¥4,000

RX-78GP02A ガンダム試作2号機

¥2,000 RGZ-95 リゼル

¥1,500 ガンダムアストレイ ノワール

¥3,000

スペシャルバージョン

RX-178/FXA-05D スーパーガンダム

¥1,500 RGZ-95C リゼル 隊長機

¥1,000 デスティニーインパルスガンダムＲ（リジェネス）

¥3,500

RX-78-2 ガンダム 30周年限定モデル エクストラフィニッシュVer.

¥21,000

RX-79[G] 陸戦型ガンダム

¥1,200 XXXG-01D2 ガンダムデスサイズヘル EW

¥2,300 RX-78-1 プロトタイプガンダム

¥3,300

GAT-X105 エールストライクガンダム+スカイグラスパー 30周年記念カラークリアVer.

¥23,000

FA-010S フルアーマーダブルゼータガンダム

¥2,000 XXXG-01W ウイングガンダム EW

¥1,800 MS-06F ドズル・ザビ専用ザクII

¥3,000

PGイベント限定品・キャンペーン当選品

RX-93 νガンダム

¥1,800 GN-0000+GNR-010 ダブルオーライザー

¥2,500 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン

¥3,000

MS-18E ケンプファー

¥1,500 OZ-13MS ガンダムエピオン EW

¥2,500 MS-07B マ・クベ専用グフ

¥3,000 RX-78-3 G-3ガンダム メッキバージョン

¥18,000

MS-07B-3 グフカスタム

¥1,200 XXXG-01SR ガンダムサンドロック EW

¥1,800

¥4,000

RX-178 ガンダムMk-II マルチコーティングバージョン

¥20,000

GF13-017NJII Gガンダム

¥1,500 RX-0 フルアーマーユニコーンガンダム Ver.Ka

¥2,000 MS-06FS ガルマ・ザビ専用 ザクII

¥3,000

GAT-X105 エールストライクガンダム+スカイグラスパー クリアパールシフトバージョン

¥19,000

MSZ-006C1 ゼータプラスC1

¥1,500 XXXG-01H ガンダムヘビーアームズ EW

¥2,300 OZ-00MS2B トールギスIII

¥3,500

RX-78-2 ガンダム+ウエポンズ アニメーションカラーバージョン

¥14,000

MS-09R-S シャア専用リックドム

¥1,400 GAT-X207 ブリッツガンダム

¥2,000

RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン（最終決戦Ver.）

¥3,000

MS-06F ザクII+ウエポンズ アニメーションカラーバージョン

MS-14A ゲルググ (アナベル・ガトー専用機)

¥1,200 AGE-2DH ガンダムAGE-2 ダークハウンド

¥1,000 MS-06R-2 ギャビー・ハザード専用ザクII

¥2,500

フルアーマー・ユニコーンガンダム（レッドカラーＶｅｒ.）

RX-78/C.A キャスバル専用ガンダム エクストラフィニッシュVer.

¥12,000

¥5,000

ホビーオンラインショップ
¥5,000

MSA-0011[Ext] Ex-Sガンダム

¥2,000 OZ-00MS トールギスI EW

¥1,500 メガ・バズーカ・ランチャー

¥1,000 RX-0 ユニコーンガンダム用 FA拡張ユニット

MSM-03 ゴッグ

¥1,000

¥1,500 FA-78-2 ヘビー・ガンダム

¥3,500 拡張ユニット アームド・アーマーVN/BS

RX-78-4 ガンダム4号機

¥1,500 RGM-86X ジェスタ

¥1,800

XXXG-01Wfr/A ガンダムフェニーチェリナーシタアルバ

¥4,000 RX-0 ユニコーンガンダム（最終決戦Ver.）

¥22,000

XXXG-01S2 アルトロンガンダム EW（エンドレスワルツ）

¥6,500 RX-０ ユニコーンガンダム3号機 フェネクス

¥27,000

RGZ-95C リゼルC型 (ディフェンサーa+bユニット／ゼネラル・レビル配備機)

¥2,500

パーフェクトガンダム

¥3,000 AMS-119 ギラ・ドーガ

¥2,500

AMX-004-3 キュベレイMk-II プルツー専用機

¥1,200 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0

¥1,500 RGM-96X ジェスタ・キャノン

¥2,800

ガンプラHGUC
HGUC 1/144 一般販売・特別仕様

XXXG-01W ウイングガンダム (Ver.Ka)

¥1,800 MBF-02 ストライクルージュ オオトリ装備 Ver.RM

¥1,500

V2ガンダム Ver.Ka用 拡張エフェクトユニット “光の翼”

¥1,800

ZGMF-X10A フリーダムガンダム

¥1,800 XXXG-00W0 ウイングガンダム プロトゼロ EW

¥1,500

MS-06R-1A エリック・マンスフィールド専用高機動型ザクII

¥2,000 RX-77-2 ガンキャノン

MBF-02 ストライクルージュ

¥1,500 GX-9900 ガンダムX

¥1,500 MSZ-006C1 ゼータプラス(ユニコーンVer.)

¥1,500 MSN-00100 百式

¥500

RMS-099 リック・ディアス (クワトロ・バジーナカラー)

¥1,200 RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス

¥4,500 RGM-79 パワード・ジム

¥2,500 RMS-099 リックディアス

¥600

RX-78-2 ガンダム Ver.ONE YEAR WAR 0079

¥1,500 RX-93-ν2 Hi-νガンダム Ver.Ka

¥2,500 ZGMF-X56S インパルスガンダムブランシュ

¥2,000 RX-78-2 ガンダム

¥500

XM-X1 クロスボーンガンダムX-1 Ver.Ka

¥2,500 PPGN-001 ガンダムエクシアダークマター

¥2,500 XXXG-H01H2 ガンダムヘビーアームズ改 EW

¥3,000 PMX-003 ジ・オ

¥800

GAT-X105 ストライクガンダム+I.W.S.P.

¥1,500 GX-9901-DX ガンダムダブルエックス

¥1,000

GAT-X105+AQM/E-YM1 パーフェクトストライクガンダム スペシャルコーティングVer.

¥5,000 MSZ-006 ゼータガンダム

¥800

ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム (スペシャルクリア外装パーツ付き)

¥1,200 ZGMF-X10A フリーダムガンダム Ver.2.0

¥2,500

ウエポン&アーマーハンガー FOR フルアーマーガンダム Ver.Ka(GUNDAM THUNDERBOLT 版)

¥2,000 MRX-009 サイコガンダム

¥1,500

XM-X1 クロスボーンガンダムX-1 フルクロス

¥2,500

FA-78 フルアーマーガンダム Ver.Ka(GUNDAM THUNDERBOLT版)

¥2,000 FA-93 HWS νガンダム HWS Ver.Ka

¥5,000 MS-09 ドム 黒い三連星 トリプルドムセット

¥1,500

¥3,500 νガンダム Ver.Ka用 HWS拡張セット

¥500

RX-93-ν2 Hi-νガンダム

¥1,800 MS-06R 高機動型ザク“サイコ・ザク” Ver.Ka

GAT-X105E ストライクノワールガンダム

¥1,800

MS-06J 量産型ザク Ver.2.0

¥1,200

WD-M01 ∀ガンダム

¥2,300 MS-06S ザクＩＩ Ver.2.0 リアルタイプカラー

¥3,000

ガンプラPG

ORX-005 ギャプランTR-5［フライルー］

ZGMF-X42S デスティニーガンダム

¥2,300

¥2,000

PG一般販売・特別仕様

RX-79BD-3 ブルーディスティニー3号機

¥800

ZGMF-X42S デスティニーガンダム エクストリームブラストモード

¥2,500 MS-06S 黒い三連星ザクVer.2.0

¥2,500

通常版

RGZ-91 リ・ガズィ

¥500

MGイベント限定品・キャンペーン当選品 RGM-179 ジムII
ホビーオンラインショップ
小説版ユニコーンガンダム2号機バンシィVer.Ka 最終決戦仕様

RGM-79SP ジム・スナイパーII（ホワイト・ディンゴ隊仕様）

¥1,000 PMX-001 パラス・アテネ

¥500

¥1,500 MS-05L ザクI・スナイパータイプ

¥500

¥2,500 RGM-79FP ジム・ストライカー

RX-0 ユニコーンガンダム Ver.Ka

¥2,500 MS-06S ジョニー・ライデン専用ザクII

¥1,800 RX-78-2 ガンダム

¥4,500 MSN-04 サザビー

MS-06F 量産型ザク Ver.2.0

¥1,800

¥1,800 MS-06F ザクII

¥2,500

ZGMF-X56S/α フォースインパルスガンダム

¥1,500 マラサイ（ユニコーンカラーVer.）

¥3,000 GAT-X105 ストライクガンダム

¥3,500 RMS-099B シュツルム・ディアス

エールストライクガンダム Ver.ＲＭ用 ランチャーストライカー/ソードストライカーパック

FA-93HWS νガンダム（ヘビー・ウエポン・システム装備型）

¥500
¥1,200

¥500
¥1,000
¥700

HGUC 1/144 ペイルライダー（陸戦重装備仕様） HGUC 1/144 ギラ・ズール（キュアロン機）

1,800円買取

1,800円買取

RG 1/144 ゼータガンダム3号機

2,500円買取

ガンプラHGUC

エクストラフィニッシュバージョン

RX-93-ν2 Hi-νガンダム

1,500円買取

1,500円買取

RG 1/144 ザクII リアルタイプカラーVer. RG 1/144 RG ストライクルージュ+HG I.W.S.P.

2,500円買取
HGUC 1/144 一般販売・特別仕様

HGUC 1/144 フルアーマー・ユニコーンガンダム（デストロイモード） HGUC 1/144 V2ガンダム用 拡張エフェクトユニット"光の翼"

1,800円買取
ベースジャバー（ユニコーン ジオン軍残党カラーVer.）

¥1,500 MSM-08 ゾゴック（ジャブロー攻略戦仕様）
¥500 HGUC 1/144 イベント限定品・キャンペーン当選品 ターンエーガンダム用 拡張エフェクトユニット"月光蝶"
AMX-004-3 キュベレイMk-II エクストラフィニッシュVer.（レッドメタリック,イエローメタル）

RG 1/144 キャスバル専用ガンダム

1,800円買取
¥800 MSM-07S シャア専用ズゴック

¥1,200

¥700 XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ EW

¥1,000

¥700 GN-0000+GNR-010 ダブルオーライザー

¥1,500

¥1,200 MBF-P02 ガンダムアストレイレッドフレーム

¥1,300

HG U.C. HARD GRAPH)RX-79[G] 陸戦型ガンダム地上戦セット

¥1,500

ハイグレード Ver.G30th

NZ-666 クシャトリヤ

¥1,000

RX-78-2 ガンダム Ver.G30th セブン-イレブンカラー

¥1,200 AMS-129 ギラ・ズール（キュアロン機）

¥1,800 XXXG-01W ウイングガンダム EW

¥500

RX-78-2 ガンダム Ver.G30th セブン-イレブンカラーVer.1.5

¥1,200

¥1,400 GNT-0000 ダブルオークアンタ

¥1,200

AMS-129 ギラ・ズール

¥500

RX-78-3 G-3ガンダム Ver.G30th(スーパーエキスポ東京2010)

¥1,000 RX-80PR ペイルライダー（陸戦重装備仕様）

¥1,800 MSN-06S シナンジュ

¥1,500

RGM-89S スタークジェガン

¥700

HGFC)GF13-017NJII ゴッドガンダム

¥800

MSZ-006 ゼータガンダム 劇場限定版 クリアカラーVer.

MSZ-010 ダブルゼータガンダム

¥700

RX-0 ユニコーンガンダム(デストロイモード) 劇場限定NT-DパールクリアVer.

MS-07B-3 グフカスタム

¥500 MS-06S シャア専用ザク セブン-イレブンカラー

¥800 RMS-179 ジムII セミストライカー

¥1,000 RX-78-2 ガンダム メカニカルクリアVer.

¥2,300

RGM-89De ジェガン（エコーズ仕様）

¥800

MSN-001A1 デルタプラス 劇場限定インナースペースクリアVer.

¥700 AMX-004-3 キュベレイMk-II（プルツー専用機）

¥1,000 MBF-02 ストライクルージュ

¥2,000

HGFC)GF13-017NJ シャイニングガンダム

¥700

ガンダム&量産型ザクセット（ガンダムブレイカーオリジナルカラーVer.）

¥1,000 XM-X2 クロスボーン・ガンダムX2

¥1,800 RX-78-2 ガンダム（Ver.GFT）

¥1,000

HGFC)GF13-050NSW ノーベルガンダム（バーサーカーモード）

¥500

RX-0 ユニコーンガンダム（デストロイモード）セブン-イレブンカラー

¥1,500 AGX-04 ガーベラ・テトラ（ロールアウトVer.）

¥1,000 MS-06F ザクII リアルタイプカラーVer.

¥2,500

¥500

¥1,000

RX-0 ユニコーンガンダム（デストロイモード）

RMS-179 ジムII

RGM-89D ジェガンD型

限定モデル

ネオ・ジオング用 拡張エフェクトユニット"サイコシャード"

V2ガンダム用 拡張エフェクトユニット"光の翼"

¥800 AMX-102 ズサ
¥1,400 ARX-014 シルヴァ・バレト（ガエル・チャン専用機）

RX-0[N] 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）劇場限定 NT-DクリアVer.

¥1,500 RX-78 ガンダム (21stCENTURY REAL TYPE Ver.)

¥1,200

RX-0 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.

¥2,000

MSM-04G ジュアッグ（ユニコーンVer.）

¥500

MS-06S&MS-06 シャア専用ザク&量産型ザク THE ART OF GUNDAM OSAKA メタリックエディション

RAS-96 アンクシャ

¥700 HGCE)ストライクガンダム スペシャルカラーVer.

MSN-001 デルタガンダム

YAMS-132 ローゼン・ズール
RX-0[N] ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン（ユニコーンモード）

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）

PMX-000 メッサーラ
AGX-04 ガーベラ・テトラ

¥1,200

HGAC)XXXG-01W ウイングガンダム チタニウムフィニッシュVer.

¥800
¥1,500 RG 1/144 イベント限定品・ホビーオンラインショップ

¥1,000

GAT-X105B/FP ビルドストライクガンダム フルパッケージ

イベント限定モデル

ZGMF-X42S-REVOLUTION 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.

¥3,000

¥700

GN-001 ガンダムエクシア エクストラフィニッシュVer.

¥2,300

¥1,500 ZGMF-X56S/γ ブラストインパルスガンダム

¥1,500

XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ EW パールグロスVer.

¥1,000

¥1,500 RGM-89S プロト・スタークジェガン

¥1,400

MSZ-006-3 ゼータガンダム3号機 初期検証型 Ver.GFT リミテッド カラー

¥1,000

MBF-P02 ガンダムアストレイ レッドフレーム メッキVer.

¥2,500

RX-77 ガンキャノン (21stCENTURY REAL TYPE Ver.)

¥1,500 メガ・バズーカ・ランチャー

¥800

¥700 RB-79 ボール ツインセット セブン-イレブン カラー

¥700 RGM-79SP ジム・スナイパーII（リド・ウォルフ機）

¥700 ガンダムエクシア トランザムクリアVer.

¥1,500

¥1,200 MSZ-006A1 ゼータプラス（テスト機イメージカラー）

¥1,500 ZGMF-X56S/β ソードインパルスガンダム

¥1,200 ガンダムアストレイ ブルーフレーム メッキVer.

¥2,500

¥1,500

¥700
¥1,000

RX-0 フルアーマー・ユニコーンガンダム（デストロイモード）レッドメッキフレーム/メカニカルクリアVer.

LM312V04+SD-VB03A Vダッシュガンダム クリアカラーVer.

¥1,800

ホビーオンラインショップ

¥700 XM-X3 クロスボーン・ガンダムX3

¥1,000

ZGMF-X10A フリーダムガンダム ディアクティブモード

¥1,000

¥1,000 ザクII改 Bタイプ（ユニコーンVer.）

買取強化

ZGMF-X09A ジャスティスガンダム ディアクティブモード

¥2,500

HGAC)XXXG-01W ウイングガンダム

¥500 RX-78-3 G-3ガンダム

MS-06R-2 ジョニー・ライデン専用ザク

¥500

ZGMF-X10A フリーダムガンダム「ゴールドインジェクションカラー」

HGAC)XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ

¥600

RX-80PR ペイルライダー（陸戦重装備仕様）HADES MODE エクストラフィニッシュVer.

¥1,500

¥700

RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（ユニコーンモード）ゴールドコーティングVer.

¥2,000

RX-0[N] 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）

¥1,500

¥700

¥700 ゲルググ（ユニコーンVer.）

ガンダムフロント東京限定

RX-0 フルアーマー・ユニコーンガンダム（デストロイモード）

¥1,500

MSZ-006A1 ゼータプラス（ユニコーンVer.）

¥1,200 RX-93 νガンダム（Ver.GFT）

RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス type RC（ユニコーンモード）シルバーコーティング Ver.

買取強化 RG ストライクルージュ+HG I.W.S.P.

¥1,800

MSZ-006-3 ゼータガンダム3号機

¥2,500

ストライクフリーダムガンダム用 拡張エフェクトユニット"天空の翼"

¥1,000

ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム ディアクティブモード

¥1,800

GN-001 ガンダムエクシア（トランザムモード）グロスインジェクションVer.

¥2,500

ガンプラRG
RG 1/144 一般販売
RX-78-2 ガンダム

¥700

¥1,400 MS-06S シャア専用ザク

¥1,200

RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（デストロイモード）（Ver.GFT）

¥2,000 GAT-X105 エールストライクガンダム

¥1,000 RX-78/C.A キャスバル専用ガンダム

¥1,800

¥1,000

RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（デストロイモード）（Ver.GFT）リミテッドゴールドコーティング

¥3,000 ZGMF-X10A フリーダムガンダム

¥1,200

¥1,800

MSZ-008 ZII

¥500

RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（デストロイモード）（Ver.GFT）カラークリアVer.

¥2,500 FX-550 スカイグラスパー ランチャー/ソードパック

¥1,200 RX-78-3 G-3ガンダム

¥2,000

LM314V23/24 V2アサルトバスターガンダム

¥800

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

¥2,000 RX-178 ガンダム Mk-II〔ティターンズ仕様〕

¥1,200

GN-0000+GNR-010 トランザムライザー グロスインジェクションVer.

¥1,800

ホビーオンラインショップ

¥1,000

RX-78-2 ガンダム カラークリアVer.(ガンダム展 THE ART OF GUNDAM)

¥2,500

AMX-101E シュツルム・ガルス
YAMS-132 ローゼン・ズール（エピソード 7 Ver.）

¥500

HGCE)ZGMF-X10A フリーダムガンダム

¥600

RX-178 ガンダムMk-II（エゥーゴ仕様）-REVIVE-

¥500 MSM-04G ジュアッグ（Ver.MSV）

¥1,000 ZGMF-X42S デスティニーガンダム

¥1,000 MSM-07 量産型ズゴック

¥1,500

AMX-004 キュベレイ-REVIVE-

¥800 Gディフェンサー&フライングアーマー

¥1,000 GUNDAM GP01 ガンダム試作1号機 ゼフィランサス

¥1,200 MBF-P01 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム

¥2,000

MSN-00100 百式-REVIVE-

¥700 RGM-96X ジェスタ トライスタークリアVer.
¥500 RGZ-95C リゼルC型（ゼネラル・レビル配備型）

¥1,000

¥1,000 シナンジュ用 拡張セット

¥1,200

¥1,200 ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム

¥1,200 GN-0000/7S ダブルオーガンダム セブンソード

¥2,300

¥1,500 GN-001 ガンダムエクシア

¥1,500 ガンダムエクシア リペアII

¥1,500

RGM-79[G] 陸戦型ジム

RGM-79SP ジム・スナイパーII（ホワイト・ディンゴ隊仕様）

ZGMF-X09A ジャスティスガンダム

ガンダムエクシア用 ガンダムアストレアパーツセット

GUNDAM GP01Fb ガンダム試作1号機 フルバーニアン

