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今月の強化買取！商品はコチラ!!今月の強化買取！商品はコチラ!!レア物レア物

ホットトイズ高価買取店！高価買取店！

（中古品大歓迎）！

（特にアイアンマン高価買取中！）

DXグランドジオウ
ライドウォッチ
7,000円買取！

FigmaタカラトミーHOTTOYS

バンダイ新商品！ プレミアムバンダイ 魂ウェブ商店

・スパイダー
　パンクスーツ版

・キルモンガー

・SHF
ウルトラマンギンガ

・真骨彫クウガ
　（ディケイドver）

・聖闘士聖衣神話EX
　戦神アレス

・真骨彫
　ディエンド

・ウルトラレプリカ
　コスモブラック

・UA  Monster
　キングダーク

・SHF
　ホークアイ ・SHF

　ピッコロ大魔王

・SHF
　黄金騎士ガロ

・SHFハルク
（エンドゲーム）

・SHF
　ゲムデウスクロノス

・ROBOT魂
　スーパーガンダム

・SHF
　ジオウ��

・METALROBOT魂
　Hi-v ガンダム

・ROBOT魂
　バストール

・METALROBOT魂
　アカツキガンダム（オオワシ）

・グリッドナイト&
グリッドマン
（initialfighter）

・Gフレーム
　強化型ZZガンダム

・SHFビルド
　（ラビットドラゴン）

・METALBUILD
 ダブルオーライザー
（デザイナーズブルー）

・聖闘士聖衣神話EX
アクエリアスカミュ
（OCE）

・ZERO
ナルト（螺旋丸）

・超合金魂
ダイラガーXV

・DA-40
　トライヴァース
　トライダッシャー

・グリッドナイト

・ペルソナ5
　スカル

・SG-35
　サンダークラッカー

・SG-34
　バリケード

・アントマン
　&ワスプ

30万円買取！30万円買取！ 6万円買取！6万円買取！ 6万円買取！6万円買取！ 12万円買取！12万円買取！

◯マルサン
ウルトラサターン（大）
◯マルサン
ウルトラサターン（大）

◯クローバー
ミドルサイズソフビ
ザンボット3

◯クローバー
ミドルサイズソフビ
ザンボット3 ◯ベアメタル（青）◯ベアメタル（青）◯エレマックス（黒）◯エレマックス（黒）あいつライダー(パルコ限定)

あいつライダー
(パルコ限定)

40万円買取！40万円買取！15万円買取！15万円買取！
◯HS ブルータルA◯HS ブルータルA

50万円買取！50万円買取！

◯旧バンダイ
　ライダーマン
◯旧バンダイ
　ライダーマン  2期箱50万円買取！

(3期箱40万円買取！)
 2期箱50万円買取！
(3期箱40万円買取！)

○マルイ歩く生首○マルイ歩く生首

勇者ロボ系＆エルドランを買取額UP!!

仮面ライダー変身ベルト仮面ライダー変身ベルト

・ファイヤージェイデッカー…40,000円買取！
・スーパービルドタイガー……25,000円買取！
・グレートゴルドラン
 （超勇者復古列伝）…………65,000円買取！
・グレートゴルドラン…………40,000円買取！
・ゴッドシルバリオン……………30,000円買取！
・スーパーファイヤーダグオン…35,000円買取！
・スーパーライナーダグオン……25,000円買取！
・サンダーダグオン……………25,000円買取！

●勇者ロボ
・スーパーガーディオン…17,000円買取！
・ドライアス………………19,000円買取！
・ペガサスセイバー………40,000円買取！
・ランドバイソン…………20,000円買取！
・セブンチェンジャー……45,000円買取！
・トライボンバー…………25,000円買取！
・ガードダイバー…………25,000円買取！
・轟龍……………………35,000円買取！

●エルドラン
・ゴッドライジンオー………………40,000円買取！
・ブレイブ合金ゴッドライジンオー…50,000円買取！
・グレートガンバルガー…………100,000円買取！
・キングゴウザウラー……130,000円買取！
・グランザウラー……………60,000円買取!
・ゴウザウラー………………45,000円買取！

●エルドラン
・ゴッドライジンオー………………40,000円買取！
・ブレイブ合金ゴッドライジンオー…50,000円買取！
・グレートガンバルガー…………100,000円買取！
・キングゴウザウラー……130,000円買取！
・グランザウラー……………60,000円買取!
・ゴウザウラー………………45,000円買取！

・烈火のリョウ…………12,000円買取！
・光輪のセイジ…………23,000円買取！
・金剛のシュウ…………20,000円買取！

・ブラスターテッカマン……18,000円買取！
・テッカマンブレード（グロス）…16,000円買取！
・テッカマンブレード………15,000円買取！
・テッカマンエビル…………20,000円買取！
・テッカマン レイピア………7,000円買取！

○超合金魂
   闘将ダイモス
　30,000円買取！

○超合金魂
   闘将ダイモス
　30,000円買取！

●1/6
・アイアンマンマーク47（ダイキャスト）…100,000円買取！
・アイアンマンマーク46……………………70,000円買取！
・アイアンマンマーク45……………………50,000円買取！
・アイアンマンマーク5（ダイキャスト）………60,000円買取！
・アイアンマンマーク6（ダイキャスト）………60,000円買取！
・アイアンマンマーク3（ダイキャスト）……40,000円買取！
・アイアンマンマーク2（ダイキャスト）……40,000円買取！
・アイアンマンマーク1(2.0)………………50,000円買取！
・ファルコン(シビルウォー)…………………50,000円買取！
・スカーレットウィッチ(シビルウォー)………60,000円買取！

●1/6
・アイアンマンマーク47（ダイキャスト）…150,000円買取！
・アイアンマンマーク46……………………80,000円買取！
・アイアンマンマーク45……………………50,000円買取！
・アイアンマンマーク5（ダイキャスト）………70,000円買取！
・アイアンマンマーク6（ダイキャスト）………60,000円買取！
・アイアンマンマーク3（ダイキャスト）……40,000円買取！
・アイアンマンマーク2（ダイキャスト）……40,000円買取！
・アイアンマンマーク1(2.0)………………50,000円買取！
・ファルコン(シビルウォー)…………………50,000円買取！
・ソー（インフィニティウォー）………………45,000円買取！

●CSM（モディフィケーション）
  ・ディケイドライバー&カードセット
　　　　　………………………………45,000円買取！
  ・ダブルドライバー………………35,000円買取！
  ・ロストドライバー(不具合対応パーツ)&
   ファングメモリ&T2ガイアメモリ……50,000円買取！
  ・カブトゼクター&ハイパーゼクター
　　　　　…………………………30,000円買取！
  ・ガタックゼクター………………20,000円買取！
  ・ディエンドライバー＆カードバインダー
　　　　　…………………………30,000円買取！
  ・カイザギア………………………20,000円買取！
　・ホッパーゼクター………………20,000円買取！
  ・デンオウベルト…………………40,000円買取！
  ・オーズドライバーコンプリートセット……35,000円買取！

・ロキ（アベンジャーズ）……………………50,000円買取！
・ロキ（ラグナログ）…………………………30,000円買取！
・ヨンドゥ(トイサピ版)………………………40,000円買取！
・DX11ジョーカー2.0………………………60,000円買取！
・DX11ジョーカー2.0(特典付き)……………80,000円買取！
・1/4ジョーカー(ダークナイト)………………50,000円買取！
・ジョーカー銀行強盗2.0……………………30,000円買取！
・DX02バットマン……………………………30,000円買取！
・DX12バットマン……………………………25,000円買取！
・DXジャックスパロウ最期の海賊……………30,000円買取！
・マイケルジャクソン（BAD）………………………30,000円買取！
・マイケルジャクソン（スリラー）…………………15,000円買取！

・ロキ（アベンジャーズ）……………………50,000円買取！
・ロキ（ラグナログ）…………………………30,000円買取！
・ヨンドゥ(トイサピ版)………………………40,000円買取！
・DX11ジョーカー2.0………………………60,000円買取！
・DX11ジョーカー2.0(特典付き)……………80,000円買取！
・1/4ジョーカー(ダークナイト)………………50,000円買取！
・ジョーカー銀行強盗2.0……………………30,000円買取！
・DX02バットマン……………………………30,000円買取！
・DX12バットマン……………………………25,000円買取！
・DXジャックスパロウ最期の海賊……………30,000円買取！
・マイケルジャクソン（BAD）………………………30,000円買取！
・マイケルジャクソン（スリラー）…………………15,000円買取！

・天空のトウマ…………15,000円買取！
・水滸のシン……………13,000円買取！
・黒い輝煌帝……………10,000円買取！

○ディケイド
　・DXライドブッカー………………………………………15,000円買取！
　・DXケータッチ……………………………………………8,000円買取！

○ディケイド
　・DXライドブッカー………………………………………15,000円買取！
　・DXケータッチ……………………………………………8,000円買取！

マシンダー 、ソフビ、プラモデル、REAL×HEAD、 H×S 超！強化買取！マシンダー 、ソフビ、プラモデル、REAL×HEAD、 H×S 超！強化買取！

★⬇販売コーナー★⬇SALE★⬇販売コーナー★⬇SALE★⬇販売コーナー★⬇SALE★⬇販売コーナー★⬇SALE★⬇

◯DX超合金バルキリー
VF-1J（一条輝機）
25,000円買取！

◯DX超合金バルキリー
VF-1J（一条輝機）
25,000円買取！

○ブレイド
   ・DXギャレンラウザー……………………12,000円買取！
   ・DXギャレンバックル……………………10,000円買取！
   ・DXカリスラウザー…………………………9,000円買取！
   ・DXレンゲルバックル……………………8,000円買取！
   ・DXキングラウザー………………………15,000円買取！

○ブレイド
   ・DXギャレンラウザー……………………12,000円買取！
   ・DXギャレンバックル……………………10,000円買取！
   ・DXカリスラウザー…………………………9,000円買取！
   ・DXレンゲルバックル……………………8,000円買取！
   ・DXキングラウザー………………………15,000円買取！

○SUPERBEST
  ・DXオーズドライバー………………………9,000円買取！

・真骨彫クウガマイティ……14,000円買取！
・真骨彫ディケイド…………12,000円買取!
・真骨彫ダブルサイクロンジューカー
            ……………………11,000円買取！
・真骨彫エターナル…………11,000円買取!
・真骨彫カブト………………12,000円買取！
・真骨彫 響鬼………………11,000円買取！
・真骨彫 桜島ライダー………11,000円買取！
・ビルド ラビットタンク20th…6,000円買取！

・真骨彫クウガマイティ……14,000円買取！
・真骨彫ディケイド…………12,000円買取!
・真骨彫ダブルサイクロンジューカー
            ……………………11,000円買取！
・真骨彫エターナル…………11,000円買取!
・真骨彫カブト………………12,000円買取！
・真骨彫 響鬼………………11,000円買取！
・真骨彫 桜島ライダー………11,000円買取！
・ビルド ラビットタンク20th…6,000円買取！

SHフィギュアーツ
・スパイダーマンホームメイドver＆
  アイアンマンマーク47…16,000円買取！
・アイアンマンマーク4…16,000円買取！
・アイアンマンマーク42…10,000円買取！
・アイアンマンマーク5…11,000円買取！
・アイアンマンマーク２…11,000円買取！
・アイアンマンマーク6…8,000円買取！
・キャプテンアメリカ（AOU）…13,000円買取！
・キャプテンアメリカ（シビル）…8,000円買取！

・スパイダーマンホームメイドver＆
  アイアンマンマーク47…16,000円買取！
・アイアンマンマーク4…16,000円買取！
・アイアンマンマーク42…10,000円買取！
・アイアンマンマーク5…11,000円買取！
・アイアンマンマーク２…11,000円買取！
・アイアンマンマーク6…8,000円買取！
・キャプテンアメリカ（AOU）…13,000円買取！
・キャプテンアメリカ（シビル）…8,000円買取！

・ソー（インフィニティ）………13,000円買取！
・ファルコン（インフィニティ）……9,000円買取！
・ドクターストレンジ（インフィニティ）…１1,000円買取！
・スターロード（インフィニティ）…10,000円買取！
・パドメ アミダラ EP２……………11,000円買取！
・クワイガイジン EP1………………11,000円買取！
・スカウトトルーパー＆スピーダーバイク
   …………………………9,000円買取！
・暗黒大将軍………………9,000円買取！

・ソー（インフィニティ）………13,000円買取！
・ファルコン（インフィニティ）……9,000円買取！
・ドクターストレンジ（インフィニティ）…１1,000円買取！
・スターロード（インフィニティ）…10,000円買取！
・パドメ アミダラ EP２……………11,000円買取！
・クワイガイジン EP1………………11,000円買取！
・スカウトトルーパー＆スピーダーバイク
   …………………………9,000円買取！
・暗黒大将軍………………9,000円買取！

・龍騎＆ドラグレッダー………………11,000円買取！
・龍騎サバイブ＆ドラグランザー……11,000円買取！
・ナイト＆ダークウィング……………11,000円買取！
・ナイトサバイブ＆ダークレイダー……11,000円買取！
・龍騎リュウガ＆ドラグブラッカー……11,000円買取！
・ジェノサイダー………………………11,000円買取！
・オーズアンク グリード態…………4,000円買取！
・オーズタジャルコンボ&エフェクトパーツ…4,000円買取！
・オーズプトティラコンボ…………3,000円買取！

・龍騎＆ドラグレッダー………………11,000円買取！
・龍騎サバイブ＆ドラグランザー……11,000円買取！
・ナイト＆ダークウィング……………11,000円買取！
・ナイトサバイブ＆ダークレイダー……11,000円買取！
・龍騎リュウガ＆ドラグブラッカー……11,000円買取！
・ジェノサイダー………………………11,000円買取！
・オーズアンク グリード態…………4,000円買取！
・オーズタジャルコンボ&エフェクトパーツ…4,000円買取！
・オーズプトティラコンボ…………3,000円買取！

高価買取！高価買取！

●MVH LEVIATHAN ●MVH LEVIATHAN 
各色30万円買取！各色30万円買取！

○ポピニカ魂
   金田のバイク（初回特典付）
　90,000円買取！

○ポピニカ魂
   金田のバイク（初回特典付）
　90,000円買取！

○鬼滅の刃Qposket
(JUMP応募者全員サービス)
8,000円買取！

○鬼滅の刃Qposket
(JUMP応募者全員サービス)
10,000円買取！

アイアンマン
マーク50
7万円買取！

アイアンマン
マーク50
7万円買取！

アイアンマン
マーク47
15万円買取！

アイアンマン
マーク47
15万円買取！

アイアンマン
マーク5
（DIECAST）
7万円買取！

アイアンマン
マーク5
（DIECAST）
7万円買取！

アイアンマン
マーク46
（DIECAST）
8万円買取！

アイアンマン
マーク46
（DIECAST）
8万円買取！

アイアンマン
マーク6
（DIECAST）
6万円買取！

アイアンマン
マーク6
（DIECAST）
6万円買取！

マトリックス
（ネオ）
3万円買取！

マトリックス
（ネオ）
3万円買取！

アイアンマン
マーク4
装着機付き
（DIECAST）
12万円買取！

アイアンマン
マーク4
装着機付き
（DIECAST）
12万円買取！

DX11ジョーカー2.0
6万円買取！
DX11ジョーカー2.0
6万円買取！

50万円買取！50万円買取！

◯マスダヤ
フラッシュ光線キカイダー
◯マスダヤ
フラッシュ光線キカイダー ◯BEMON１期

（公害怪獣）
◯BEMON１期
（公害怪獣）

50万円買取！50万円買取！

魂ネイション限定

◯昆虫戦隊3体セット◯昆虫戦隊3体セット

CSMデンオウベルト
40,000円買取！

CSMディケイドライバー&
ライダーカード
42,000円買取！

CSMディケイドライバー&
ライダーカード
45,000円買取！

SUPERBEST DX
オーズドライバー
9,000円買取！

SUPERBEST DX
オーズドライバー
9,000円買取！

超合金魂ゴライオン
（スピリッツ版）
42,000円買取！

超合金魂ゴライオン
（スピリッツ版）
42,000円買取！

超合金魂
GX-34Rガンバスター
(合金カラー)
20,000円買取！

超合金魂
GX-34Rガンバスター
(合金カラー)
20,000円買取！

高価買取店！高価買取店！

4万円買取！4万円買取！

15万円買取！15万円買取！

◯ダイアトレイン◯ダイアトレイン

◯ロボット要塞X◯ロボット要塞X
15万円買取！15万円買取！
◯ビッグパワード◯ビッグパワード

10万円買取！10万円買取！
◯バトルバッファロー◯バトルバッファロー

8万円買取！8万円買取！
◯ワルダロス◯ワルダロス

5万円買取！5万円買取！
◯ダイアアタッカー◯ダイアアタッカー 5万円買取！5万円買取！

◯コズモローラー◯コズモローラー

5万円買取！5万円買取！
◯スカイベース◯スカイベース

2万円買取！2万円買取！
◯パワードスーツ◯パワードスーツ

5万円買取！5万円買取！ 20万円買取！20万円買取！
◯ダイアバトルス◯ダイアバトルス

5万円買取！5万円買取！

◯カーロボランチア
（マルボロ）

◯カーロボランチア
（マルボロ）

3万円買取！3万円買取！
◯ウォークインセクター◯ウォークインセクター

タカラのダイアクロン＆試作品

ロストドライバー
(不具合対応パーツ)&
ファングメモリ&
T2ガイアメモリ
50,000円買取！

ロストドライバー
(不具合対応パーツ)&
ファングメモリ&
T2ガイアメモリ
50,000円買取！

ロストドライバー
(不具合対応パーツ)&
ファングメモリ&
T2ガイアメモリ
50,000円買取！

ロストドライバー
(不具合対応パーツ)&
ファングメモリ&
T2ガイアメモリ
50,000円買取！

○ダブル
  ・DXサウンドカプセルガイアメモリ
    EXコンプリートコレクション2…………15,000円買取！

・オーバーウォッチ 
　ファラ

　

200万円買取！200万円買取！

◯店頭用イデオン◯店頭用イデオン

20万円買取！20万円買取！

◯超合金 
忍者キャプター水忍
◯超合金 
忍者キャプター水忍

超合金魂GX-31V
ボルテスV
45,000円買取！

超合金魂GX-31V
ボルテスV
45,000円買取！

タイトータイトー auauボークスボークス
バーガー
キング
バーガー
キング

地下鉄
恵美須町駅
①-A出口

至日本橋 至恵美須町

ヒ
�
ロ
�

玩
具
研
究
所

マクドナルドマクドナルド

堺筋（日本橋でんでんタウン）

地下鉄恵美須町駅下車
でんでんタウンを
北へ徒歩約5分

地下鉄恵美須町駅下車
でんでんタウンを
北へ徒歩約5分

通販OK！

買取査定もコチラへ！買取査定もコチラへ！

G.E.Mナルト
のフィギュア 

鬼滅の刃、バン
プレスト景品、

Qposketなど
も高価買取中！

G.E.Mナルト
のフィギュア 

鬼滅の刃、バン
プレスト景品、

Qposketなど
も高価買取中！


