6人の改造人間

仮面ライダーオーズ ラトラーター コンボ 仮面ライダー龍玄 ブドウアームズ

6,000円買取

5,000円買取

仮面ライダー
1号

クウガ マイティフォーム
¥500 クウガ マイティフォーム(CLASSIC)

仮面ライダーオーズ タジャドル コンボ（ロストブレイズVer.）

5,000円買取

4,500円買取

仮面ライダーカブト

¥1,000
¥1,000 カブト

バース

¥1,500

¥2,500 バース・プロトタイプ

1号(CLASSIC)

¥1,200 クウガ（ディケイドエディション）

¥1,000 ウヴァ

¥3,500

1号＆サイクロン

¥2,000 クウガ（オリジナルバージョン/THN限定） ¥30,000 ザビー

¥2,000 メズール

¥1,000

新1号

¥1,000 クウガ ライジングフォーム Limited Ver.

¥1,500

2号

¥700 クウガ アメイジングマイティフォーム専用パーツ
仮面ライダーアギト
¥1,200

2号&ショッカーライダー
2号 ダークヘルメットVer.

¥4,000 アギト

旧2号

¥1,000

アナザーアギト＆バーニングフォーム・シャイニングフォーム

新2号

¥5,000

アナザーアギト＆バーニングフォーム・シャイニングフォーム(CLASSIC)

6人の改造人間

¥6,000 アギト＆マシントルネイダー
仮面ライダーV3

V3

ギルス & アナザーアギト
¥500 ギルスレイダー＆ダークホッパー

¥2,000 キックホッパー＆パンチホッパー

¥3,000

¥700 ダークカブト＆ガタック
仮面ライダー電王

¥14,000

電王＆モモタロスイマジン
¥700 電王ガンフォーム＆リュウタロスイマジン
¥800 電王クライマックスフォーム＆ウラタロスイマジン
¥2,300 電王ライナーフォーム＆ゼロノス ゼロフォーム
¥3,500 電王ロッドフォーム＆電王アックスフォーム

仮面ライダーウィザード
ウィザード フレイムスタイル

¥1,000 ウィザード ウォータースタイル

¥1,500

¥1,000 ウィザード インフィニティースタイル
仮面ライダー鎧武
¥1,000

¥3,000

¥800 鎧武 オレンジアームズ

¥1,000 電王 超クライマックスフォーム

¥1,000 斬月 メロンアームズ

¥4,000 G電王

¥1,000 斬月・真 メロンエナジーアームズ

V3(CLASSIC)

¥2,000 G3マイルド

¥1,500 NEW電王ストライクフォーム

¥1,200 バロン バナナアームズ

V3 & ライダーマン

¥3,000 G3＆G4

¥2,000 ネガ電王

V3 & ライダーマン(CLASSIC)

¥1,000

¥1,000 龍玄 ブドウアームズ
仮面ライダードライブ
¥700

V3(ブルーペイントVer./抽プレ品)
仮面ライダーX

仮面ライダー龍騎

¥63,000 龍騎

コハナ＆ナオミ

¥1,500

¥3,200 ガオウ＆キンタロスイマジン

¥2,000 ゾルダ＆タイガ

¥1,200 ネガタロスイマジン

¥1,000 キカイダー リニューアル

S.I.C.HERO SAGA SPECIAL 電王ウイングフォーム付

¥1,000 モモタロスイマジン 未契約Ver.

アマゾン＆ジャングラー

¥1,200 ナイト＆王蛇（生産後期版）

¥700 幽汽

アマゾン＆ジャングラー(CLASSIC)

¥3,500 オルタナティブ・ゼロ＆リュウガ

¥700

プレアマゾン

¥1,000 リュウガ[ドラグブラッカー]

¥700 キバ

¥700 リュウガサバイブ
仮面ライダー555

¥5,000

¥7,000

¥2,500 龍騎（クリアーカラーエディション）

十面鬼ゴルゴス
仮面ライダーストロンガー

買取強化

¥1,800 ドライブ タイプスピード

X（原作Ver.）

ナイト＆王蛇（生産初期版）

¥2,000
7月発売

¥1,500

X＆アポロガイスト
仮面ライダーアマゾン

¥1,800

¥1,200 ゼロノス＆デネブイマジン

¥2,000 魔進チェイサー
人造人間キカイダーシリーズ
¥1,000

龍騎(CLASSIC)

¥1,000
¥2,500

¥2,300 ウィザード フレイムドラゴン＆オールドラゴン

¥1,500 キカイダー00

¥1,000

イクサ＆ダークキバ
仮面ライダーディケイド

キカイダー（ブラックVer.）

¥9,000

¥2,800 ハカイダー

¥1,200

¥4,000 ハカイダー リニューアル

¥4,500

¥3,500 ハカイダー四人衆

¥18,000

ストロンガー＆電波人間タックル
スカイライダー

¥3,000 ファイズ

スカイライダー

¥1,000 ファイズ アクセルフォーム

¥1,500 ディエンド

強化スカイライダー
仮面ライダースーパー1

¥1,000 ファイズ ブラスターフォーム&オートバジン

¥1,500

カイザ＆デルタ
仮面ライダーブレイド
¥4,500

¥2,300 W エフェクトパーツセット

¥1,000 サイドマシーン＆キカイダー

W サイクロンジョーカー
¥1,500 W サイクロンジョーカーゴールドエクストリーム

¥1,800 ハカイダー＆バイク

¥2,500

¥3,500 ハカイダー＆バイク(CLASSIC)

¥3,500

スーパー1
仮面ライダーZX

ファイズ(CLASSIC)

ブレイド

ZX（ゼクロス）
仮面ライダーブラック&RX

¥4,000 ブレイド(CLASSIC)
ブレイド ジャックフォーム&レンゲル

¥1,000

¥1,500

仮面ライダーキバ

¥1,500 キバ エンペラーフォーム

¥3,000

¥600 キカイダー01

¥700 ディケイド

レッドハカイダー

¥1,200

¥1,500 ブルーハカイダー

¥2,000

¥2,500 シルバーハカイダー

¥1,500

仮面ライダーW

ビジンダー

¥1,200

¥3,000 W ヒートメタル&ルナトリガー

¥1,000 キカイダー01＆ダブルマシーン

¥1,000 W ファングジョーカー&仮面ライダースカル

¥2,000 キカイダー シルバーVer.

シャドームーン＆ブラック

¥1,000 ギャレン キングフォーム(ホビージャパン限定)

¥2,000 サイクロン

¥1,000 キカイダー アーティストスペシャルVer.

シャドームーン＆ブラック(CLASSIC)

¥1,000 ギャレン ジャックフォーム

¥2,500 ジョーカー

¥2,000 ビジンダー シルバーVer.

ブラックRX＆ブラック

¥1,800 ワイルドカリス（魂ネイション2010）

¥1,500

ブラックRX＆ブラック(CLASSIC)

¥3,000

アナザーRX

¥1,500 ギャレン＆カリス
仮面ライダーTHE FIRST
¥1,000

アナザーシャドームーン
真・仮面ライダー 序章

¥1,800 1号＆サイクロン
仮面ライダー響鬼

¥2,500 オーズ スーパータトバ コンボ

シン

¥1,500 響鬼

¥1,200 オーズ サゴーゾ コンボ

改造兵士レベル3
仮面ライダーZO

¥2,500 響鬼（クリアーカラーエディション）

ZO＆ドラス

響鬼（マジョーラカラー)
¥700 装甲響鬼（戦国時代Ver.）

仮面ライダーＪ
Ｊ

響鬼紅＆轟鬼
¥2,000 轟鬼（マジョーラカラー）

仮面ライダークウガ
クウガ
クウガ(CLASSIC)

威吹鬼&斬鬼
¥1,000 裁鬼&鋭鬼&弾鬼
¥700 関東十一鬼 ～揃う精鋭～

SIC魂大全2011 サイクロンサイクロン＆ジョーカージョーカー付

¥700 ビジンダー アーティストスペシャルVer.

仮面ライダーOOO
オーズ タトバ コンボ
オーズ ガタキリバ コンボ

¥800 オーズ シャウタ コンボ

キカイダー00 シルバーVer.
¥3,000 キカイダー00 アーティストスペシャルVer.
アクマイザー3

¥2,500

¥2,000
¥21,000
¥500
¥12,600
¥700
¥20,000
¥500

¥2,500

¥4,000 アクマイザー3

¥2,000
イナズマン

¥3,000
¥2,500 イナズマン

¥1,000
ロボット刑事

¥1,200 オーズ タジャドル コンボ

¥2,500

¥2,000 オーズ タジャドル コンボ（ロストブレイズVer.）

¥4,500 ロボット刑事K

¥1,000

¥1,000 オーズ タマシーコンボ

¥2,000

¥700 オーズ プトティラ コンボ

¥2,500 ロボット刑事K（パワーアップVer.）
変身忍者 嵐
¥2,500

¥700 オーズ ブラカワニ コンボ

¥2,000 変身忍者 嵐＆魔神斎

¥1,200

¥1,800 オーズ ラトラーター コンボ

¥5,000

¥3,000 オーズ エフェクトセット

¥1,000

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!

