
メーカー 買取価格 メーカー 買取価格
ＧＳＣ/ねんどろいど ¥2,500 タカラトミー ¥1,200

ＧＳＣ/ねんどろいど ¥1,000 タカラトミー ¥3,000

S.H.フィギュアーツ ¥1,300 タカラトミー ¥3,000

S.H.フィギュアーツ ¥1,400 トミーダイレクト ¥5,000

S.H.フィギュアーツ ¥1,800 トミーダイレクト ¥5,000

S.H.フィギュアーツ ¥1,500 トミーダイレクト ¥3,000

S.H.フィギュアーツ ¥4,500 トミーダイレクト ¥4,000

S.H.フィギュアーツ ¥3,000 トミーダイレクト ¥2,500

S.H.フィギュアーツ ¥3,500 トミーダイレクト ¥5,000

S.H.フィギュアーツ ¥2,000 トミーダイレクト ¥2,000

S.H.フィギュアーツ ¥1,500 トミーダイレクト ¥2,500

S.H.フィギュアーツ ¥4,000 トミーダイレクト ¥5,000

S.H.フィギュアーツ ¥3,000 トミーダイレクト ¥4,000

海洋堂 ¥1,000 トミーダイレクト ¥7,000

海洋堂 ¥1,000 トミーダイレクト ¥5,000

海洋堂 ¥2,000 トミーダイレクト ¥3,500

海洋堂 ¥3,000 トミーダイレクト ¥10,000

海洋堂 ¥2,000 トミーダイレクト ¥6,000

コトブキヤ ¥2,000 バンダイ ¥12,000

コトブキヤ ¥1,000 バンダイ ¥2,500

コトブキヤ ¥2,500 バンダイ ¥3,500

コトブキヤ ¥2,500 バンダイ ¥5,500

コトブキヤ ¥3,000 バンダイ ¥4,500

コトブキヤ ¥3,000 ファインモールド ¥1,200

コトブキヤ ¥2,500 ファインモールド ¥2,500

コトブキヤ ¥12,000 マスターレプリカ ¥10,000

コトブキヤ ¥3,500 マスターレプリカ ¥4,000

コトブキヤ ¥4,000 ヴァリアブルアクション　AT-AT/D-SPEC メガハウス ¥3,000

サイドショウ ¥17,500 メディコム・トイ ¥3,000

サイドショウ ¥15,000 メディコム・トイ ¥3,800

サイドショウ ¥20,000 メディコム・トイ ¥6,000

サイドショウ ¥9,000 メディコム・トイ ¥1,500

サイドショウ ¥9,000 メディコム・トイ ¥2,500

サイドショウ ¥2,000 メディコム・トイ ¥8,000

サイドショウ ¥2,000 メディコム・トイ ¥4,000

サイドショウ ¥2,500 メディコム・トイ ¥2,500

サイドショウ ¥15,000 メディコム・トイ ¥5,000

サイドショウ ¥23,000 メディコム・トイ ¥2,000

ジェントルジャイアント ¥3,000 メディコム・トイ ¥2,000

ジェントルジャイアント ¥5,000 メディコム・トイ ¥3,500

ジェントルジャイアント ¥2,000 メディコム・トイ ¥5,000

ジェントルジャイアント ¥8,000 メディコム・トイ ¥2,500

ジェントルジャイアント ¥2,500 メディコム・トイ ¥3,000

スクエア ¥4,000 メディコム・トイ ¥2,000

タカラトミー ¥2,000 メディコム・トイ ¥4,000

ARTFX+　1/10　ダース・ベイダー/クラウド・シティ版

1/72　X-ウィング・ファイター

★買取価格は相場・状態・在庫数・再販情報により、毎日変動します。　★買取価格は作成時の価格です。価格を保障するものではございませんので予めご了承下さい。

Mini　Bust　クワイ=ガン・ジン

Bust-Ups  Box Set : Bounty Hunters

1/6　セキュリティー・バトル・ドロイド（2体セット）

1/6　コマンダー・ブライ

1/6　クローン・キャプテン（共和国軍）

1/6　オーダー・オブ・ジェダイ ルーク・スカイウォーカー/ホス版

ARTFX+　サンドトルーパー2パック

ARTFX+　カイロ・レン

ヨーダ ミニライトセーバー/EP.3

MAFEX　ストーム・トルーパー

1/72　スレーブⅠ/ジャンゴ・フェットver.EP.2

ダース・ベイダー FXライトセーバー/EP.5

RAH　ボバ・フェット

RAH　ダース・ベイダー/ROS ver.

RAH　ダース・モール

RAH　ハン・ソロ

ARTFX+　ファースト・オーダー ストームトルーパー 2パック/フォースの覚醒

12インチ　アナキン・スカイウォーカー

RAH　ジャンゴ・フェット/ジオノーシスver.

RAH　ストーム・トルーパー

RAH　ダース・ベイダー

ARTFX+ S.H.F 名将MOVIE REALIZATION 名将MOVIE REALIZATION

カイロ・レン/フォースの覚醒

商品名

カイロ・レン/フォースの覚醒 ルーク・スカイウォーカー (A NEW HOPE) 浪人ボバフェット 侍大将ダースベイダー/死星具足

12,000円買取 3.000円買取 5,500円買取 4,500円買取
商品名

キャプテン・ファズマ/フォースの覚醒

RAD　ダース・ベイダー

クローン・トルーパー/フェイズ1

RAD　ボバ・フェット

ダース・ベイダー/EP.4

12インチ　ビブ・フォーチュナ

オビ＝ワン・ケノービ/EP.1

12インチ　ボバ・フェット

バトル・ドロイド

12インチ　クワイ＝ガン・ジン

Unleashedフィギュア　ダース・ベイダー

ファースト・オーダー ストーム・トルーパー/フォースの覚醒

オビ＝ワン・ケノービ/EP.3ルーク・スカイウォーカー/EP.4

コレクティブル・バスト　C-3PO

ストーム・トルーパー

Unleashedフィギュア　ダース・ベイダー

ダース・ベイダー

Unleashedフィギュア　ダース・ベイダー/ジェダイの帰還ver.

ダース・モール/EP.1

Unleashedフィギュア　ボバ・フェット

リボルテック　ストーム・トルーパー

リボルテック　ダース・ベイダー

リボルテック　ボバ・フェット

ダース・ベイダー　シス・スターファイター

リボルテック　C-3PO コレクティブル・バスト　ダース・ベイダー

リボルテック　R2-D2 コレクティブル・バスト　パルパティーン皇帝

リボルテック　Xウイング コレクティブル・バスト　ヨーダ

名将MOVIE REALIZATION　侍大将ダース・ベイダー

ARTFX+　1/10　ストーム・トルーパービルドパック

名将MOVIE REALIZATION　浪人ボバ・フェット

名将MOVIE REALIZATION 侍大将 ダース・ベイダー/死星具足

1/7　ジャンゴ・フェット

ダース・ベイダー（シス・アパレンティス）

1/7　ダース・ベイダー/EP.3

12’PM　C-3PO

ARTFX+　1/10　AT-AT  ドライバー

名将MOVIE REALIZATION　足軽ストーム・トルーパー

VCD　ヨーダ

ファーストオーダー　ストーム・トルーパー/フォースの覚醒

ルーク・スカイウォーカー/A NEW HOPE

グリーヴァス将軍/スカム＆ヴィラニー・オブ・スター・ウォーズ

RAH　C-3PO

Mini　Bust　ヨーダ

RAH　R2-D2

12インチ　ベスピン・ハン・ソロ

1/6　ヨーダ（ジェダイ・マスター）

MAFEX　ダース・ベイダー

1/6　ロード・オブ・シス ダース・ベイダー（ジェダイの帰還）

12インチ　アサージ・ヴェントレス

Mini　Bust　ダース・モール

RAH　クローン・トルーパー/EP3ver.

Mini　Bust　ロイヤル・ガード

RAH　シャドウ・ストーム・トルーパー

プレイアーツ改）ダースモール

RAH　ジャンゴ・フェット

12インチ　ルーク・スカイウォーカー・レベルヒーロー

RAH　4-LOM

Unleashedフィギュア　ダース・モール

VCD　C-3PO

アクションフィギュアキット　ストームトルーパー

ARTFX+　1/10　R2-D2＆C-3PO


