ROBOT魂 ガンダムエピオン

ROBOT魂 クロスボーン・ガンダムX1改（フルアクションVer.）

ROBOT魂 ガンダム ver. A.N.I.M.E.

ROBOT魂 エクストリームガンダム（type-レオス）ゼノン・フェース

4,500円買取

4,000円買取

3,500円買取

2,500円買取

ROBOT魂

機動戦士ガンダムOO外伝

機動新世紀ガンダムX

機動警察パトレイバー

機動戦士ガンダム
ガンダム ver. A.N.I.M.E.

ガンダムアストレア タイプF
¥6,000 ガンダムダブルエックス
¥1,200 イングラム1号機
¥2,000
新機動戦記ガンダムW＆W
Endless
Waltz＆デュアルストーリー
G-UNIT
機動戦士クロスボーン・ガンダム
銀河漂流バイファム
¥3,500

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～

¥3,500

クロスボーン・ガンダムX1改（フルアクションVer.）

ガンキャノン ver. A.N.I.M.E.

¥2,000

クロスボーン・ガンダムX1改・改 オプションパーツセット

グフ ver. A.N.I.M.E.

¥1,800 クロスボーンガンダムX-3

グフカスタム

¥2,000 機動戦士ガンダムSEED＆SEED DESTINY トールギス

¥1,500 ヒステリカ

ザクII

¥2,000 エールストライクガンダム

¥2,300

ザク・キャノン ver. A.N.I.M.E. 買取強化 ジャスティスガンダム

¥4,000 ウイングガンダムゼロ EW版
¥800

ガンダムジェミナス02＋高機動型ユニット

¥2,500 ガンダムエピオン
¥2,000 リーオー(モスグリーン)

¥3,000 トゥランファム
¥5,000
クロスアンジュ 天使と竜の輪舞

¥1,800

¥4,500 焔龍號

¥1,500
¥3,500
重戦機エルガイム

シャア専用ザク ver. A.N.I.M.E.

¥1,500 テスタメントガンダム

シャア専用ズゴック ver. A.N.I.M.E.

¥2,000 デスティニーインパルス

¥1,500 リーオー オプションセット
¥1,000 グルーン
¥5,500
ガンダム・センチネル
バッシュ
¥5,500
STAR DRIVER 輝きのタクト
¥1,000 ガンダムMk-V
¥3,500

エクストリームガンダム（type-レオス）ゼノン・フェース

¥2,500

デュエルガンダム(アサルトシュラウド)

¥3,500

ガンダムMk-V マーキングプラス Ver. 買取強化

機動戦士Zガンダム＆ZZガンダム＆Z-MSV パーフェクトストライクガンダム

¥3,500

ガンダム Gのレコンギスタ

Zガンダム

¥3,500

タウバーン
聖戦士ダンバイン

¥3,000

Gディフェンサー

¥2,800 フリーダムガンダム
¥2,500 G-セルフ
¥1,200 ダンバイン
機動戦士ガンダム
鉄血のオルフェンズ
機動戦士ガンダムUC
¥2,000
サーバイン

¥3,000
¥8,500

ディジェ

¥6,000

¥2,000

百式

¥1,000 ビルバイン

¥1,500 クシャトリヤ

¥3,500 ガンダムバルバトス
コードギアス
¥2,000

リック・ディアス（クワトロ・バジーナ機）

¥1,200 シナンジュ

¥2,000 エナジーウイング HYPER SET

¥4,000 ビアレス

¥6,000

フルアーマーZZガンダム

¥4,000 シナンジュ（Animation Edit.）

¥2,500 紅蓮可翔式

¥2,800 ビアレス（赤い三騎士機）

¥6,500

¥1,800 紅蓮聖天八極式

¥8,000 ボチューン

¥2,000

¥1,800 紅蓮弐式（新規造形）

¥2,500 ボチューン（ナの国仕様）

¥4,500

¥2,000 トリスタン・ディバイダー

¥2,000 レプラカーン

¥3,500

¥2,500 ランスロットアルビオン

¥4,500 レプラカーン (ハイパー化Ver.)

¥3,000

¥4,000

¥4,000

ガンキャノン・ディテクター(修正デカール付)

強化型ZZガンダム
¥3,000 バンシィ
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
バンシィ・ノルン（ユニコーンモード）
νガンダム
¥1,000 バンシィ・ノルン（最終決戦Ver.）
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ ユニコーンガンダム(シールドファンネル装備)
Ξガンダム（クスィーガンダム）

¥3,000

機動戦士ガンダムF91

ユニコーンガンダム（覚醒仕様）& GLOWING STAGEセット

ガンダムF91
¥2,500
機動戦士ガンダムOO
アリオスガンダム
エルスクアンタ
ケルディムガンダム

ユニコーンガンダム デストロイモード 重塗装Ver.

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）

ランスロットアルビオン エナジークリアver.

ズワァース（量産型）

¥5,000

蒼穹のファフナー

¥3,500 ランスロット・グレイル
¥3,000 ファフナー・マークエルフ
¥4,000
フルメタル・パニック！
¥6,500 IN ACTION OFF SHOOT(コードギアス)

機動戦士V(ヴィクトリー)ガンダム

グロースター コーネリア機

¥2,500 ファルケ

魔神英雄伝 ワタル
¥2,000 Ｖダッシュガンダム(劇中カラー) ¥1,200 無頼 黒の騎士団機
¥1,800
機動武闘伝Gガンダム
¥4,000
無頼改 四聖剣機
¥1,000 龍王丸
機甲戦記ドラグナー
¥500 ゴッドガンダム
¥3,500
ガッタイダー

¥3,500
¥4,800

METAL ROBOT魂

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

¥4,000

ゴッドガンダムオプションパーツセット

¥700 ドラグナー1カスタム

マスラオ

¥2,500 ゴッドガンダム 明鏡止水Ver.

¥3,500 ドラグナー2カスタム

¥1,000 Ex-Sガンダム

¥9,000

リボーンズガンダム/リボーンズキャノン

¥3,500 シャイニングガンダム

¥1,000 ドラグナー3

¥2,800 ダブルオーライザー＋GNソードIII

¥5,500

風雲再起

¥2,500

¥2,500

¥2,500

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!

