
上記の買取金額は「完品」の上限買取金額になります。キズや不備、在庫状況、相場の急激な変化などで買取金額は変動します。

¥17,000 ¥7,200
¥25,000 ¥5,000

DX超合金 YF-29 デュランダルバルキリー(早乙女アルト機)初期不良対応パーツ付

¥16,000 ¥16,000DX超合金 VF-19ADVANCE 「劇場版 マクロスF 

DX超合金 VF-25S メサイアバルキリー(オズマ・リー機) リニューアル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. 

DX超合金 VF-25G メサイアバルキリー ミハエル・ブラン機 リニューアルVer. 

DX超合金 YF-30 クロノス 「マクロス30 銀河を繋ぐ歌声」 Hi-METAL R VF-1D バルキリー 「超時空要塞マクロス」

Hi-METAL R ウォーカーギャリア 「戦闘メカ ザブングル」

¥19,000 ¥7,800
¥13,000 ¥13,000

¥20,000 ¥11,000
¥15,000 ¥13,000
¥16,000 ¥12,000

Hi-METAL R VF-1Sストライクバルキリー(一条輝機) 「 愛・おぼえていますか」

DX超合金魂 マジンガーZ対応 ジェットスクランダーセット 「マジンガーZ」

Hi-METAL R VF-4 ライトニングIII 「超時空要塞マクロス Flash Back 2012」

Hi-METAL R リガードミサイルタイプセット 「超時空要塞マクロス」 魂ウェブ商店限定

Hi-METAL R HWR-00-MKII デストロイド・モンスター 「超時空要塞マクロス」

Hi-METAL R VF-1J アーマードバルキリー 「超時空要塞マクロス」

¥26,000 ¥13,000
¥6,500 ¥16,000
¥6,000 ¥31,000

¥15,000 ¥24,000
¥17,000 ¥32,000
¥18,000 ¥46,000

千値練 RIOBOT マジンカイザー 「マジンカイザー」

千値練 RIOBOT サヘラントロプス 「メタルギアソリッドV ファントムペイン-」00

千値練 RIOBOT VR-052F モスピーダスティック  1/12 アクションフィギュア

DX超合金魂 マジンガーZ 「マジンガーZ」
DX超合金魂 (初回)グレートマジンガー 「グレートマジンガー」

DX超合金魂 コンバトラーV 「超電磁ロボ コンバトラーV」

¥13,000 ¥15,000
¥14,000 ¥14,000
¥16,000 ¥17,000

¥12,000 ¥14,000
¥14,500 ¥13,000
¥18,000 ¥11,000

千値練 アイアン・スパイダー 「スパイダーマン」 RE：EDIT 1/6 アクションフィギュア

千値練 METAMOR-FORCE 龍王丸 「魔神英雄伝ワタル」

千値練 METAMOR-FORCE ブラックサレナ 「The prince of darkness」

千値練 RIOBOT 04 グレンラガン 「劇場版 天元突破 グレンラガン」

千値練 RIOBOT グレンダイザー 「UFOロボ グレンダイザー」

千値練 RIOBOT ブラックゲッター 「-宇宙最後の3分間-」

¥20,000 ¥12,000
¥18,000 ¥17,000
¥18,000 ¥20,000

¥13,000 ¥14,000
¥21,000 ¥15,000
¥13,000 ¥17,000

DX超合金 DX超合金 VF-1J バルキリー(一条輝機) 初回限定版

DX超合金 GD-99 創聖合体アクエリオン リニューアルパッケージ版

DX超合金 GE-01強攻型アクエリオン 
千値練 #05 HULKBUSTER 「アイアンマン」 RE：EDIT IRON MAN

千値練 #09 NEW CENTURY IRON MAN  RE：EDITユニオンクリエイティブ＆ワンフェス2017

千値練 #13 HOUSE OF M HOWARD ARMOR  RE：EDIT 東京コミコン2017限定

¥18,000 ¥17,000
¥16,000 ¥15,000
¥14,000 ¥17,000

超合金魂 GX-31 ボルテスV 「超電磁マシーン ボルテスV」

超合金魂 GX-34R ガンバスター バスター合金カラーVer. 

DX超合金 YF-29 デュランダルバルキリー(30周年記念カラー)

DX超合金 DX超合金 YF-19 フルセットパック 

4573102567222

RIOBOT グレンダイザー＆スペイザー
METAMOR-FORCE 影輝鋼衣龍王丸 月刊ホ
ビージャパン誌上通販＆ホビージャパン

オンラインショップ限定

超合金魂 GX-68
勇者王ガオガイガー

HI-METAL R ソルティックH8RF
ラウンドフェイサーコーチマSpl. 魂ウェブ

12,000 13,000 30,000 12,000

1 2 3 4

4573102558015 4573102554956 4573102557995

5

4571335880354

6 7 8

4981932512839 4543112910233 0

DX超合金 VF-1A バルキリー
(ジーナス機)「超時空要塞マクロス」

DX超合金 VF-31S ジークフリード(アラド機)用
アーマードパーツセット「劇場版 激情のワルキューレ」

超合金魂 GX-88
機甲艦隊ダイラガーXV

超合金魂 GX-73SP
グレートマジンガー

D.C. アニメカラーVer. 限定

19,000 7,000
超合金魂 GX-04S 宇宙の王者セットUFOロボ グレンダイザー

超合金魂 GX-13 超獣機神ダンクーガ リアルカラーVer.

DX超合金 YF-29 デュランダルバルキリー(早乙女アルト機)初期不良対応パーツ付

DX超合金 YF-29 デュランダルバルキリー(オズマ機) 

¥19,000 ¥17,000
ｼﾘｰｽﾞ/ﾒｰｶｰ　　　　　商品名 買取金額 ｼﾘｰｽﾞ/ﾒｰｶｰ　　　　　商品名 買取金額

22,000 22,000

超合金魂 GX-36 伝説巨神イデオン
超合金魂 GX-40 六神合体ゴッドマーズ 
超合金魂 GX-43 闘将ダイモス 「闘将ダイモス」

超合金魂 超合金魂 GX-44 鉄人28号 「太陽の使者 鉄人28号」

超合金魂 GX-46 ダイゼンガー＆アウセンザイター

超合金魂 GX-49G 真マジンガーZ ゴールドVer.

超合金魂 GX-53 無敵鋼人ダイターン3
超合金魂 GX-59 ダルタニアス 「未来ロボ ダルタニアス」

超合金魂 GX-60 ゴッドシグマ 「宇宙大帝ゴッドシグマ」

超合金魂 GX-65 ダイターン3 リニューアルカラー

超合金魂 GX-40R 六神合体ゴッドマーズ 
超合金魂 GX-87 ゲッターエンペラー
超合金魂 F.A. GX-82 ダイターン3 
超合金魂 F.A. GX-84 ザンボット3 
DX超合金 VF-31Aカイロス(一般機) 「マクロスΔ」 魂ウェブ商店限定

DX超合金 DXVF-31J改 ジークフリード (ハヤテ機) 魂ネイション2017開催記念

DX超合金 VF-31C ジークフリード(ミラージュ・ファリーナ・ジーナス機) 

DX超合金 VF-31Fジークフリード(メッサー・イーレフェルト機)

DX超合金 RVF-171EXナイトメアプラスEX(ルカ・アンジェローニ機)魂ウェブ

DX超合金 VB-6 ケーニッヒ・モンスター 「マクロスF」


