
通販OK
！

2/24　フィギュア王　  1c1p   284*210

トランスフォーマー中古品 箱無し大歓迎！

入荷

入荷 入荷 入荷

入荷 入荷 新入荷

●旧トランスフォーマー
・ヘッドマスター＆ターゲットマスター
            ……………………各25,000円買取
・アートファイヤー…………210,000円買取
・ミネルバ………………………200,000円買取
・ランダー………………………60,000円買取
・ブラックザラック………………240,000円買取
・ビクトリーセイバー…………140,000円買取
・ロードシーザー………………90,000円買取
・グランドマキシマス………290,000円買取
・ダークウイングス…………90,000円買取
・ギャラクシーシャトル…………130,000円買取
・ライオカイザー………………190,000円買取
・ダイノキング…………………210,000円買取
・ブラックシャドー………………130,000円買取
・ブルーバッカス………………125,000円買取
・ビックパワード………………170,000円買取
・ダイアトラス…………………120,000円買取
・ソニックボンバー……………110,000円買取
・ロードファイヤー……………100,000円買取
・グランダス……………………150,000円買取

戦隊ロボ買います！

プレイアーツ改 高価買取中！高価買取中！高価買取中！高価買取中！

REALxHEADソフビ買取！

今月の買取強化品！今月の買取強化品！

ダイナマイトアクション 魂ウェブ商店新入荷！！

・SHF　真骨頂
  ディケイド

・マジンカイザーSKL
  ファイナルver

・コラソン＆ロー

・大巨神

・SHF オーガ ・SICハカイダー ・ゴジラ2014咆哮 Ver

・名将　
鉄砲足軽サンドトルーパー

・ROBOT魂
  ストライクルージュ
　（天空のキラ）

・ZERO
スーパーサイヤ人３
ゴテンクス

・ROBOT魂
テオドーラ（ミカエル）・SHFガロ（流牙）

・ヴァリアブルアクション
　チョッパー

・ハンコックVerBB
・HI-METAL
　リガード

・SHF
  キン肉マン

・T-800守護神

・ウルトロン

・FXライトセーバー3種
　ルーク・ヨーダ・ベイダー・ヴィジョン ・カイロレン

・ヘルへイムの果実

・DXバンノドライバー

・ハイパーゼクター ・ガタックゼクター

・SHF
  キン肉マンソルジャー

バンダイ新商品

HOTTOYS スター・ウォーズ プレミアムバンダイ

メガハウスPOP

●MP(マスターピース)
・MP-4コンボイ完全版………35,000円買取
・MP-5メガトロン……………12,000円買取
・MPMスタースクリーム……25,000円買取
・MPMバンブルビー…………18,000円買取
・MP-10ブラックコンボイ……18,000円買取
・サウンドウェーブ……………15,000円買取

●MP(マスターピース)
・MP-4コンボイ完全版………35,000円買取
・MP-5メガトロン……………12,000円買取
・MPMスタースクリーム……25,000円買取
・MPMバンブルビー…………18,000円買取
・MP-10ブラックコンボイ……18,000円買取
・サウンドウェーブ……………15,000円買取

●超合金魂
・DX超合金魂マジンガーZ
　（ジェットスクランダー付き）………80,000円買取！
●BRAVE合金
・メカブトン……………………20,000円買取！
・レギオス………………………25,000円買取！
・三冠王…………………………12,000円買取！
・逆転王…………………………10,000円買取！
・ゴーショーグン…………………20,000円買取！
・バルディオス…………………15,000円買取！
●バンダイ
・ジャンボマシンダーNEOマジンガーZ…40,000円買取！

○スターウォーズ
・ダースベイダー……………18,000円買取
・ボバフェット………………13,000円買取
・ストームトルーパー………10,000円買取
・ダースモール………………9,000円買取
○バットマン
・ハーレークイン(シティ)………12,000円買取
・デスストローク……………13,000円買取
・バットマン(ナイト限定)…12,000円買取
・バットマン(メタル)………12,000円買取
○ファイナルファンタジー
・ヴィンセント………………20,000円買取
・クラウド ストライフ………12,000円買取
・ユウナ……………………12,000円買取
・シヴァ……………………15,000円買取
・オーディン………………18,000円買取
・ライトニング(XⅢ)………12,000円買取

昔のソフビ人形昔のソフビ人形

●店頭用 ●ジャンボマシンダー（ロボット工場）まずはお問合せ下さい！
☎06-6641-7776

・イデオン（店頭用）…………………250万円買取！
・ダイアポロン（店頭用）……………150万円買取！
・マジンガーZ（店頭用）……………300万円買取！
・グレートマジンガー（店頭用）……400万円買取！

・レオパルドン……………………150万円買取！
・ダイデンジン…………………140万円買取！
・ゴーディアン……………………80万円買取！
・ゴッドシグマ……………………120万円買取！

○REALxHEAD
・ドクロックスマン(白)……………15万円買取！
・ドクロックスマン(金)……………10万円買取！
・ドラゴン菩薩(黒未塗装)……………8万円買取！
・フォーチュンキャット………各5,000円買取！
その他 パンクドランカーズやゴッコ堂も
高価買取中！
○パンクドランカーズ
・あいつ&そいつ ……………各30,000円買取！
○ゴッコ堂
・クサイクソプス(塗装版・青) …35,000円買取！
その他アストロウンコツ・ベアオスマン・気合田くん
・気合津くん・カオス君…は高価買取！

○REALxHEAD
・ドクロックスマン(白)……………15万円買取！
・ドクロックスマン(金)……………10万円買取！
・ドラゴン菩薩(黒未塗装)……………8万円買取！
・フォーチュンキャット………各5,000円買取！
その他 パンクドランカーズやゴッコ堂も
高価買取中！
○パンクドランカーズ
・あいつ&そいつ ……………各30,000円買取！
○ゴッコ堂
・クサイクソプス(塗装版・青) …35,000円買取！
その他アストロウンコツ・ベアオスマン・気合田くん
・気合津くん・カオス君…は高価買取！

・超電子DXセット…………280,000円買取
・DXクロスインボックス…………50,000円買取
・DX電子合体バイオロボ……70,000円買取
・DXフラッシュインボックス…80,000円買取
・DXフラッシュタイタン………60,000円買取
・ジェット・イカロス……………30,000円買取
・DXグレートファイブ………100,000円買取
・DXテトラボーイ……………40,000円買取
・DX大獣神……………………30,000円買取
・6大守護超合神セット………70,000円買取
・DX大連王……………………25,000円買取
・ライブコンビネーション5……180,000円買取

●ビクトラー（ジャッカー電撃隊）
・スカイエース…………100,000円買取
・スペードマシン…………70,000円買取
・マッハダイヤ……………30,000円買取
・ハートバギー……………10,000円買取
・オートクローバー………40,000円買取
・ジャックタンク…………60,000円買取
・ジャッカー指令本部……100,000円買取

●ビクトラー（ジャッカー電撃隊）
・スカイエース…………100,000円買取
・スペードマシン…………70,000円買取
・マッハダイヤ……………30,000円買取
・ハートバギー……………10,000円買取
・オートクローバー………40,000円買取
・ジャックタンク…………60,000円買取
・ジャッカー指令本部……100,000円買取

・気伝獣大合体セット…………45,000円買取
・DX無敵将軍…………………30,000円買取
・DX隠大将軍…………………20,000円買取
・DX天雷旋風神(トイザラス)…20,000円買取
・DX旋風神………………………7,000円買取

・気伝獣大合体セット…………45,000円買取
・DX無敵将軍…………………30,000円買取
・DX隠大将軍…………………20,000円買取
・DX天雷旋風神(トイザラス)…20,000円買取
・DX旋風神………………………7,000円買取

買います！買います！買います！
旧バンダイ旧バンダイ マスダヤ 旧バンダイ

50万円買
取

50万円
買取

・ライダーマン
 スタンダードソフビ

・イナズマン
 ミサイルサイズ

120万円
買取

・トーキング
  ポセイドン

・グリーンマン 
   スタンダードソフビ
・グリーンマン 
   スタンダードソフビ

ブルマァク ヨネザワ

120万円
買取

・ビッグマッハバロン ・ビッグレッドバロン

40万円買
取

・マジンガーZ
（キングサイズ）

12万円買
取

100万円
買取

マクロスDX超合金マクロスDX超合金 買取中！買取中！買取中！

その他…
○クローバー 
・ガンダム店頭用ソフビ…………………150万円買取！
・ダイカスト 合体ガンダムセット……………8万円買取！
・ダイカスト ホワイトベース………………20万円買取！
・ガンダムのコアファイターの入ったソフビBOXセット…20万円買取！

○マクロスDX超合金
・VF-25Gミハエル機リニューアル……………25,000円買取！
・VF-25Sオズマ機リニューアル………………15,000円買取！
・VF-25Sアーマードオズマ機…………………12,000円買取！
・VF-19ADVANCE……………………………20,000円買取！
・VF-27Bルシファーニューヘッド……………12,000円買取！
・RVF-171EXナイトメアプラスEXルカ機……12,000円買取！
・YF-29デュランダル オズマ機…………………18,000円買取！
・YF-30クロノス…………………………………15,000円買取！
○ハイメタル
・VF-1S一条機……………………………………7,000円買取！
・VF-1A柿崎機…………………………………10,000円買取！
・VF-1Jマックス機………………………………10,000円買取！

●その他
◉千値練WF限定品
・アイアンパトリオット…………18,000円買取！
・キャシャーンBLACK………8,000円買取！
・ブラックダイノゲッター1………12,000円買取！
・アイアンマン メタリックVer…10,000円買取！

●エンターベイ
・ドラゴンへの道…………………30,000円買取！
・燃えよドラゴン…………………40,000円買取！
・1/4ジョーカー…………………75,000円買取！
・1/4 T-800……………………45,000円買取！
・レオン……………………………35,000円買取！

○メタルギアソリッド
・クワイエット………………37,000円買取
・ソリッドスネーク…………15,000円買取
・サイボーグ忍者……………15,000円買取
・サイボーグ忍者(レッド)…30,000円買取
・ソリダス スネーク………13,000円買取
・ヴェノム スネーク…………12,000円買取
○デビルメイクライ4
・ダンテ………………………18,000円買取
・ネロ…………………………15,000円買取
○アサシンクリードⅡ
・エツィオ……………………12,000円買取
○キングダムハーツ2
・ソラ ファイナルフォーム…15,000円買取
○カーボーイビバップ
・スパイク……………………8,000円買取

●HOTTOYS
・ダースベイダー………………38,000円買取！
・ハンソロ……………………25,000円買取！
・チューバッカ………………25,000円買取！
・ルーク………………………25,000円買取！
・ルーク（ベスピン版）………40,000円買取！
・オビワン……………………28,000円買取！
・ウインターソルジャー………20,000円買取！
・ブレイド……………………40,000円買取！
・1/4エンドスカル……………50,000円買取！
・ブルースリー(燃えよ…)………20,000円買取！

●ギャラクシーフォース
・ギャラクシーコンボイ…12,000円買取
・マスターガルバトロン…15,000円買取
・ソニックコンボイ………25,000円買取
・プライマス………………20,000円買取
・サウンドウェーブ…………7,000円買取
・スタースクリーム…………4,000円買取
●ジェネレーションズ
・メトロプレックス………25,000円買取
・オプティマスプライム……6,000円買取
・ライノックス………………5,000円買取
・サンドストーム……………4,000円買取

●勇者ロボ
・スーパーガーディオン………10,000円買取
・ドライアス……………………12,000円買取
・ペガサスセイバー……………18,000円買取
・ランドバイソン………………13,000円買取
・セブンチェンジャー…………12,000円買取
・マイトガンナー…………………5,000円買取
・トライボンバー………………10,000円買取
・ガードダイバー………………13,000円買取
・轟龍………………………25,000円買取

・ファイヤージェイデッカー……20,000円買取
・スーパービルドタイガー……15,000円買取
・グレートゴルドラン
（超勇者復古列伝）……………45,000円買取
・グレートゴルドラン…………25,000円買取
・ゴッドシルバリオン……………8,000円買取
・スーパーファイヤーダグオン…20,000円買取
・スーパーライナーダグオン……8,000円買取
・サンダーダグオン……………10,000円買取

●エルドラン
・ゴッドライジンオー……15,000円買取
・グレートガンバルガー…25,000円買取
・キングゴウザウラー……50,000円買取
・グランザウラー…………20,000円買取
・ゴウザウラー……………10,000円買取

勇者ロボ系＆エルドラン強化買取中！！

・SHF
  キャプテンファズマ

仮面ライダー変身ベルト
……

・ロストドライバー…………22,000円買取

●コンプリートセレクション
・カブトゼクター……………20,000円買取
・ロストドライバー…………22,000円買取
・アークル………………100,000円買取

●555
・DXカイザドライバー……………25,000円買取
・DXデルタドライバー……………15,000円買取
●その他…キングラウザー、デンガッシャー、
　ライドブッカー、オーメダル各種も買取中！
●その他…キングラウザー、デンガッシャー、
　ライドブッカー、オーメダル各種も買取中！
●その他…キングラウザー、デンガッシャー、
　ライドブッカー、オーメダル各種も買取中！
●その他…キングラウザー、デンガッシャー、
　ライドブッカー、オーメダル各種も買取中！

高く買います！高く買います！

○HS
・キングゴリラ獣(新色)……………25万円買取！
・メカゴリラ獣………………10～20万円買取！
・ITAMU(銀)………………………30万円買取！
・ITAMU(金)………………………25万円買取！
・ITAMU(マーブル)………………30万円買取！

○HS
・キングゴリラ獣(新色)……………25万円買取！
・メカゴリラ獣………………10～20万円買取！
・ITAMU(銀)………………………40万円買取！
・ITAMU(金)………………………20万円買取！
・ITAMU(マーブル)………………30万円買取！

トランスフォ
ーマー新入荷

！
トランスフォ

ーマー新入荷
！

・LG19
スプラン

グ

・TAV
37メガ

トロナス

・MP2
8ホット

ロディマ
ス

・MP2
9レーザ

ーウェー
ブ

・LG19
スプラン

グ

・TAV
37メガ

トロナス

・MP2
8ホット

ロディマ
ス

・MP2
9レーザ

ーウェー
ブ


