EX合金 真ゲッター1 改修版ウイング付

SDX 黄金神スペリオルカイザー

S.H.Figuarts トライドロン

14,000円買取

10,000円買取

18,000円買取
アーマーガールズプロジェクト

ユリアン

MS少女 バンシィ

¥3,500 レッドキング

MS少女 ユニコーンガンダム

¥3,000

アーマープラス
黒い輝煌帝

EX合金
真ゲッター1 改修版ウイング付

¥18,000

ヴァリアブルアクション

¥2,000 仮面ライダーネクロム

¥2,000

¥4,500 バトルホッパー

¥3,000 仮面ライダーファイズ GLOWING STAGE SET

¥2,500

¥4,000 仮面ライダーファイズ アクセルフォーム

¥2,000

バトルホッパー リニューアル
¥5,000 ハリケーン

S.I.C.

¥4,500

11,000円買取

¥2,500 ハカイダー

ウルトラマンなりきり変身
DXダークリング

S.H.Figuarts ドラゴンレンジャー

¥2,300 仮面ライダーブレイド キングフォーム

¥2,000

バルタン星人

¥3,500 仮面ライダーベルデ

¥3,500
¥4,800

キカイダー リニューアル

¥3,000 ビートチェイサー2000

¥5,000 仮面ライダーマッハ

仮面ライダー1号&サイクロン(仮面ライダーTHE FIRST)

¥2,500 ホースオルフェノク

¥2,000 仮面ライダーリュウガ

仮面ライダーJ

¥2,000 マイティアクションX ビギニングセット

¥3,000

¥10,000 仮面ライダー王蛇

¥2,000

アルドノア・ゼロ KG-6 スレイプニール

¥4,000

¥3,500 マグナギガ

¥3,500 仮面ライダー鎧武 カチドキアームズ

¥2,000

銀河機攻隊マジェスティックプリンス レッドファイブ

¥2,500 マシンディケイダー

¥2,000

¥2,000

新世紀GPXサイバーフォーミュラ アスラーダG.S.X

¥4,500 仮面ライダーX＆アポロガイスト
¥4,500 仮面ライダーアギト＆マシントルネイダー

¥3,500 マシントルネイダー

¥2,000 仮面ライダー鎧武 極アームズ

¥3,000

新世紀GPXサイバーフォーミュラ ファイアースペリオンG.T.R

¥2,000 仮面ライダーイクサ＆仮面ライダーダークキバ

¥3,500 マンモスレンジャー

¥5,000

¥3,500

新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN 凰呀（オーガ）AN-21 DXセット

¥7,000

仮面ライダーウィザード フレイムドラゴン＆オールドラゴン

¥2,500 モモタロスイマジンDXセット

¥5,500 仮面ライダー響鬼（真骨彫製法）

¥6,000

魔動王グランゾート スーパーアクアビート

¥3,000

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 ライダーマン＆ライダーマンマシンセット

¥7,500 仮面ライダー斬月・真 メロンエナジーアームズ

¥2,000

魔動王グランゾート スーパーウィンザート

¥3,000 仮面ライダーオーズ ガタキリバ コンボ

¥4,000 ライドシューター

魔動王グランゾート スーパーグランゾート

¥5,500 仮面ライダーオーズ サゴーゾ コンボ

¥3,000 ロード・バロン

¥2,000 仮面ライダー超デッドヒートドライブ
¥2,000 仮面ライダー龍騎＆ドラグレッダーセット

¥3,500

魔動王グランゾート 武者メタル

¥4,500 仮面ライダーオーズ スーパータトバコンボ

¥2,500 ン・ダグバ・ゼバ（真骨彫製法）

¥2,000

¥4,000 宇宙刑事ギャバン

¥2,000 旧サイクロン号

ULTRA-ACT

仮面ライダーW サイクロンジョーカーゴールドエクストリーム

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.）

仮面ライダー鎧武 パインアームズ＆バロン マンゴーアームズセット

仮面ライダー旧2号＆サイクロン号（改造Ver.）セット

¥4,500
¥5,000

仮面ライダー龍騎サバイブ＆ドラグランザーセット

¥4,000

ACE SUIT（ULTRA-ACT × S.H.Figuarts）

¥3,500 仮面ライダーオーズ ラトラーターコンボ

¥5,000 宇宙刑事シャイダー

¥3,000 超魔進チェイサー

¥2,000

ULTRAMAN SUIT ver7.2（ULTRA-ACT × S.H.Figuarts）

¥2,000 仮面ライダーカブト

¥2,500 黄金騎士ガロ

¥2,500 特警フルパッケージオプションセット

¥2,500
¥2,000

アストラ リニューアル

¥3,000 仮面ライダーキバ

¥2,800 黄金騎士ガロ（レオン刻印Ver.）

¥2,800 白いカラス

アンドロメロス

¥2,500 仮面ライダーキバ エンペラーフォーム

¥4,000 黄金騎士ガロ(流牙金色Ver.)

¥2,500

ウルトラの父

¥3,500 仮面ライダーギャレン キングフォーム

¥2,000 仮面ライダーJ

¥5,000 UX-02-93 メカゴジラ

ウルトラの母

¥4,000 仮面ライダーストロンガー＆電波人間タックル

¥3,000

¥3,000 ゴジラ feat.EVA-01

¥5,000

ウルトラマン リニューアル
ウルトラマンガイア＆XIGファイターセット

¥3,500 仮面ライダーバース プロトタイプ

¥3,000 仮面ライダーアマゾン

¥3,500 ゴジラ(1989)/輝響曲

¥3,500

¥4,500 仮面ライダー斬月 メロンアームズ

¥3,000

¥3,000 仮面ライダー龍玄 ブドウアームズ

¥2,000 仮面ライダーアマゾンアルファ
¥5,000 仮面ライダーアマゾンアルファ Amazon限定

¥5,500 ゴジラ(1995)

ウルトラマンガイア(V2)

¥6,000 ゴジラ(1995)Ultimate Burning Ver.

¥3,000

ウルトラマンガイア（スプリーム・ヴァージョン）

¥4,000

¥4,300 ゴジラ(2001)

¥4,000

S.H.Figuarts

仮面ライダーW サイクロンジョーカー（真骨彫製法）

仮面ライダーアマゾンオメガ

S.H.MonsterArts
¥3,500

ウルトラマンコスモス ルナモード

¥3,000 インペリアルドラモン（ファイターモード）

¥4,000 仮面ライダーアマゾンオメガ Amazon限定

¥5,000 ゴジラ(2014)Spit Fire Ver.

¥4,500

ウルトラマンジョーニアス

¥2,500 ウォルター

¥6,000 仮面ライダーガイ

¥3,000 ゴジラ（VSシリーズ）

¥3,000

ウルトラマンゼロ リニューアル

¥4,500 ウルトラマン

¥2,500 仮面ライダーカイザ GLOWING STAGE SET

¥6,000 スーパーメカゴジラ

¥5,000

ウルトラマンタロウ

¥2,000 オートバジン

¥2,500

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 スペースゴジラ

¥6,000

ウルトラマンティガ（マルチタイプ） リニューアル

¥5,000 オメガモン(ぼくらのウォーゲーム！)

¥4,000

仮面ライダーカブト ライダーフォーム（真骨彫製法）

¥2,500 デストロイア（完全体）

¥5,000

ウルトラマンネクサス ジュネッス

¥3,000 キカイダー

¥3,000 仮面ライダーギャレン（ブロークンヘッドVer.）

¥2,000 デストロイア（完全体） Special Color Ver.

ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー

¥3,000 キカイダー01

¥3,000

仮面ライダークウガ アメイジングマイティ（真骨彫製法）

¥2,000

ウルトラマンノア

¥4,500 キョウリュウゴールド

¥2,300

仮面ライダークウガ アルティメットフォーム（真骨彫製法）

¥3,000 エクスワイバリオン

ウルトラマンヒカリ

¥5,000 キョウリュウブラック＆キョウリュウピンクセット

¥3,000

仮面ライダークウガ マイティフォーム（真骨彫製法）

¥3,000 キングガンダムⅡ世

¥2,500

ウルトラマンベリアル

¥4,000 キンタロスイマジン

¥2,000 仮面ライダーシン

¥3,500 サタンガンダム

¥2,500

ウルトラマンメビウス メビウスバーニングブレイブ

¥3,500 ゴーカイイエロー

¥2,500 仮面ライダーストロンガー＆カブトローセット

¥7,500 スペリオルドラゴン

¥2,000

ウルトラマンメビウス メビウスフェニックスブレイブ

¥3,500 ゴーカイレッド

¥2,000 仮面ライダーダークカブト（真骨彫製法）

¥3,500 スペリオルドラゴンEx-AS

¥5,500

ウルトラマンレオ リニューアル

¥4,000 ジースタッグ＆レッドル セット

¥5,000 仮面ライダータイガ

¥3,000 スペリオルドラゴンSR

¥5,000

エースロボット＆ゴルゴダ星セット

¥5,000 ジェノサイダー

¥5,000 仮面ライダーチェイサー

¥2,000 ファイナルフォーミュラー

¥4,000
¥3,500

¥2,000

キリエロイド

¥2,500 シャドーチェイサー

¥2,000 仮面ライダーディープスペクター

¥4,000 フルアーマーナイトガンダム

グリッドマン

¥2,000 ダークレイダー

¥2,500 仮面ライダーディケイド(真骨彫製法)

¥3,000 マスクコマンダー

ジャンキラー

¥3,000 ダブルマシーン

¥3,000 仮面ライダーデルタ

¥3,000 黄金神スペリオルカイザー

ゾフィー

¥2,500 トライドロン

ゾフィー -ウルトラマンメビウス Special Set-

¥3,000 ドラグランザー

¥10,000 仮面ライダードライブ タイプスピード
¥3,500

仮面ライダードライブ タイプトライドロン タイヤカキマゼールセット

¥2,500
¥14,000

¥2,000 騎士ガンダム（烈伝版）

¥2,000

可動戦士

¥4,000

ダークザギ

¥6,000 ドラゴンレンジャー

¥11,000 仮面ライダードライブ タイプフォーミュラ

ハンターナイトツルギ

¥2,500 ハートロイミュード

¥3,000 仮面ライダーナイト＆ダークウイングセット

¥4,500

ミラーナイト

¥4,000 バイクル

¥3,500

¥5,000 CS)変身音叉･音角

仮面ライダーナイトサバイブ＆ダークレイダーセット

¥7,000

SDX

¥2,000 GD-26 可動戦士 量産型ザク

¥3,000

仮面ライダーなりきり変身
¥20,000

聖闘士聖衣神話EX サジタリアスアイオロス（神聖衣）

CSモディフィケーション ファイズギア

13,000円買取

10,000円買取

仮面ライダーなりきり変身

ZEONOGRAPHY

G.F.F METAL COMPOSITE ユニコーンガンダム3号機フェネクス

超合金魂 GX-68 勇者王ガオガイガー

10,000円買取

8,000円買取

ピスケスアフロディーテ（冥衣）

¥2,000 タウラスアルデバラン（神聖衣）

¥9,000
¥5,500

CSモディフィケーション ガタックゼクター

¥8,000 #3004b シャア専用リックドム

¥2,300 フェニックス一輝 最終青銅聖衣（初版）

¥5,000 ドラゴン紫龍（新生青銅聖衣）

CSモディフィケーション カブトゼクター

¥9,000 限定 R-2型ザクEX 3体セット

¥2,500

フェニックス一輝(最終青銅聖衣)～ORIGINAL COLOR EDITION～

¥9,000 バルゴシャカ

CSモディフィケーション ダークカブトゼクター

¥5,000

フェニックス一輝（神聖衣）

¥4,000 バルゴシャカ（神聖衣）

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 ガブルキャノンDXセット

¥4,000 ベータ星メラクハーゲン

¥2,000 バルゴシャカ～ORIGINAL COLOR EDITION～

CSモディフィケーション ディケイドライバー

¥8,000 ゴーカイガン

¥2,000 ペガサステンマ

¥2,000 ピスケスアフロディーテ

¥7,000

¥2,300 ペガサス星矢（最終青銅聖衣）

¥5,000

¥3,500

CSモディフィケーション ファイズギア

スーパー戦隊

¥10,000 シュリケン合体DXバイソンキング

¥8,000

ピスケスアフロディーテ～ORIGINAL COLOR EDITION～

¥10,000
¥4,000

CSモディフィケーション ファイズドライバー

¥9,000 獣電竜シリーズ00 トバスピノ

¥5,000

¥5,000 戦隊職人 ドロンチェンジャー

¥6,000
¥5,000 ペガサス星矢（新生青銅聖衣）Broken Version

¥5,000 フェニックス一輝（新生青銅聖衣）

CSモディフィケーション ファングメモリ

¥2,000 ライブラ童虎

¥5,500

CSモディフィケーション）T2ガイアメモリ（エターナル）＆マキシマムスロット（ロストドライバーver.） 仕様訂正版

¥2,500 戦隊職人ダイノバックラー

¥3,000 ペガサス星矢（神聖衣）

¥2,000 レオアイオリア

¥7,000

CSモディフィケーション）ハイパーゼクター

¥3,000

CSモディフィケーション）ライダーカード
CSモディフィケーション）ロストドライバー

¥3,000 アルトアイゼン・ナハト

¥3,000

¥9,000 ガオファイガー

DXアクセルドライバー

¥3,000 グレートマジンガー

DXウィザードライバー＆ウィザードリングホルダー

¥4,000 グレンダイザー＆スペイザー

¥8,000 暗黒ペガサス＆暗黒アンドロメダ

ペガサス星矢(新生青銅聖衣) ～Broken Version～ & 城戸沙織 ～ORIGINAL COLOR EDITION～

スーパーロボット超合金

ペガサス星矢（神聖衣）～ORIGINAL COLOR EDITION～

¥4,000 レオアイオリア（神聖衣）

¥7,000

ペガサス星矢（神聖衣）-10th Anniversary Edition-

¥9,000 レオアイオリア～ORIGINAL COLOR EDITION～

¥4,000

¥3,000 ライブラ童虎（初版）

¥2,000 ワイバーンラダマンティス

¥3,500

¥2,500 リュムナデスカーサ

¥3,000 邪神ロキ

¥8,000

聖闘士聖衣伝説

¥14,000

DXガシャコンバグヴァイザー

¥3,500 ジェネシックガオガイガー

¥6,000 海皇ポセイドン

¥3,000 ジェミニサガ

DXキバットベルト

¥2,500 ダイナミックオプションパーツセット

¥4,000

¥4,000

DXゲーマドライバー&キメワザスロットホルダーセット

¥5,500 デカレンジャーロボ

¥2,500 死を司る神タナトス

¥4,500 エルガイムMk-Ⅰ

DXゲネシスドライバー＆メロンエナジーロックシード

¥3,500 ブラックゲッター

¥4,000 女神アテナ

¥6,000 ドラグナー1カスタム

¥4,000

DXスカルマグナム

¥2,000 マジンガーZ

¥4,000 城戸沙織

¥4,000 ブラックサレナ

¥6,000
¥5,500

海皇ポセイドン～ROYAL ORNAMENT EDITION～

¥2,000

魂SPEC
¥4,500

DXデンオウベルト

¥2,000 マジンガーZ ゲッターロボカラー

¥4,500 眠りを司る神ヒュプノス

¥9,000 レイズナー ＋ V-MAXパーツセット

DXバグルドライバー

¥5,000 マジンガーZ 超合金Zカラー

¥3,500 冥王ハーデス

¥7,000 レイズナーMARKⅡ

DXバンノドライバー

¥2,500 マジンガーZ～鉄（くろがね）仕上げ～

¥4,000 冥王ハーデス～ORIGINAL COLOR EDITION～

聖闘士聖衣神話APPENDIX

DXファイズドライバー

¥4,000 マジンカイザー

¥3,500

DXブレイクガンナー（ドライブサーガｖｅｒ．）＆ライノスーパーバイラルコア

¥2,000 マジンカイザー 超合金ZカラーVer.

¥4,000 黄金聖衣箱 Vol.1

DXロストドライバー

¥3,000 マジンカイザーSKL

¥3,000

¥5,000

¥11,000 宇宙の騎士テッカマンブレードwithペガス

バンダイ超合金シリーズ

¥7,000 GD-57 メカゴジラ2004

聖闘士聖衣神話EX

¥5,500

超合体SFロボット 藤子・F・不二雄キャラクターズ

¥5,000
¥10,000

超合金魂

SUPER BEST DXダブルドライバー

¥3,000 マジンカイザーSKL ファイナル・カウントVer.

¥4,000 アクエリアスカミュ

¥7,000

SUPER BEST DXディケイドライバー

¥2,800 真ゲッター1 OVA版

¥2,500 アクエリアスカミュ（神聖衣）

¥5,000 GX-01 マジンガーZ

SUPER BEST DXデンオウベルト

¥5,000 真マジンガーZ

¥5,000 アリエスシオン 聖戦Ver.

¥2,000 GX-01B ブラックマジンガーZ

¥2,000

¥3,000 アリエスムウ

¥4,000

¥9,000

¥5,000 アリエスムウ（神聖衣）

¥6,000 GX-03 コン・バトラーV

GUNDAM FIX FIGURATION

大獣神

#0010 ガンダムGP-04G ガーベラ

¥3,000 勇者王ガオガイガー 金色の破壊神Ver.

#0018 RX-78NT-1アレックス

¥2,300

#0022 ZZガンダム

¥2,000 巨蟹宮の死闘 キャンサーデスマスク

#0032 ジム・スナイパーカスタム

¥4,500

G.F.F METAL COMPOSITE

D.D.PANORAMATION

アリエスムウ～ORIGINAL COLOR EDITION～

¥2,500 アンドロメダ瞬（新生青銅聖衣）

聖闘士聖衣神話

GX-01R（40th Anniv.） マジンガーZ（超合金40周年記念Ver.）

¥3,000 GX-06 ゲッターロボ

¥6,000
¥14,000

¥5,000 GX-20 ゲッターポセイドン
¥5,000 GX-23 無敵超人ザンボット3

¥6,000
¥10,000

¥3,000 カプリコーンシュラ（神聖衣）

¥5,500 GX-28 戦闘メカ ザブングル

RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ

¥5,000 アンドロメダ瞬（最終青銅聖衣）

¥4,000 カプリコーンシュラ（冥衣）

¥4,500 GX-31 ボルテスV

¥16,000

RX-78-2 ガンダム THE ORIGIN [Re：PACKAGE]

¥5,000 アンドロメダ瞬(神聖衣)

¥7,500 キグナス氷河（新生青銅聖衣）

¥4,000 オーディーン星矢

¥4,000 キャンサーデスマスク

¥4,500 GX-36 伝説巨神イデオン
¥7,000 GX-41S 勇者ライディーン DXフェードインセット

¥12,000

キャスバル専用ガンダム
バンシィ・ノルン(覚醒仕様）

¥8,000 カメレオンジュネ

¥8,000 キャンサーデスマスク（神聖衣）

¥2,500 GX-45 マジンガーZ ニューモデル

¥5,000

ユニコーンガンダム

¥6,500 ガルーダアイアコス（初版）

¥2,500 サジタリアスアイオロス

¥6,500 GX-54 飛影＆黒獅子

¥7,000

ユニコーンガンダム（覚醒仕様）

¥6,000 キグナス氷河（神聖衣）

¥4,000 サジタリアスアイオロス（神聖衣）

ユニコーンガンダム(最終決戦仕様)

¥7,000

¥4,500

ユニコーンガンダム3号機フェネクス

極魂
魔導馬 轟天

グッドスマイルカンパニー
GSA ニューアーハン（楽園追放）

COMPOSITE Ver.Ka
蜃気楼

アクエリアスカミュ（初版）

カプリコーンシュラ

¥3,500

キグナス氷河(神聖衣)～ORIGINAL COLOR EDITION～

¥10,000 グリフォンミーノス（初版）
サジタリアス星矢
¥4,000 ジェミニサガ＆教皇アーレス（初版）
スカイクロス翔
¥6,000 タウラスアルデバラン（初版）
ドラゴン紫龍（最終青銅聖衣）
¥6,000 ドラゴン紫龍（神聖衣）
バルゴシャカ（初版）

サジタリアスアイオロス～ORIGINAL COLOR EDITION～

¥13,000 GX-57 宇宙戦艦ヤマト 通常版
¥3,500 GX-58 地球防衛軍旗艦アンドロメダ

¥3,500

¥12,000

¥12,000
¥25,000

¥3,000 シードラゴンカノン

¥5,000 GX-59 ダルタニアス

¥6,500

¥4,000 ジェミニカノン

¥8,000 GX-62 惑星ロボ ダンガードA

¥8,000

¥3,000 ジェミニサガ（冥衣）

¥5,000 GX-68 勇者王ガオガイガー

¥8,000

¥11,000

ジェミニサガ～LEGEND of SANCTUARY EDITION～

D-Arts

¥8,000

¥3,000 スコーピオンミロ

¥7,500 オメガモン

¥4,000

¥3,500

スコーピオンミロ～ORIGINAL COLOR EDITION～

¥5,000

DX超合金

¥5,000 セイレーンソレント

¥5,000

RVF-25メサイアバルキリー ルカ機 リニューアルVer.

¥9,000

¥3,000 タウラスアルデバラン

¥6,500

Sv-262Hs ドラケンIII（キース・エアロ・ウィンダミア機）

¥11,000

DX超合金 YF-30 クロノス

METAL BUILD デスティニーガンダム（ハイネ機） METAL BUILD デスティニーガンダム（フルパッケージ） METAL BUILD ガンダムエクシア＆エクシアリペアIII

18,000円買取

15,000円買取

DX超合金

ポピニカ魂

¥3,000

¥8,000 アルトロンガンダム

¥2,500 ズワァース(ミュージィ機)

¥5,000

アレクサンダ（アキト機）
¥2,000 アレクサンダType-02（リョウ機＆ユキヤ機）

¥2,500 セラヴィーガンダム

¥2,000

¥4,500 炎刃騎士 ゼン

¥4,000 セラヴィーガンダムGNHW/3G（セムセット）

¥3,500

¥4,500 黄金騎士 ガロ・翔

¥2,000

¥6,500 ダン・オブ・サーズデイ

¥3,800

¥5,500 ダンバイン

¥3,000

¥13,000 宇宙戦艦ヤマト

VF-171EXナイトメアプラスEX（マルヤマ機）アーマードパーツセット

¥16,000

VF-25A メサイアバルキリー（一般機）用スーパーパーツ

魔戒可動

イングラム2号機(98式特型指揮車＆ペイントガン付き限定版)

VF-25F（早乙女アルト機）用アーマードパーツ（リニューアルVer.）

¥18,000 幻影騎士 クロウ

¥3,000 イングラム2号機(通常版)

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.

¥11,000 光覚獣身ガロ

VF-25Fメサイアバルキリー（アルト機）リニューアルVer.用トルネードパーツ
VF-25Gメサイアバルキリー ミハエル機 リニューアルVer.用トルネードパーツ

VF-25S メサイアバルキリー オズマ機 リニューアルVer.

10,000円買取
¥4,000 ズワァース

VF-171EX ナイトメアプラスEX(早乙女アルト機)

VF-171ナイトメアプラス（一般機）用アーマードパーツ

18,000円買取
アモン・デュール"スタック"

¥4,000 ヴァイエイト＆メリクリウス

¥3,000 ダンバイン(トッド機＆トカマク機)

¥4,000

¥5,000 閃光騎士 ロード

¥3,500 ヴィルキス

¥4,000 ディジェ

¥7,000

¥3,500 鷹麟 ガロ

¥3,100 ヴィルキス最終決戦仕様

¥5,000 テオドーラ《ミカエル・モード》

¥4,000

¥6,500 ウイングガンダム

¥2,000 デスティニーガンダム

¥2,500

¥11,000 白夜騎士 ダン

VF-27γルシファーバルキリー ブレラ・スターン機

¥6,000 風雲騎士 バド

¥3,000 ウイングガンダムゼロ EW版

¥3,000

VF-31F ジークフリード（メッサー・イーレフェルト機）

¥9,000 魔導馬ギンガ

¥4,000 ウイングガンダムゼロ TV版

¥2,000 トールギスⅢ

YF-29 デュランダルバルキリー（イサム機）

¥8,000 雷鳴騎士 バロン

¥2,000 エヴァンゲリオン初号機

YF-29デュランダルバルキリー 早乙女アルト機

¥12,000

メガハウス

エヴァンゲリオン参号機

YF-30 クロノス

¥18,000 リミテッドモデルアクション オージ

¥5,000 エヴァンゲリオン弐号機

創聖合体アクエリオン

METAL BUILD

¥7,000

トランスフォーマー

エヴァンゲリオン弐号機 ザ・ビースト

ガンダムF91

¥11,000 エクストリームガンダム オプションセット

ド・ダイ YS ＆ グフ オプションセット ver. A.N.I.M.E.

¥2,500
¥2,500

¥4,500 ドラムロ

¥4,000

¥5,000 ドラムロ（トッド機）

¥6,000

¥3,000 ニルヴァーシュ type ZERO spec2

¥3,000

¥2,000 パーフェクトストライクガンダム

¥2,000

¥4,000 バイアラン・カスタム

¥4,000

AD-02 クラシックオプティマスプライム（MOVIE ADVANCED）

¥2,000

ガンダムアヴァランチエクシア（ウェポンプラスパック）

¥21,000

¥2,500 バッシュ（EX13 Ver.）

¥3,000

AD-05 ダイノボットスコーン（MOVIE ADVANCED）

¥2,500

ガンダムアストレイ ブルーフレーム（フル・ウェポン装備）

¥10,000 エルガイム

¥4,000 バンシィ・ノルン（デストロイモード）

¥2,000

AD-06 クロスヘアーズ（MOVIE ADVANCED）

¥2,500

ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ -天空の宣言-

¥21,000 エルガイム（最終決戦仕様）

¥2,500 バンシィ・ノルン（最終決戦Ver.）

¥2,000

AD-21 ハウンド（MOVIE ADVANCED）

¥2,500 ガンダムエクシア＆エクシアリペアIII

¥10,000 エルガイムMk-II

¥3,000 ビアレス

¥5,000

エクストリームガンダム（type-イクス) Special ver.

EX ブラックナイトスコーン（MOVIE ADVANCED）

¥3,000 デスティニーガンダム 光の翼オプションセット

¥2,000 ビランビー

¥5,500

G-26 オプティマスエクスプライム（トランスフォーマーGo！）

¥2,000 デスティニーガンダム（ハイネ機）

¥15,000 ガンダム ハードポイント追加仕様

¥4,500 ガウェイン

¥2,300 ビルバイン

¥2,000

LG-17 ブラックウィドー（トランスフォーマーレジェンズ）

¥3,000 デスティニーガンダム（フルパッケージ）

¥18,000 ガンダムMk-II（ティターンズ仕様）

¥3,000 ビルバイン（迷彩塗装Ver.）

¥3,000

LG-23 ガルバトロン（トランスフォーマーレジェンズ）

¥3,000

¥3,000 ファフナー・マークザイン

¥5,000

METAL ROBOT魂

LG-26 スカージ（トランスフォーマーレジェンズ）

¥2,500 Ex-Sガンダム

MP-12 ランボル（MASTERPIECE）

¥4,000

ガンダムアヴァランチエクシア
¥7,000 ガンダムアストレア タイプF

やまと

ガンダムサンドロック改

MP-22 ウルトラマグナス（MASTERPIECE）

¥8,000

¥4,000 1/48 VF-1S 一条輝機

¥6,000 ガンダムヘビーアームズ改

¥4,000 フルアーマーZZガンダム

¥4,000

TG-08 キックバック（GENERATIONS）

¥2,500 1/48 VF-1用スーパー＆ストライクパーツセット

¥4,500

¥7,500 フルアーマーガンダムMk-II

¥5,500

UW-01 スペリオン（トランスフォーマーユナイトウォリアーズ）

¥4,000 1/60 YF-19

¥8,500 キュベレイ

¥2,500 ブレイヴ指揮官用試験機

¥2,500

UW-04 デバスター（トランスフォーマーユナイトウォリアーズ）

¥8,000

UW-07 ブルーティカス（ユナイトウォリアーズ）

¥5,000 デルフィング第三形態

ネメシスプライム/トランスフォーマー博 開催記念特別仕様（MOVIE ADVANCED）

¥4,000 継衛

RIOBOT

HI-METAL R

リボルテックヤマグチ

VF-1J アーマードバルキリー

¥7,000

VF-1A バルキリー (標準量産機)

¥5,000 NO.136 エヴァンゲリオン第13号機

VF-1J バルキリー(一条輝機)

¥4,000

VF-1S ストライクバルキリー（ロイ・フォッカー・スペシャル）

¥7,000 G-3 ガンダム ver. A.N.I.M.E.

VF-1S ストライクバルキリー（一条輝機）

¥8,000 G-セルフ（リフレクターパック）

グラージ

¥6,000 Gディフェンサー

VF HI-METAL

No.100 Evangelion Evolution エヴァンゲリオン初号機

ROBOT魂

Gファルコン

ガンタンク ＆ ホワイトベースデッキ ver. A.N.I.M.E.

クシャトリヤ

¥4,500

¥2,000
¥10,000

RA-13 ジェットファイヤー（トランスフォーマーリベンジ）

1/24 機動警察パトレイバー 劇場版 AV-98 1号機

¥18,000 ガンダムデスサイズ

¥4,500 ファルゲン
¥3,000 フォウ
フルアーマー・ユニコーンガンダム（ユニコーンモード）

¥3,000

¥2,000 プロヴィデンスガンダム

¥5,000

¥6,000 グフ試作実験機 ver. A.N.I.M.E.

¥5,500 プロトタイプガンダム

¥2,000

¥4,000 グライア

¥2,500 ペーネロペー マーキングプラス Ver.

クレオパトラ《アリエル・モード》
¥2,000 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス
¥3,000 クロスボーン・ガンダムX3

¥13,000

¥3,500 ボゾン

¥2,000

¥2,800 ボチューン（ナの国仕様）

¥4,000

¥3,500 マスターガンダム（明鏡止水Ver.）

¥3,000

¥2,000 ユニオンフラッグカスタムII GNフラッグ

¥2,000

¥5,000 ケルディムガンダムサーガ

¥3,000

ユニコーンガンダム (デストロイモード) フルアクションVer.

¥2,300

¥2,800 コダールi(ヴェノム)

¥5,000

ユニコーンガンダム＆バンシィ・ノルン ファイナルシューティングVer.

¥4,000

¥2,000 ザク・デザートタイプ ver. A.N.I.M.E.

¥6,000 ユニコーンガンダム(シールドファンネル装備)

¥2,500

¥2,500 サザビー

¥2,500 ランスロットアルビオン

¥3,500

クロスボーンガンダムX-2改

VF-19改 ファイヤーバルキリー

¥3,500 Hi-νガンダム

¥3,000 シェンロンガンダム

¥4,000 リーオー(青)

¥2,500

VF-1Aバルキリー 柿崎速雄機

¥6,500 V2アサルトバスターガンダム

¥4,500 シナンジュ（Animation Edit.）

¥2,500 リック・ディアス（初期生産型）

¥3,500

VF-1S ストライクバルキリー (ロイ・フォッカー機)

¥6,500 Zy-99M シャドウ（輸出仕様）

¥3,000

ボトムズ

¥3,000 シャア専用リック･ドム ver. A.N.I.M.E.

¥4,000 レーバテイン用ブースターXL-3 最終決戦セット

Zガンダム

¥2,800 シルヴァ・バレト

¥3,000 レプラカーン (ハイパー化Ver.)

¥3,000

Ξガンダム-ミサイルポッド装備（マーキングプラスVer.）

¥9,000 ジンクスIV 指揮官機

¥2,000 紅蓮聖天八極式

¥5,000
¥4,000

タカラトミー）AG-V11 スコープドッグターボカスタム レッドショルダー

¥2,000

タカラトミー）MAP-03 バニラ with レッドショルダーカスタムパーツ

¥6,000 アーバレスト ラムダ・ドライバ

¥3,000 ストライクフリーダムガンダム

¥2,000 新星龍神丸

マックスファクトリー）35MAX AT-COLLECTION SERIES 03 スコープドッグターボカスタム

¥5,000 アシュラ・テンプル

¥4,000 ストライクルージュ (天空のキラVer.)

¥3,000 白炎

¥2,000

¥3,000 ストライクルージュ I.W.S.P.

¥3,500 龍王丸

¥2,000

やまと)1/12 スコープドッグ ターボカスタム ザ・ラストレッドショルダーセット

¥14,000 アドヴァンスドジンクス

