S.H.Figuarts 仮面ライダー龍騎サバイブ＆ドラグランザーセット

5,000円買取
ULTRA-ACT

S.H.Figuarts 仮面ライダーディケイド（真骨彫製法） CSモディフィケーション ディエンドライバー＆ディエンドベルト ULTRA-ACT ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー

3,000円買取
ナスカ・ドーパント

8,500円買取

3,000円買取

¥1,000

仮面ライダーギャレン＆レッドランバスセット

¥1,500 仮面ライダーベルデ

¥3,500

ウルトラの父

¥3,500 バイオライダー

¥1,500

仮面ライダークウガ マイティフォーム（真骨彫製法）

¥3,000 仮面ライダーマッハ

¥4,800

ウルトラマンエース

¥2,300 ハリケーン

¥2,300

仮面ライダークウガ ライジングアルティメット ダークアイズ

¥1,800 仮面ライダーリュウガ

¥3,000

ウルトラマンジャック

¥2,000 バルタン星人

¥3,500

仮面ライダークウガ ライジングタイタン

¥1,400 仮面ライダーレンゲル

¥1,500

ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー

¥3,000 ホースオルフェノク

¥2,000

仮面ライダークウガ ライジングマイティ（真骨彫製法）

¥2,500 仮面ライダー鎧武 オレンジアームズ

¥3,000

ウルトラマンベリアル

¥4,000 マシンマッシグラー

¥1,200 仮面ライダーゴースト ムサシ魂

¥1,000 仮面ライダー斬月 メロンアームズ

¥1,500

ウルトラマンレオ リニューアル

¥4,000 メズール

¥2,000 仮面ライダーサイガ

¥1,500 仮面ライダー新1号

¥2,000

グレンファイヤー

¥1,500 ライドシューター

¥2,000 仮面ライダーサイクロン

¥1,500

仮面ライダー電王 クライマックスフォーム

¥2,000

S.I.C.

¥2,000 仮面ライダーザビー

¥1,200 仮面ライダー電王 ソードフォーム

¥1,000

仮面ライダーＪ

¥2,000 レオ・ゾディアーツ

リブラ・ゾディアーツ

¥1,000

仮面ライダーゼロノス アルタイルフォーム

¥1,200

仮面ライダー電王 超クライマックスフォーム

¥1,000

仮面ライダーカイザ＆仮面ライダーデルタ

¥1,500 ロード・バロン

¥2,000 仮面ライダーゼロノス ゼロフォーム

¥1,800

仮面ライダー武神鎧武（東映ヒーローネット）

¥1,500

仮面ライダー電王＆モモタロスイマジン

¥2,300 ロボライダー

¥1,200 仮面ライダーゼロノス ベガフォーム

¥1,500 仮面ライダー龍騎サバイブ

¥1,000

¥2,800 仮面ライダーチェイサーマッハ

¥1,500
¥1,400 仮面ライダー龍玄 ブドウアームズ

¥5,000

S.H.Figuarts

黄金騎士 ガロ（レオン 刻印Ver.)

仮面ライダー龍騎サバイブ＆ドラグランザーセット

アキバレッド

¥1,000 黄金騎士 牙狼

¥2,500

アナザーアギト

¥1,400 仮面ライダー3号/2015年春公開映画

¥1,000 仮面ライダーディケイド（真骨彫製法）

¥3,000 白い魔法使い

¥1,800

アンクスタンドセット

¥1,000 仮面ライダーG3X

¥1,000

¥1,000 武装チェイサーセット

¥2,000

仮面ライダーディケイド コンプリートフォーム

仮面ライダーデューク レモンエナジーアームズ

¥1,500

SDX

ヴァルゴ・ゾディアーツ

¥1,000

¥1,000 仮面ライダードライブ タイプスピード

¥2,000

オートバジン＆仮面ライダーファイズセット

¥5,000 仮面ライダーV3(THE NEXT)

¥1,200

仮面ライダードライブ タイプデッドヒート

¥1,200 ファイナルフォーミュラー

キカイダー

¥3,000

仮面ライダーW サイクロントリガー＆サイクロンメタル

¥1,400

仮面ライダードライブ タイプフォーミュラ

¥2,000

キカイダー01

¥3,000

仮面ライダーアギト グランドフォーム（真骨彫製法）

¥2,000

仮面ライダーナイトサバイブ＆ダークレイダーセット

¥5,000 CSモディフィケーション)カブトゼクター

¥9,000

ギルスレイダー

¥2,000

仮面ライダーアギト トリニティフォーム

¥1,500 仮面ライダーなでしこ

¥1,000

CSモディフィケーション)ディエンドライバー＆ディエンドベルト

¥8,500

ギルハカイダー

¥3,500 仮面ライダーアビス

¥3,000

¥2,000

DXドライブドライバー & シフトカーホルダースペシャルセット

¥1,800

サクラハリケーン

¥1,500

仮面ライダーウィザード インフィニティースタイル

¥3,000 仮面ライダーフォーゼ ベースステイツ

¥1,800 DXロストドライバー

¥3,000

サジタリウス・ゾディアーツ

¥1,000

仮面ライダーオーズ タジャドルコンボ エフェクトパーツセット

¥1,000 仮面ライダーブラック（リニューアル）

¥1,000 DX戦極ドライバー 鎧武&バロンセット

¥2,000

シャドーチェイサー

¥2,000

仮面ライダーガタック ライダーフォーム（真骨彫製法）

¥2,800 仮面ライダーブレイド キングフォーム

¥2,000 DX白い魔法使いドライバー

¥1,200

ショッカーライダー (THE NEXT)

¥1,000 仮面ライダーカブト ハイパーフォーム

¥1,000 仮面ライダーブレイド ジャックフォーム

¥1,000 オーメダルホルダー

¥1,800

スコーピオン・ゾディアーツ

¥1,000

¥2,500

¥1,000

仮面ライダーNEW電王ストライクフォーム トリロジーVer.

仮面ライダーカブト ライダーフォーム（真骨彫製法）

仮面ライダーファイズ アクセルフォーム

仮面ライダーブレイド（ブロークンヘッドVer.）

¥4,000

仮面ライダーなりきり変身

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!

METAL BUILD デスティニーガンダム (ハイネ機) 聖闘士聖衣神話 眠りを司る神ヒュプノス

15,000円買取
GUNDAM FIX FIGURATION

9,000円買取
ピスケスアフロディーテ(冥衣)

聖闘士聖衣神話EX セイレーンソレント

HI-METAL R VF-1S ストライクバルキリー（ロイ・フォッカー・スペシャル）

5,000円買取

7,000円買取

¥2,000 LG-10)アーシー(レジェンズ)

¥2,000 ガンキャノン ver. A.N.I.M.E.

¥1,500

¥1,800 ガンダム ver. A.N.I.M.E.

¥2,000

#0012 ガンダムMk-Ⅱ ティターンズ

¥1,200 フェニックス一輝 最終青銅聖衣(初版)

¥5,000 MP-26)ロードレイジ(マスターピース)

#0020 マドロック（ガンダム5号機）

¥2,000 ライブラ童虎(初版)

¥2,000

GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE

バンシィ・ノルン(覚醒仕様）

スーパー戦隊
動物銃剣DXジュウオウバスター

ライラオルフェ(初版)

¥8,000 海皇ポセイドン
死を司る神タナトス
¥1,000 女神アテナ

スーパーロボット超合金
ジャイアントロボ THE ANIMATION VERSION

¥2,000

勇者王ガオガイガー

¥1,400

魂EFFECT

¥1,000 IMPACT Magma Ver.
¥4,500 オメガモン
¥9,000

グフカスタム

聖闘士聖衣神話EX
¥1,400
¥5,000

アクエリアスカミュ(初版)

¥3,000 カプリコーンシュラ(冥衣)

¥4,500

アクエリアスカミュ(再販)

¥5,000 キグナス氷河(新生青銅聖衣)

¥4,500 リガード

アリエスシオン

¥2,000 キャンサーデスマスク

¥7,000

ダブルオーガンダム & オーライザーセット

¥2,000

クロスボーン・ガンダムX1フルクロス

¥2,800

¥11,000 シナンジュ（Animation Edit.）
ジンクス(追加パーツ付)
¥1,000 ジンクスIV 指揮官機

HI-METAL R
VF-1S ストライクバルキリー（ロイ・フォッカー・スペシャル）

¥1,800
¥1,200

NXEDGE STYLE

カプリコーンシュラ

¥1,800

¥5,000 グラスゴー（亡国のアキトVer.）

DX超合金
VF-25Fメサイアバルキリー (早乙女アルト機) リニューアルVer.

エフェクトパーツセット(フェニックス一輝・バルゴシャカ)

聖闘士聖衣神話

¥1,800 ガンダムヴァサーゴチェストブレイク

D-Arts

¥3,000
¥6,000

眠りを司る神ヒュプノス

ガンダムF91

ストライクノワール
¥7,000 ダブルオークアンタ
¥3,000 デュエルガンダム(アサルトシュラウド)

figma

ドム ver. A.N.I.M.E.

¥2,500
¥1,000
¥2,000
¥1,200
¥1,000
¥1,000
¥2,300

オーディーンアイオリア

¥3,000 キャンサーデスマスク(神聖衣)

¥2,500 テッカマンエビル

¥1,500 バーザム

¥2,500

オーディーン星矢

¥4,000 サジタリアスアイオロス

¥6,500 仮面ライダーインサイダー

¥1,300 ビルバイン

¥2,000

カプリコーンシュラ(初版)

¥1,000 サジタリアスアイオロス(神聖衣) ¥13,000

キグナス氷河(神聖衣) -10th Anniversary Edition-

¥4,000 ジェミニサガ

METAL BUILD

フリーダムガンダム

¥6,000 デスティニーガンダム (ハイネ機) ¥15,000 マスターガンダム

ROBOT魂

¥1,000
¥1,000

キャンサーデスマスク(初版)

¥2,000 セイレーンソレント

¥5,000

クリュサオルクリシュナ

¥3,000

バルゴシャカ～ORIGINAL COLOR EDITION～

¥4,000 G-3 ガンダム ver. A.N.I.M.E.

¥5,000

ピスケスアフロディーテ～ORIGINAL COLOR EDITION～

¥3,500 Gファルコン

¥2,500 紅蓮可翔式

¥1,800

¥2,000 Ｖダッシュガンダム(劇中カラー)

¥1,200 龍神丸

¥1,800

アレクサンダType-02（リョウ機＆ユキヤ機）

¥4,000 龍神丸Ver.2

¥3,000

ウイングガンダムゼロ EW版 パールコートVer.

¥2,000 量産型ザク ver. A.N.I.M.E.

¥3,500

サジタリアス星矢

¥4,000

ジェミニサガ＆教皇アーレス(初版)

¥3,000 アリエスシオン 聖戦Version

スキュライオ

¥3,000

スコーピオンミロ(初版)

¥1,500 AG-V06)アクティックギア ベルゼルガ

¥1,200

タウラスアルデバラン(初版)

¥3,000

¥2,000 ウイングガンダムゼロ TV版

¥2,000

ハーデス瞬

¥1,000 AD-21)ハウンド(MOVIE ADVANCED)

¥2,500 エアリーズ（OZ機）

¥1,800

パンドラ

¥3,500 AD-23)ドリフト(MOVIE ADVANCED)

¥2,500 エルガイムMk-II

¥3,000

タカラトミー
AD-02)クラシックオプティマスプライム(MOVIE ADVANCED)

ユニオンフラッグカスタムII GNフラッグ

¥2,000

ユニコーンガンダム（ユニコーンモード）

¥1,200

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!

