
メーカー 買取価格 メーカー 買取価格 メーカー 買取価格

メディコム・トイ ¥4,000

X-PLUS ¥3,200 メディコム・トイ ¥3,200 メディコム・トイ ¥9,000

X-PLUS ¥3,000 メディコム・トイ ¥2,700 メディコム・トイ ¥11,000

バンダイ ¥3,500 メディコム・トイ ¥13,500

大和玩具 ¥4,000 メディコム・トイ ¥6,000

大和玩具 ¥2,000 メディコム・トイ ¥10,000 メディコム・トイ ¥8,000

メディコム・トイ ¥10,800

X-PLUS ¥6,000 メディコム・トイ ¥7,200 メディコム・トイ ¥5,000

X-PLUS ¥5,400 メディコム・トイ ¥3,600 メディコム・トイ ¥4,000

メディコム・トイ ¥5,000 メディコム・トイ ¥2,000

メディコム・トイ ¥4,000 メディコム・トイ ¥4,000

メディコム・トイ ¥4,500 バンダイ ¥1,500

メディコム・トイ ¥20,000

CCP ¥4,000 メディコム・トイ ¥6,300 メディコム・トイ ¥4,000

X-PLUS ¥4,000 メディコム・トイ ¥13,500

X-PLUS ¥3,000 メディコム・トイ ¥13,000 メディコム・トイ ¥6,000

X-PLUS ¥3,500 メディコム・トイ ¥7,000

X-PLUS ¥10,800 メディコム・トイ ¥11,000 メガハウス ¥3,000

ファイブスタートイ ¥2,300 メガハウス ¥2,000

ベネリック ¥3,000 メディコム・トイ ¥7,000 メガハウス ¥2,000

メディコム・トイ ¥23,000 メディコム・トイ ¥8,000

メディコム・トイ ¥5,000 オオツカ企画 ¥3,000 メディコム・トイ ¥12,000

メディコム・トイ ¥5,000 メガハウス ¥3,500 メディコム・トイ ¥3,500

メディコム・トイ ¥14,000 メディコム・トイ ¥8,000

CCP ¥2,500 メディコム・トイ ¥11,000

X-PLUS ¥8,000 メディコム・トイ ¥5,000

メディコム・トイ ¥6,000 メディコム・トイ ¥4,000 メディコム・トイ ¥5,000

メディコム・トイ ¥4,000

バンダイ ¥1,500 メディコム・トイ ¥5,000

バンダイ ¥2,000

バンダイ ¥3,200 メディコム・トイ ¥4,000 メディコム・トイ ¥6,000

X-PLUS ¥2,500 メディコム・トイ ¥9,900 メガハウス ¥2,500

メディコム・トイ ¥4,000 メディコム・トイ ¥5,000 バンダイ ¥2,500

バンダイ ¥2,000 バンダイ ¥3,000 メディコム・トイ ¥1,500

メディコム・トイ ¥3,500 バンダイ ¥2,500

バンダイ ¥1,500 海洋堂 ¥1,800

バンダイ ¥1,800 バンダイ ¥2,000 海洋堂 ¥3,200

バンダイ ¥1,500

バンダイ ¥2,700 メディコム・トイ ¥11,000 X-PLUS ¥3,000

メディコム・トイ ¥4,500 メディコム・トイ ¥7,000

メディコム・トイ ¥5,000 バンダイ ¥1,500

メディコム・トイ ¥3,200

メディコム・トイ ¥10,000 メディコム・トイ ¥5,000 メディコム・トイ ¥9,000

メディコム・トイ ¥6,500 メディコム・トイ ¥5,400

B-CULB ¥16,200

オオツカ企画 ¥3,000 メガハウス ¥1,800 X-PLUS ¥5,000

増田屋 ¥3,000 メディコム・トイ ¥1,500 海洋堂 ¥1,500

メディコム・トイ ¥8,000 メディコム・トイ ¥6,000

メディコム・トイ ¥5,000 バンダイ ¥3,500

メディコム・トイ ¥2,300 メディコム・トイ ¥8,000

メディコム・トイ ¥3,600 海洋堂 ¥5,000

メディコム・トイ ¥7,000 メディコム・トイ ¥2,000

メディコム・トイ ¥35,000 メディコム・トイ ¥8,000

メガハウス ¥2,000 メディコム・トイ ¥8,000

メディコム・トイ ¥9,000 メガハウス ¥1,500

メディコム・トイ ¥10,000 メディコム・トイ ¥6,000 タカラトミー ¥3,000

タイトル/商品名 タイトル/商品名 タイトル/商品名

大怪獣シリーズ　ゴメス/モノクロ版 RAH220　仮面ライダーアマゾン RAH DX　仮面ライダーファイズVer.1.5

ウルトラ怪獣シリーズ　ジラース RMW　仮面ライダーアマゾン＆ジャングラー号 仮面ライダーV3

ウルトラQ 仮面ライダーアマゾン RAH DX　仮面ライダーファイズ
大怪獣シリーズ　コイン怪獣カネゴン/カラー版 RAH　仮面ライダーアマゾン RAH DX　仮面ライダーファイズ/ブラスターフォーム

ウルトラセブン 仮面ライダーX RAH DX　ライダーマン
大怪獣シリーズ　ウルトラセブン/スタンディングポーズ RAH DX　仮面ライダーX RAH220 DX　風見志郎

カネゴン カウンターバンク 仮面ライダーウィザード RAH 2004DX　仮面ライダーV3

ゴメス PROJECT BM!　仮面ライダーウィザード/フレイムスタイル RAH DX　仮面ライダーV3/リニューアル版

RAH　ペガッサ星人 仮面ライダーオーズ PROJECT BM!　仮面ライダーフォーゼ/ベースステイツ

RAH　メトロン星人 MG　仮面ライダーオーズ/タトバコンボ 仮面ライダーBLACK

大怪獣シリーズ　ペロリンガ星人 RAH220 DX　仮面ライダーX RAH220DX　仮面ライダーV3

RAH　ガッツ星人 RMW016　1/2マスク　仮面ライダーX 仮面ライダーフォーゼ

大怪獣シリーズ　アントラー/リボーン 仮面ライダーカブト RMW 026　1/2マスク　仮面ライダーBLACK RX

大怪獣シリーズ　ウルトラマン/Aタイプ カラー版 RAH DX　仮面ライダーガタック RAH DX　仮面ライダーBLACK RX Ver.1.5（プレミアムクラブ限定）

ウルトラマン 仮面ライダー鎧武 RMW023　1/2マスク　仮面ライダーBLACK

ゴルゴダシリーズ　ウルトラマン/1000個限定ウェザリング RAH GENESIS　仮面ライダー鎧武/オレンジアームズ RMW027　1/2マスク　シャドームーン

ハヤタ隊員 仮面ライダーキバ AWM　ジョーカー

おとなりのかいじゅう　ゴモラ PROJECT BM!　仮面ライダーキバ/キバフォーム AWM　タランチュラアンデッド

大怪獣シリーズ　ウルトラマン/Aタイプ スタンディングポーズ RAH DX　仮面ライダーカブト/ライダーフォームVer.2.0 仮面ライダー剣
大怪獣シリーズ　ウルトラマンBタイプ/リボーン（少年リック限定） RAH DX　仮面ライダードレイク/ライダーフォーム AWM　ギラファアンデット

RAH　フジアキコ（購入特典品） AWM　ン・ダグバ・ゼバ RAH DX　仮面ライダー剣

ウルトラマンA RAH DX　仮面ライダークウガ/アメイジングマイティ（Amazon限定） RAH DX　仮面ライダー剣/キングフォーム

RAH　シーボーズ（HH限定） 仮面ライダークウガ RAH 2012DX　仮面ライダーギャレン

RAH　ハヤタ隊員 HHS　仮面ライダークウガ/マイティーフォーム RAH 2013DX　仮面ライダーカリス

RAH　ウルトラマンエース PROJECT BM!　ショッカーライダー RAH DX　オルタナティブ

ウルトラマンガイア PROJECT BM!　本郷猛 海賊戦隊ゴーカイジャー

ゴルゴダシリーズ③　ウルトラマンエース/十字架付き 仮面ライダーTHE NEXT RAH DX　ジョーカー

大怪獣シリーズ　エースキラー（少年リック限定） PROJECT BM!　仮面ライダー1号 仮面ライダー龍騎

ウルトラマンギガ/セブンカラーズコレクション PROJECT BM!　仮面ライダー2号 PROJECT BM!　シンケンレッド（Amazon限定）

ウルトラマンコスモス 仮面ライダースーパー1 特捜戦隊デカレンジャー

京本コレクション　ウルトラマンガイアV2 仮面ライダーTHE FAST PROJECT BM!　ゴーカイレッド

ウルトラマンギガ アルティメットソリッド　仮面ライダー1号サイクロンVer.THE FAST 侍戦隊シンケンジャー

PROJECT BM!　ダークロプスゼロ RAH DX　仮面ライダーストロンガー チケットくんパペット

ウルトラマンティガ 仮面ライダーW 宇宙刑事ギャバン

大怪獣シリーズ　殺人兵器 カラミティ RAH DX　仮面ライダースーパー1 ジャスミン（礼紋茉莉花）

ウルトラマンゼロ 仮面ライダーストロンガー 烈車戦隊トッキュウジャー

ウルトラマンネクサス MG　仮面ライダーW/ルナトリガー 特撮リボルテック006　ガメラ

UHSN4　ダークメフィスト MG　仮面ライダーアクセル 特撮リボルテック007　ギャオス

京本コレクション　ウルトラマンティガ chibi-arts　フィリップ RAH450 宇宙刑事ギャバン
PROJECT BM!　ウルトラマンティガ/マルチタイプ MG　仮面ライダーW/サイクロンジョーカー ガメラ大怪獣空中戦

PROJECT BM!　ウルトラマンヒカリ RAH DX　仮面ライダーW/サイクロンジョーカーVer.2.0 シン・ゴジラ

PROJECT BM!　ウルトラマンメビウス 仮面ライダーディケイド メカゴジラ/初号機VER（セブンイレブン限定）

ウルトラマンメビウス MG　仮面ライダースカル ガメラ対大魔獣ジャイガー

BGMH　ウルトラマンメビウス PROJECT BM!　鳴海荘吉 大怪獣シリーズ　大魔獣ジャイガー

仮面ライダー PROJECT BM!　仮面ライダーディケイド/コンプリートフォーム RMW　1/2マスク　ハカイダー
1/12 仮面ライダー旧1号＆サイクロン号/OP版 仮面ライダー電王 大怪獣空中戦ガメラ対ギャオス

ウルトラマンレオ PROJECT BM!　門矢士 人造人間キカイダー
RAH　おおとりゲン（ウルトラマンレオ購入特典品） PROJECT BM!　仮面ライダーディケイド RAH DX　キカイダー01

RAH　仮面ライダー旧1号 Ver.2/1971 PROJECT BM!　モモタロスイマジン（購入チケット限定） 大決戦!超ウルトラ8兄弟

RAH　滝和也 仮面ライダードライブ ウルトラ怪獣シリーズ2008MOVIE　ギガキマイラ

HHS　仮面ライダー新2号 IMAGIN genetic①　モモタロスイマジン 大映30cmシリーズ　ガメラ

トーキング仮面ライダー1号（復刻生産） PROJECT BM!　仮面ライダーネガ電王 特撮リボルテック027　ギャオス/1967

RAH220 DX　仮面ライダー新2号＆ショッカーライダー PROJECT BM!　仮面ライダー響鬼/人間体 電人ザボーガー
RMW　1/5スタチュー　仮面ライダー旧1号＆旧サイクロン号 仮面ライダー555 RAH　ストロングザボーガー（Amazon限定）

RAH220 09　蜘蛛男 RAH GENESIS　仮面ライダードライブ/タイプスピード 地球攻撃命令ゴジラ対ガイガン

RAH220 DX　仮面ライダー旧1号 仮面ライダー響鬼 特撮リボルテック023　ガイガン

RAH DX　仮面ライダーG4 RAH DX　仮面ライダーデルタ ミラーマン

★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。

仮面ライダーアギト AWM　ウルフオルフェノク RAH　電人ザボーガー

RAH 2013DX　仮面ライダーG3-X AWM　スネークオルフェノク 変身サイボーグ1号


