MASTERPIECE MPM-03 バンブルビー（映画10周年）

7,000円買取

MASTERPIECE MP-38 コンボイ(ビーストウォーズ) 伝説の総司令官Ver.

4,400円買取

MOVIE ADVANCEDシリーズ

5,000円買取

¥38,000 MP-34 チータス(ビーストウォーズ)

¥2,500 G-02 ジンブ

¥1,200

MP-04S 総司令官コンボイ スリープモード

¥40,500 MP-35 グラップル

¥6,000 ゲキソウマル黒獅子Ver.

¥2,000

¥3,000

AD-02 クラシックオプティマスプライム

¥2,000 MP-05 破壊大帝メガトロン
¥700 MP-06 航空兵スカイワープ

¥4,000 MP-36 メガトロン
¥9,000 MP-37 アートファイアー

AD-04 クラシックバンブルビー

¥2,000 MP-07 航空兵サンダークラッカー

¥31,500

MP-38 コンボイ(ビーストウォーズ) 伝説の総司令官Ver.

AD-05 ダイノボットスコーン

¥2,500 MP-08 ダイノボット指揮官グリムロック

¥13,000

MPM-01 ディセプティコン/スタースクリーム

AD-06 クロスヘアーズ

¥2,500 MP-08X 指揮官キンググリムロック

¥12,000 MPM-02 オートボット/バンブルビー

¥700 MP-09 総司令官ロディマスコンボイ

¥11,000 MPM-03 バンブルビー（映画10周年）

AD-07 スラッグ

13,000円買取

MP-04 総司令官コンボイ完全版 再販

AD-01 オプティマスプライム
AD-03 グリムロック

MASTERPIECE MP-37 アートファイアー MASTERPIECE MP-01L コンボイ 最終生産

¥5,000 G-07 バクドーラ
¥4,400 G-08 ブドーラ
¥14,000 G-09 ゴラードラセット
¥15,000 G-10 ヒショウマル
¥7,000 G-11 ハンターオプティマスプライム

GENERATIONS

¥700
¥1,500
¥1,000
¥1,500
¥2,500

AD-08 バトルブレードバンブルビー

¥6,800

¥1,500 USA-EDITION スタースクリーム

¥8,000 TG-01 オプティマスプライム

¥3,200 G-13 ハンターショックウェーブ

¥2,000

AD-10 スタースクリーム

¥8,000 TG-02 オートボットジャズ

¥2,500 G-14 ハンターバンブルビー

¥1,000

¥8,000

TG-03 ディセプティコンブラストオフ（ブルーティカス）

¥1,000 G-15 ハンターバルクヘッド

¥1,500

¥15,000

TG-04 ディセプティコンボルテックス（ブルーティカス）

¥1,000 G-16 ハンターホイルジャック

AD-11 ディスペンサー

¥1,200 MP-10 総司令官コンボイVer.2.0
¥1,200 MP-10B 星帝大使ブラックコンボイ

AD-12 リベンジオプティマスプライム

¥5,000 MP-10 CONVOY MODE “EVA”

AD-13 デバステーター

¥4,500 MP-11 新破壊大帝スタースクリーム

AD-14 ジョルト

¥1,200 MP-11A 航空兵アシッドストーム

¥3,000 TG-05 ブロウル（ブルーティカス）
¥8,000 TG-06 スィンドル（ブルーティカス）
¥15,000 TG-07 オンスロート（ブルーティカス）

G-12 ドラゴトロン

¥2,300

AD-09 プロトフォームオプティマスプライム

MP-09B 幻影騎士ブラックロディマスコンボイ

¥6,000

¥14,000 G-06 ハンタースモークスクリーン

¥1,500

¥700

¥2,000 G-17 ハンタースタースクリーム

¥700

¥700 G-18 ハンターサウンドウェーブ

¥2,000

¥1,200 G-19 ハンターラチェット

¥800

AD-15 ラチェット

¥1,000 MP-11S 航空宇宙兵サンストーム

AD-16 オートボットディーノ

¥3,000 MP-12 戦士ランボル

¥4,000 TG-08 キックバック

¥2,500 G-20 センスイマル

AD-17 ダークサイド サウンドウェーブ

¥3,000 MP-12G 戦士ランボル G2Ver.

¥1,500 TG-09 スタースクリーム

¥1,500 G-22 ハンターアーシー

¥2,000

AD-20 ブラックナイトグリムロック

¥2,000 MP-12T 歩哨タイガートラック

¥3,600 TG-10 サイドスワイプ

¥1,000 G-23 グレンドラゴトロン

¥1,800

AD-21 ハウンド

¥2,500 MP-13 情報参謀サウンドウェーブ

¥7,000 TG-11 ウルトラマグナス

¥1,200 G-24 侍チームビークールセット

AD-22 ガルバトロン

¥3,000 MP-13B 情報参謀サウンドブラスター

¥6,000 TG-12 エアレイド

¥1,000 G-25 ゴウプライム

¥1,500

AD-23 ドリフト

¥3,000 MP-14 保安員アラート

¥2,000

¥2,000

¥5,000 TG-13 サウンドウェーブ＆レーザービーク
¥2,000 TG-14 サウンドブラスター＆バズソー

¥1,500 G-26 オプティマスエクスプライム

AD-24 ストレイフ
AD-25 ダイノボットスラッシュ

¥1,000 MP-15 カセットロン ランブル&ジャガー
¥1,200 MP-16 カセットロン フレンジー&パズソー

AD-26 ロックダウン

MP-14+ 保安員アラート アニメカラーエディション

¥3,000

TG-16 ディセプティコンデータディスクセット

¥2,000 TG-17 ブラスター＆スチールジョー

¥1,500

¥1,500

¥800

トランスフォーマーリベンジ

¥700 RA-01 オプティマスプライム
¥1,000 RA-02 アイアンハイド

¥3,500
¥3,000

AD-27 バンブルビー

¥3,500 MP-17 戦略家プロール

¥5,000 TG-18 スカイワープ

¥3,000 RA-03 バンブルビー

¥2,500

AD-28 スナール

¥1,000 MP-18 射撃手ストリーク

¥5,000 TG-19 グリムロック

¥3,500 RA-04 サイドスワイプ

¥3,000

AD-29 スロッグ

¥2,500 MP-18S 射撃手シルバーストリーク

¥3,600 TG-20 ラットバット

¥2,000 RA-05 オートボットブレイクアウェイ

¥1,500

AD-30 スカイドリフト

¥1,000 MP-19 戦術家スモークスクリーン

¥5,000 TG-21 オートボットスプリンガー

¥1,500 RA-06 ロールバー

AD-31 アーマーナイトオプティマスプライム

¥2,500 MP-20 技術者ホイルジャック

¥1,500 TG-22 ブリッツウイング

AD-32 ディセプティコンスティンガー

¥1,800 MP-21 情報員バンブル

¥3,000 TG-23 メトロプレックス

EX ブラックナイトスコーン

¥3,500 MP-21G 情報員バンブル G2Ver.

¥2,500

EX ブラックナイトスラッグ

¥3,000

EX ホイルジャック

MASTERPIECE
MP-01 総司令官コンボイ

¥2,000 RA-07 オートボットノックアウト
¥16,000 RA-08 デザートトラッカーラチェット

¥1,000
¥1,500
¥3,000

¥3,000 RA-09 オートボットウィーリー

¥3,200

¥8,000 TG-25 オライオンパックス&メガトロナス

¥4,100 RA-10 スキッズ

¥3,000

¥1,000 MP-23 産業諜報兵エグゾースト

¥1,000 TG-26 バンブルビーゴールドバグ

¥2,000 RA-11 クロミア

¥2,000

MP-24 総司令官スターセイバー

¥7,000 TG-27 トレイルブレイカー&ホイスト

¥3,000 RA-12 デプスチャージ

¥1,500 TG-28 メガトロン&スタースクリーム

¥3,200 RA-13 ジェットファイアー

¥4,000
¥1,000

MP-22 シティコマンダー ウルトラマグナス

¥8,000 MP-25 戦士トラックス

TG-24 オプティマスプライム＆バンブルビー

¥700

MP-01B 総司令官コンボイ ブラックVer.

¥15,000 MP-26 陸空戦闘員ロードレイジ

¥1,800 TG-29 サンドストーム

¥3,000 RA-14 カノンバンブルビー

MP-01L コンボイ 最終生産

¥13,000 MP-27 警備員アイアンハイド

¥3,000 TG-30 ワスピネーター

¥1,000 RA-15 マッドフラップ

¥3,000

MP-02 シティコマンダー ウルトラマグナス

¥10,000 MP-28 戦士ホットロディマス
¥15,000 MP-29 防衛参謀レーザーウェーブ

¥2,000 TG-31 ライノックス

¥3,000 RA-16 デューンランナー

¥1,000

¥4,000 TG-32 ミニコンアサルトチーム

¥2,000 RA-17 ストラトスフィア
¥2,000 RA-18 オートボットブレイズマスター

¥2,500

MP-02 シティコマンダー ウルトラマグナス 再販

MP-03 航空参謀スタースクリーム

¥6,000 MP-30 看護員ラチェット

¥5,000 TG-33 アルマダスタースクリーム

トランスフォーマーGo！

RA-19 ジョルト

¥2,000

¥4,000

MP-04 総司令官コンボイ完全版

¥18,000 MP-31 先遺指揮官デルタマグナス
¥18,000 MP-32 コンボイ(ビーストウォーズ)

¥5,000 G-01 ケンザン

¥1,200 RA-20 スキッズ&マッドフラップ

¥5,000

MP-04 総司令官コンボイ完全版 再販

¥38,000 MP-33 インフェルノ

¥6,000 ケンザン黒武者Ver.

¥2,500

¥7,000

MP-03G 航空参謀スタースクリーム ゴーストVer.

RA-21 バンブルビー&サム・ウィトウィッキー

¥2,000

トランスフォーマーユナイトウォリアーズ UW-03 ガーディアン トランスフォーマーユナイトウォリアーズ UW-EX バルディガス トランスフォーマーユナイトウォリアーズ UW-EX メガトロニア トランスフォーマーユナイトウォリアーズ UW-EX リンクスマスター

10,000円買取

10,000円買取

トランスフォーマーリベンジ

スワーブ

8,000円買取

¥1,500

TF:TAV-51)ハイパーサージバンブルビー（アドベンチャー）

RA-22 サイドスワイプ&エップス軍曹

¥8,000 デッドエンド

¥1,000

TF:TAV-52)ソートゥース＆ストロングアーム 激流アーマー（アドベンチャー）

RA-23 アーシー

¥3,000 マッドフラップ デザートVer.

¥3,200

TF:TAV-53)ハイパーサージ サイドスワイプ（アドベンチャー）

RA-24 バスターオプティマスプライム

¥9,000

RA-25 スキッズ&ミカエラ・ベインズ

¥3,000

RA-26 N.E.S.T.リーコンアイアンハイド

¥5,000 TAV-01 バンブルビー

トランスフォーマーアドベンチャー
アドベンチャーシリーズ
¥2,500

6,000円買取

¥1,200

LG-18 アルマダスタースクリームスーパーモード

¥900 LG-19 スプラング
¥1,500 LG-20 スキッズ
¥900 LG-21 ハードヘッド

TF:TAV-54)スコルポノック（アドベンチャー）

¥1,800
¥1,500
¥1,500
¥2,000

TF:TAV-55)ウィンドブレード（アドベンチャー）

¥1,200 LG-22 スカル

¥1,500

TAVVS-01 バンブルビーVSスチールジョー

¥1,800 LG-23 ガルバトロン

¥3,000

RA-27 N.E.S.T.アライアンス バンブルビー

¥3,000 TAV-05 フィクシット

¥1,000 TAVVS-02 グリムロックVSグリジバー

¥1,500 LG-25 ブラー

¥2,000

RA-28 N.E.S.T.ラチェット

¥4,500 TAV-12 ドレッドウイング

¥1,000

¥1,000 LG-26 スカージ

¥2,500

RA-29 N.E.S.T.ブローン

¥1,800 TAV-13 ネメシスプライム

¥1,400 TAVVS-04 サイドスワイプ ＆ ステッパー

¥2,000 LG-27 ブロードキャスト

¥2,000

RA-30 N.E.S.T.スキャッターショット

¥1,800 TAV-14 ウルトラマグナス

¥1,000

¥1,500 LG-29 ウィーリー＆ゴーシューター

¥1,000

TAVVS-03 ストロングアームVSファントムジョー

TAVVS-05 ドリフトオリジンモード＆ジャズバトルモード

イージーダイナミックシリーズ

RA-31 マッドフラップ&シモンズ捜査官

¥12,000 TAV-16 ボンブシェル

¥1,200

LG-30 ウィアードウルフ

¥2,000

RA-32 オートボットジャズ&レノックス少佐

¥12,000 TAV-17 シャープネル

¥1,000 TED-01 ビッグバンブルビー

¥1,500 LG-31 フォートレスマキシマス

¥12,000

RD-01 メガトロン

¥5,000 TAV-18 ドリフト

¥1,500 TED-02 ビッググリムロック

¥1,500 LG-32 クロームドーム

RD-02 スタースクリーム

¥2,000 TAV-19 パワーグライド

¥1,000 TED-06 ビッグオプティマスプライム

¥4,000 LG-33 ハイブロウ

¥1,300

RD-03 デモリッシャー

¥2,000 TAV-20 アダムス

¥1,200 TED-15 ビッグサイドスワイプ

¥1,000 LG-34 ワイプ

¥1,600

¥2,500 TED-16 ビッグサンダーフーフ

¥800 LG-35 スーパージンライ
¥1,500 トランスフォーマーロストエイジシリーズ LG-36 サウンドウェーブ

¥2,500

RD-05 サイドウェイズ

¥2,000 TAV-21 オプティマスプライム

RD-06 ディセプティコンランページ

¥3,000 TAV-22 サイドスワイプ

RD-08 ダートボス

¥2,000 TAV-23 オートボットジャズ

¥1,200

¥5,000 LG-39 ブレインストーム

¥1,600

RD-09 ランサック

¥1,500 TAV-25 ディセプティコンラナバウト

¥1,000 LA-03 バンブルビー

¥1,500 LG-40 アストロトレイン

¥2,000

RD-10 フォーレン

¥3,500 TAV-27 マイクロンシュータードリフトセット
¥4,500 TAV-28 グランドビーコンジェネラル

¥1,400 LA-06 ドリフト

¥1,000 LG-41 レオプライム

¥1,600

RD-11 メガトロン
RD-12 ディセプティコンミックスマスター

¥9,000 TAV-29 バンブルビーシュプリームモード

LA-01バトルコマンド オプティマスプライム

¥1,000 LA-07 クロスヘアーズ

¥5,000
¥1,600

¥800 LG-42 ゴッドボンバー

¥3,300

¥1,000 LA-09 ロックダウン

¥1,000 LG-43 ダイナザウラー

8月発売

RD-13 ラヴィッジ

¥2,300 TAV-30 バトルグリムロック

¥1,500 LA-12 ディセプティコンスティンガー

¥3,000 LG-44 シャークトロン＆スウィープス

9月発売

RD-14 スカルペル

¥1,500 TAV-31 ブラックシャドー

¥1,000

LA-14 バトルコマンドオプティマスプライム&バンブルビー最強タッグセット

¥5,000

9月発売

¥700

LA-SP ロストエイジシリーズ゛最終決戦4体セット

¥1,400 LG-46 ターゲットマスターチャー

RD-15 イジェクター

¥800 TAV-32 ランブル＆フレンジー

トランスフォーマーレジェンズ

LG-45 ターゲットマスターホットロディマス

TAV-33 オプティマスプライムシュプリームモード

¥3,000

RD-17 ロングハウル

¥3,000

TAV-34 EZコレクション チームバンブルビーVSメガトロナスセット

¥1,200 LG-01 ラットル

¥2,000 LG-48 ゴング＆リパッグ

10月発売

RD-18 グラインダー

¥3,000

TAV-35 EZコレクション オートボットVSディセプティコンセット

¥1,000 LG-03 タンカー

¥1,000

LG-49 ターゲットマスタートリガーハーピー

10月発売

RD-19 デモリッシャー シャンハイアタック

¥5,000 TAV-36 フラクチャー

¥1,200

LG-EX ブラックコンボイ(おもちゃショー限定)

¥4,000

RD-20 N.E.S.T.ブラジオン

¥6,000 TF:TAV-37)メガトロナス（アドベンチャー）

¥1,000

LG-EX アルマダメガトロン(おもちゃショー限定)

RD-21 ディセプティコンランページ デザートコンバット

¥10,000

¥700 LG-04 ロードバスター
¥1,200 LG-05 ホワール

TF:TAV-38)サンダーフーフ（アドベンチャー）

¥1,000 LG-06 ゲルシャーク
¥1,000 LG-07 ジェットファイアー

LG-47 キックバック＆クラウダー

9月発売

¥15,000

RD-16 デバステーター

¥6,000
¥1,500 トランスフォーマーユナイトウォリアーズ
¥2,000 UW-01 スぺリオン

RD-22 N.E.S.T.ダージ

¥2,800

TF:TAV-39)クイルファイア（アドベンチャー）

RD-23 N.E.S.T.スカウトブレークダウン

¥1,500

TF:TAV-40)アイアンジャム＆バンブルビー 鋼鉄アーマー（アドベンチャー）

¥900 LG-08 スワーブ&テイルゲイト

¥1,800 UW-02 メナゾール

RD-24 ディセプティコンバリケード&フレンジー

¥6,000

TF:TAV-41)グラビティ＆オプティマスプライム 重力アーマー（アドベンチャー）

¥900 LG-09 ブレインストーム

¥2,000 UW-03 ガーディアン

RD-25 N.E.S.T.マインドワイプ

¥6,000

TF:TAV-42)ボルケーノ＆グリムロック 火山アーマー（アドベンチャー）

RD-26 N.E.S.T.ディセプティコンロックダウン

¥4,500

TF:TAV-43)バリサンダー＆サイドスワイプ 電撃アーマー（アドベンチャー）

RD-27 N.E.S.T.スカイストーカー

¥2,500

TF:TAV-44)バンブルビー＆サイドスワイプ シュプリームアーマーセット（アドベンチャー）

TF:TAV-46)オーバーロード（アドベンチャー）

トランスフォーマーリベンジ 限定

¥1,200 LG-10 アーシー

10月発売

¥4,000
¥1,000
¥10,000

¥2,000 UW-04 デバスター

¥8,000

¥1,800 UW-05 コンボイグランドプライム

¥8,500

¥1,500 LG-12 ウインドブレード

¥3,500 UW-06 グランドガルバトロン

¥5,000

¥1,000 LG-13 メガトロン

¥2,500 UW-07 ブルーティカス

¥5,000
¥5,000

¥900 LG-11 クロミア

オプティマスプライム リベンジエディション

¥3,000

TF:TAV-47)クレイジーボルト（アドベンチャー）

¥1,000 LG-14 ウルトラマグナス

¥3,500 UW-08 コンピューティコン

インテロゲーター バリケード

¥2,000

TF:TAV-48)EZコレクション チームバンブルビーＶＳサンダーフーフセット（アドベンチャー）

¥1,500 LG-15 ナイトバードシャドウ

¥1,400 UW-EX リンクスマスター

¥6,000

スキッズ デザートVer.

¥4,000

TF:TAV-49)EZコレクション オートボットVSクランプダウンセット（アドベンチャー）

¥1,000 LG-16 スリップストリーム

¥1,500 UW-EX メガトロニア

¥8,000

ストークスコルポノック

¥3,500

TF:TAV-50)ハイパーサージオプティマスプライム（アドベンチャー）

¥2,000 LG-17 ブラックウィドー

¥4,500 UW-EX バルディガス

¥10,000

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!

