ディジェ

7,000円買取
ROBOT魂
機動戦士ガンダム
ガンダム

ザク・デザートタイプ ver. A.N.I.M.E.

フルアーマーガンダムMk-II

フルアーマーZZガンダム

6,000円買取

5,500円買取

4,000円買取

バーザム

¥2,500 アリオスガンダム＋GNアーチャーDXセット

¥1,200 ダブルオーライザートランザムセット

ボリノーク・サマーン

¥2,000 アルケーガンダム

¥4,000 ブシドー専用アヘッド

¥1,000 リック・ディアス（クワトロ・バジーナ機）

¥1,200 アルヴァアロン

¥1,400
¥1,200

¥700 ブレイヴ一般用試験機

¥1,500

¥2,500 ブレイヴ指揮官用試験機

¥2,500

ガンダム ハードポイント追加仕様

¥2,300 リック・ディアス（初期生産型）

¥3,500

ガンダム ver. A.N.I.M.E.

¥2,000 ZZガンダム

¥1,800 エルスクアンタ

¥3,000 マスラオ

¥1,200

ガンダム ver. A.N.I.M.E. ～劇場ポスター リアルタイプカラー～

¥3,000 フルアーマーZZガンダム

¥4,000 オーライザー

¥1,000 ユニオンフラッグカスタムII GNフラッグ

¥2,000

アルヴァアロンDX the core of アルヴァトーレ

ガンキャノン ver. A.N.I.M.E.

¥1,500 強化型ZZガンダム

¥2,500 ガガ

¥2,500 リボーンズガンダム/リボーンズキャノン

¥2,000

ガンタンク ＆ ホワイトベースデッキ ver. A.N.I.M.E.

¥7,500 ゲーマルク

¥8,000 ガガ トランザムセット

¥5,000

グフ ver. A.N.I.M.E.
グフ試作実験機 ver. A.N.I.M.E.

¥2,000 ガッデス
¥1,400 ガンキャノン・ディテクター（MSV版）
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
¥5,500
ガッデス&ブースター セット

¥4,000 レグナント(修正ヘッド付)
機動戦士ガンダムOO外伝
¥1,000
¥2,500 アドヴァンスドジンクス

¥3,000

グフカスタム

¥2,000 νガンダム

¥1,000 ガデッサ

¥1,000 アドヴァンスドジンクス デボラ機

¥1,000

ザクII

¥1,000 νガンダム（サイコフレーム発動Ver.）

¥1,800 ガデッサ ヒリング機SPカラー

¥1,000 ガンダムアヴァランチエクシア

¥3,000

ザク・デザートタイプ ver. A.N.I.M.E.

¥6,000 νガンダム拡張フルセット

¥2,000 ガデッサ/ガラッゾ/ガッデス用ブースター

¥700 ガンダムアストレア タイプF

¥4,500

シャア専用ザク ver. A.N.I.M.E.

¥1,000 νガンダム フィン・ファンネルセット

¥1,500 ガラッゾ

シャア専用ズゴック ver. A.N.I.M.E.

¥1,800 Hi-νガンダム

¥3,000 ガラッゾ ヒリング機SPカラー

シャア専用リック･ドム ver. A.N.I.M.E.

G-3 ガンダム ver. A.N.I.M.E.

¥4,000 サザビー
¥2,500 ガンダムアストレア
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
¥5,000
ガンダムエクシア

G-3ガンダム メタリックコート仕様

¥2,800 Ξガンダム（クスィーガンダム）

¥2,300 ガンダムエクシアリペア

Gファイター ver. A.N.I.M.E.

¥4,500

¥9,000 ガンダムエクシアリペアII換装パーツ

ジム ver. A.N.I.M.E.

¥2,300 ペーネロペー

ド・ダイ YS ＆ グフ オプションセット ver. A.N.I.M.E.

Ξガンダム-ミサイルポッド装備（マーキングプラスVer.）

¥2,500 ペーネロペー マーキングプラス Ver.
機動戦士ガンダムAGE

ドム ver. A.N.I.M.E.

¥2,300

プロトタイプ・ドム ver. A.N.I.M.E.

¥6,500 ガンダムAGE-1 ノーマル

フルアーマーガンダム ver. A.N.I.M.E.

¥2,000 ガンダムAGE-1 タイタス

プロトタイプガンダム

¥9,000 ガンダムエクシア トランザムクリアVer.
¥13,000 ケルディムガンダム
ケルディムガンダムサーガ
¥800 ジンクス(追加パーツ付)

¥700 スペルビアジンクス
¥1,000 セラヴィーガンダムGNHW/3G（セムセット）

¥2,000

¥6,000

¥4,000

セラヴィーガンダムGNHW/3G（セラヴィー＆セラフィムセット）

¥3,500

¥2,000 ヤークトアルケーガンダム
¥5,000
機動戦士クロスボーン・ガンダム
¥2,000
¥800 クロスボーンガンダムX-1
¥1,500 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス
¥500
¥3,000

¥1,000
¥2,800

クロスボーン・ガンダムX1改（フルアクションVer.）

¥3,800

クロスボーン・ガンダムX1改・改 オプションパーツセット

¥1,000

¥1,000 クロスボーンガンダムX-2改

¥2,000

¥1,000 ジンクスⅢ アロウズ型

¥1,200

¥1,000

クロスボーン・ガンダムX2改(フルアクションVer.)

¥2,000 ガンダムAGE-1 スパロー
機動戦士ガンダムF91

¥1,000 ジンクスⅢ 連邦軍型

¥1,000 クロスボーンガンダムX-3

¥1,800

マゼラ・アタック ハードポイントシステム仕様

¥1,200

ジンクスIV 指揮官機

¥2,000 クロスボーン・ガンダムX3

¥3,500

量産型ザク ver. A.N.I.M.E.

¥3,500 ガンダムF91

¥1,800 ジンクスIV トランザムVer.

¥3,000 ガンダムF91 ハリソン・マディン機

量産型ズゴック ver. A.N.I.M.E.

¥1,800 ガンダムF91 残像Ver.

¥3,000 ジンクスIV 量産機

¥2,000

エクストリームガンダム（type-レオス）ゼノン・フェース

¥1,500 デナン・ゲー

¥2,300 スサノオ

¥2,000

エクストリームガンダム（type-イクス) Special ver.

¥2,500 デナン・ゲー ブラック・バンガード仕様

¥2,000 スサノオ トランザム Ver.

¥2,500 イージスガンダム

¥1,000 セラヴィーガンダム

¥2,000 エールストライクガンダム

¥1,000

¥3,000 ダブルオーガンダム

¥1,000 ガナーザクウォーリア（ルナマリア機）

¥2,500

¥1,800

¥2,000

¥4,000 デナン・ゾン
機動戦士Zガンダム＆ZZガンダム＆Z-MSV デナン・ゾン ブラック・バンガード仕様

エクストリームガンダム オプションセット

Zガンダム

¥2,800

Gディフェンサー

¥2,000 ジム・スナイパーⅡ

ガンダムMk-II（エゥーゴ仕様）

¥2,500

ダブルオーガンダムセブンソード
¥700 ダブルオーガンダム トランザムクリアVer.

機動戦士ガンダム0080/機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で・・・

ジム・スナイパーII ホワイト・ディンゴ隊仕様(修正パーツ付)

¥3,000 ダブルオーガンダム トランザムライザー

機動戦士ガンダムOO

ガンダムMk-II（ティターンズ仕様）

¥3,000

フルアーマーガンダムMk-II

¥5,500 GNアーチャー

ダブルオーガンダム用 GNソードＩＩＩ
¥800 ダブルオークアンタ

¥700

¥2,000
機動戦士ガンダムSEED＆SEED DESTINY

ガンダムF91（ハリソン・マディン機）スカルハートVer.

ガンダムアストレイ アウトフレームD (バックジョイント装備)

¥1,200

¥1,200 ジャスティスガンダム

¥1,000

¥4,000 ストライクダガー

¥2,500

¥1,000 ストライクノワール

¥1,200

¥1,000 ストライクフリーダムガンダム

¥2,000

キュベレイ

¥2,500 Oガンダム 魂ウェブ限定

¥1,000 ダブルオークアンタ（トランザムVer.）

¥1,500

ストライクフリーダム用ウイングエフェクトパーツ＆スタンド

¥1,500

ディジェ

¥7,000 Oガンダム 実戦配備型

¥1,400

¥2,500 ストライクルージュ (天空のキラVer.)

¥3,000

百式

¥1,500 アリオスガンダム

¥2,000 ストライクルージュ I.W.S.P.

¥3,500

百式対応 メガ・バズーカ・ランチャー

¥1,500 アリオスガンダム アスカロン

¥2,000 テスタメントガンダム

¥2,500

ダブルオークアンタ クアンタムバースト＋ブラックライト台座

¥800 ダブルオークアンタ クアンタムバーストver.
¥2,800 ダブルオーライザー 粒子貯蔵タンク型

トールギスⅡ

バーザム改

6,000円買取

5,500円買取

機動戦士ガンダムSEED＆SEED DESTINY

Vダッシュガンダム&Vガンダムヘキサ パーツセット

プロヴィデンスガンダム

ユニコーンガンダム＆バンシィ・ノルン ファイナルシューティングVer.

5,000円買取

4,000円買取

¥1,000 リーオー（飛行ユニット装備）

¥1,400 ガン・ルゥ

¥1,000

¥1,000 ギャラハッド

¥4,000

デスティニーガンダム

¥2,500 V2アサルトバスターガンダム

¥4,500 リーオー オプションセット

デュエルガンダム(アサルトシュラウド)

¥1,000 V2ガンダム

¥1,000 リーオー オプションセット2

パーフェクトストライクガンダム

¥2,000

バスターガンダム

¥3,000 ゴッドガンダム

フォースインパルスガンダム

¥1,500 ゴッドガンダムオプションパーツセット

機動武闘伝Gガンダム

ブリッツガンダム

¥5,000 ゴッドガンダム 明鏡止水Ver.

プロヴィデンスガンダム

¥5,000 シャイニングガンダム

ランチャーストライカー＆ソードストライカーセット

¥1,000 マスターガンダムオプションパーツセット

機動戦士ガンダムUC

マスターガンダム 明鏡止水Ver.

リーオー オプションセット3
∀ガンダム
¥3,500
¥700 ウァッド

¥700 グラスゴー（亡国のアキトVer.）
¥2,500 紅蓮可翔式
紅蓮聖天八極式
¥2,000 紅蓮聖天八極式 エナジークリアVer.

¥3,500 カプル
¥500 コレン専用カプル

¥1,800
¥5,000
¥6,000

¥700 紅蓮弐式（魂ウェブ）

¥1,000

¥1,500 紅蓮弐式（新規造形）

¥1,500

¥1,400 ターンX

¥1,200 紅蓮弐式対応 可翔装備自動輸送機

¥3,000 ターンX 月光蝶Ver.

¥3,000 月下

¥1,400 ターンエーガンダム

ガンキャノン・ディテクター(修正デカール付)

¥2,000 風雲再起

ギラ・ズール

¥1,000

ギラ・ズール アンジェロ・ザウパー機

¥1,000 ガンダムダブルエックス

¥1,200

ギラ・ズール 親衛隊機

¥2,500 ガンダムヴァサーゴチェストブレイク

¥1,800 ∀ガンダムシリーズ用 武器セット

クシャトリヤ

¥2,000 Gファルコン

¥2,500

ターンエーガンダムvsターンX 月光蝶対決セット

¥3,000 神虎

クシャトリヤ・リペアード＆ベッセルングパーツセット

¥3,500

新機動戦記ガンダムW＆W Endless Waltz＆デュアルストーリー G-UNIT

月光蝶エフェクトパーツ＆スタンドセット

¥1,500 蜃気楼

機動新世紀ガンダムX

¥1,200

¥500
¥1,000

¥1,000 月下 藤堂機

¥1,400

ターンエーガンダム（月光蝶Ver.）

¥2,000 月下4体セット

¥5,500

ターンエーガンダム ナノスキンフィニッシュVer.

¥2,000 サザーランド・ジーク

¥4,000

¥1,000 斬月

¥2,500

ガンダム・センチネル

ザクＩ・スナイパータイプ

¥4,000 アルトロンガンダム

¥2,500

シナンジュ

¥1,000 ヴァイエイト＆メリクリウス

¥3,000 ガンダムMk-V

シルヴァ・バレト

¥3,000 ウイングガンダム

¥2,000 ガンダムMk-V（連邦カラー）

¥3,000 パーシヴァル

¥2,000

スタークジェガン

¥4,000 ウイングガンダム EW版

¥5,000 バーザム改

¥5,500 白炎

¥2,000

ジェガン D型

¥4,000 ウイングガンダムゼロ EW版

¥3,000 EWACネロ

¥3,000 モルドレッド

¥2,500

バイアラン・カスタム

¥4,000

¥2,000 ネロ

¥2,000 ランスロット

¥1,500

バンシィ

¥1,800 ウイングガンダムゼロ TV版

¥3,000 ランスロット（式典仕様）

¥3,500

ウイングガンダムゼロ EW版 パールコートVer.

トリスタン

¥700
¥2,000

¥2,000 トリスタン・ディバイダー

バンシィ・ノルン（ユニコーンモード）

¥1,000 エアリーズ（OZ機）

¥2,000 ネロ・トレーナー型
ガンダム Gのレコンギスタ
¥1,800

バンシィ・ノルン（最終決戦Ver.）

¥2,000 エアリーズ（ノイン機）

¥2,000 G-セルフ

フルアーマー・ユニコーンガンダム（ユニコーンモード）

¥3,000 ガンダムサンドロック改

ユニコーンガンダム（ユニコーンモード）

¥1,200

¥3,000 G-セルフ（リフレクターパック）
¥2,800 ランスロット・クラブ
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ
¥1,200
ランスロット・グレイル

ガンダムジェミナス01（アサルトブースター装備）

ランスロットアルビオン
¥700 ランスロットアルビオン エナジークリアver.

¥1,200
¥1,000

¥3,500
¥2,000
¥2,000
¥1,800

ユニコーンガンダム(結晶体Ver.)

¥2,500 ガンダムジェミナス02＋高機動型ユニット

¥1,000 ガンダムバルバトス

ユニコーンガンダム(シールドファンネル装備)

¥2,500 ガンダムヘビーアームズ改

¥4,000 ガンダムキマリス
コードギアス
¥1,000

¥1,000

¥3,000 暁 直参仕様

¥1,500 ランスロット・コンクエスター

¥2,500
¥3,500

ユニコーンガンダム デストロイモード

¥500

ガンダムサンドロック＆ガンダムヘビーアームズパーツセット

¥1,000 ランスロット・トライアル
¥1,000
IN ACTION OFF SHOOT(コードギアス)
ランスロット

¥500

ユニコーンガンダム デストロイモード フルアーマー対応版

¥1,400 ガンダムエピオン

ユニコーンガンダム デストロイモード 重塗装Ver.

¥1,800 ガンダムデスサイズ

¥4,500 暁 直参仕様 C.C.専用機

¥1,500 ランスロットフロンティア C.C.専用

ユニコーンガンダム デストロイモードNT-D発動Ver.

¥2,000 ガンダムデスサイズヘル

¥1,800 暁 量産型 可翔

¥1,000 サザーランド 純血派機

ユニコーンガンダム（サイコフレーム発光仕様）GLOWING STAGEセット

¥2,500 シェンロンガンダム

¥4,000 アレクサンダ（アキト機）

¥2,500 サザーランド 一般機

¥1,200
¥1,500

¥500

ユニコーンガンダム（サイコフレーム発光仕様）

¥700 トールギス
¥4,000 トールギスⅡ

¥1,500 アレクサンダType-02（リョウ機＆ユキヤ機）
¥6,000 アレクサンダType-02（レイラ機＆アヤノ機）

¥4,000 サザーランド 可翔式

ユニコーンガンダム＆バンシィ・ノルン ファイナルシューティングVer.

¥4,500 サザーランドエア セシル機(追加パーツ付)

¥1,000

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）

¥5,000 トールギスⅢ

¥2,500 ヴィンセント グラウサム・ヴァルキリエ隊機

¥1,000 グロースター ギルフォード機

¥1,000

¥1,800 ヴィンセント指揮官専用型

¥1,200 グロースター コーネリア機

¥4,400 リーオー(モスグリーン)
機動戦士V(ヴィクトリー)ガンダム
リーオー(青)

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）

Vガンダム
Ｖダッシュガンダム(劇中カラー)

¥800 リーオー（宇宙用）
¥1,200 リーオー（宇宙用モスグリーン）

¥2,500 ヴィンセント初期量産試作型

¥700 無頼 黒の騎士団機

¥1,800 エナジーウイング HYPER SET

¥3,000 無頼 ゼロ専用機

¥1,000 ガウェイン

¥2,000 無頼改 藤堂機

¥1,800
¥1,000
¥2,000
¥700

サーバイン

METAL ROBOT魂 Ex-Sガンダム

7,500円買取

7,000円買取

IN ACTION OFF SHOOT(コードギアス)

重戦機エルガイム

無頼改 四聖剣機

¥700 エルガイム

エヴァンゲリオン参号機

ヴィルキス 最終決戦仕様

5,000円買取

5,000円買取

フォウ

¥10,000 コダール

¥2,000

¥4,000 ボゾン

¥2,000 コダールi(ヴェノム)

¥5,000

¥1,500 コダールm

¥1,400

グラスゴー/無頼 カレン機

¥2,000 エルガイムMk-II

¥3,000 ボチューン

グラスゴー

¥800 エルガイム（最終決戦仕様）
¥1,000 エルガイム（スパイラル・ブースターセット）

¥2,500 ボチューン（ナの国仕様）

¥4,000 コダール武器セット

¥1,500

¥2,000 レプラカーン

¥2,000 サベージ クロスボウ

¥2,500

紅蓮弐式
ガン×ソード

¥1,500

¥3,800 アモン・デュール“スタック”

¥4,000 レプラカーン (ハイパー化Ver.)
ゼーガペイン

¥3,000 サベージ グレーカラー

ダン・オブ・サーズデイ

アシュラ・テンプル

¥4,000

サベージ サンドカラー

¥3,500

ヴォルケイン

¥2,500 オージェ

¥1,000 アンチゼーガ コアトリクエ

¥1,500 ファルケ

カルバリーテンプル“ヘルミーネ“

¥3,000 アンチゼーガ マインディエ

¥2,000 ボン太くん

¥3,000

ドラグナー1カスタム

¥2,000 カルバリーテンプル（近衛軍ver.）

¥4,000 ゼーガペイン アルティール

¥1,000 ボン太くん 実戦装備仕様

¥3,500

ドラグナー2カスタム

¥1,000 グライア

¥2,500 ゼーガペイン ガルダ

ドラグナー3

¥2,800 グルーン

¥3,500 ゼーガペイン ガルダ ブルーカラーVer.

¥1,000 ARX-8 レーバテイン

¥2,000

スターク・ダイン

¥2,000 ディザード

¥1,500

レーバテイン用ブースターXL-3 最終決戦セット

¥3,000

ファルゲン

¥2,000 ヌーベル・ディザード

¥3,500 ゼーガペイン プリスベルグ
蒼穹のファフナー
¥8,500
¥4,000 ファフナー・マークアハト(修正パーツ付)

¥1,000

VF-25F スーパーメサイアバルキリー アルト機

¥1,000

¥3,000 ファフナー・マークエルフ

¥2,500

VF-25G スーパーメサイアバルキリー ブラン機

¥700

イングラム2号機(通常版)

¥2,000 バッシュ（EX13 Ver.）
新世紀エヴァンゲリオン
¥5,500

イングラム2号機(98式特型指揮車＆ペイントガン付き限定版)

¥6,500 エヴァンゲリオン初号機

¥4,500 ファフナー・マークジーベン

ブロッケン

¥2,000 エヴァンゲリオン初号機 覚醒Ver.

¥7,000 ファフナーマークゼクス

機甲戦記ドラグナー

機動警察パトレイバー
イングラム1号機

バッシュ

銀河漂流バイファム

ファフナー・マークザイン

¥1,000

¥500 ボン太くん 量産型

¥2,000

マクロスF

¥5,000 クァドラン レア
¥2,000 クァドラン レア ピクシー小隊機
魔神英雄伝 ワタル
¥1,800

¥500
¥1,000

¥3,000 ファフナー・マークドライ

¥2,000 龍神丸

¥1,800

バイファム

¥1,500 エヴァンゲリオン弐号機

¥3,000 ファフナー・マークノイン＆マークツェン

¥7,000 龍神丸Ver.2

¥3,000

バイファム（ツインムーバー装備）

¥1,000 エヴァンゲリオン弐号機 ザ・ビースト

¥2,000 ファフナー・マークニヒト(劇場版)

¥14,000 新星龍神丸

¥4,000

バイファム(練習機)

¥3,000 エヴァンゲリオン零号機（改）

トゥランファム

¥2,500 エヴァンゲリオン参号機
STAR DRIVER 輝きのタクト
¥3,000

¥4,500 ファフナーマークフュンフ
フルメタル・パニック！
¥5,000

ネオファム
クロスアンジュ 天使と竜の輪舞

エヴァンゲリオン初号機 ナイトコンバットVer.

タウバーン

¥2,000
聖戦士ダンバイン

ヴィルキス

¥4,000

ヴィルキス 最終決戦仕様

¥5,000 ダンバイン

¥1,500 龍王丸

¥2,000

龍星丸

¥1,200

AS-1 ブレイズ・レイヴン

¥1,000 空神丸

¥500

ブレイズ・レイヴン二号機付限定版 (グッズ付書籍)

¥1,000 幻王丸

¥1,200

Plan1055 ベリアル

¥1,200 戦王丸

¥800

¥3,000 Rk-02 セプター（三条旭機）

¥2,000 邪虎丸

¥4,000

焔龍號

¥1,500 ダンバイン(トッド機＆トカマク機)

¥4,000 Rk-02 セプター（三条菊乃機）

¥3,500 ガッタイダー

クレオパトラ《アリエル・モード》

¥3,500 サーバイン

¥7,500 Zy-98 シャドウ（狙撃仕様）

¥3,000

¥3,000 ウォクス・アウラ

テオドーラ《ミカエル・モード》

¥4,000 ビルバイン

¥2,000 Zy-99M シャドウ(輸出仕様)

ヒステリカ

¥3,500 ビルバイン（迷彩塗装Ver.）

¥3,000 アーバレスト

交響詩篇エウレカセブン
スピアヘッド チャールズ機

ズワァース
¥700 ズワァース(ミュージィ機)

¥4,000
輪廻のラグランジェ

¥800 ウォクス・イグニス

¥3,000 アーバレスト ラムダ・ドライバ

¥3,000 ウォクス・リンファ

¥5,000

¥1,400

ラムダ・ドライバ専用 緊急展開ブースター＋プロトデモリッションガン

¥1,200
¥1,500
¥1,500

METAL ROBOT魂

デビルフィッシュ

¥1,200 ズワァース（量産型）

¥4,500 アーバレスト（M9カラー）＋武器セット

¥4,500 Hi-νガンダム

¥4,000

ニルヴァーシュ type the END

¥3,000 ドラムロ

¥4,000 武器セット

¥2,000 Ex-Sガンダム

¥7,000

ニルヴァーシュ type ZERO

¥2,500 ドラムロ（トッド機）

¥6,000 ガーンズバック インド洋戦隊砂漠塗装

¥5,000 ダブルオーライザー＋GNソードIII

¥5,500

ニルヴァーシュ type ZERO 軍用Ver.

¥2,000 ビアレス

¥5,000 ガーンズバック クルツ機

¥1,000

ニルヴァーシュ type ZERO spec2

¥3,000 ビアレス（赤い三騎士機）

¥6,000 ガーンズバック マオ機

¥3,000

幼生ニルヴァーシュ＆幼生ジ・エンドSET

¥500 ビランビー

¥5,500 緊急展開ブースター

¥500

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!

