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買取総合フリーダイヤル（営業時間：10時～18時）

0120-500-278
@jlk8235v

LINEでもOK!

※他キャンペーンとの併用はできません。　※フリースタイルネット事業部、実店舗BoostGear小牧店、BoostGearイオン長久手店共通の買取価格です。
※リストに記載の買取価格は、未使用、傷なし美品、付属品完品、未組み立て、シール未使用・未開封、状態での買取価格です。

※商品の状態・在庫状況などにより、買取価格が変動する可能性がございます。
※上記買取価格は2021年7月現在の買取価格です。

ダイアクロンダイアクロン
メーカー 商品名 買取金額

タカラトミー DA-01 ダイアバトルスV2 ～10,000円買取
タカラトミー DA-01 EX ダイアバトルスV2 プロトタイプ(月面基地Ver.)(タカラトミーモール限定) ～8,000円買取
タカラトミー DA-02 パワードシステムセット Aタイプ ～2,500円買取
タカラトミー DA-03 パワードシステムセット Bタイプ ～2,800円買取
タカラトミー DA-04 ダイアクロン隊員セット(タカラトミーモール限定) ～3,500円買取
タカラトミー DA-04-2 ダイアクロン隊員セット2(タカラトミーモール限定) ～3,500円買取
タカラトミー DA-04-3 ダイアクロン隊員セット3(タカラトミーモール限定) ～3,000円買取
タカラトミー DA-05  パワードシステムセット A&Bタイプ 宇宙海兵隊Ver.(タカラトミーモール限定) ～5,500円買取
タカラトミー DA-06 ダイアバトルス V2 宇宙機動タイプ ～11,000円買取
タカラトミー DA-07 コスモバトルス 02(タカラトミーモール限定) ～11,000円買取
タカラトミー DA-08 パワードシステムセット Cタイプ ～2,000円買取
タカラトミー DA-09 パワードシステムセット Dタイプ カスタムシール付き ～2,500円買取
タカラトミー DA-10 パワードシステムセット C&Dタイプ 宇宙海兵隊 Ver(タカラトミーモール限定) ～3,800円買取
タカラトミー DA-11 ダイアバトルス V2 ALPHA Plus Ver ～11,000円買取
タカラトミー DA-12 パワードシステム・ジャイロセプター ～2,000円買取
タカラトミー DA-13 パワードシステム・ゲートローダー ～2,000円買取
タカラトミー DA-14 ビッグパワード GV ～31,000円買取
タカラトミー DA-15 ビッグパワード隊員セット ～4,000円買取
タカラトミー DA-16 パワードシステム 宇宙海兵隊兵装セット(タカラトミーモール限定) ～4,500円買取
タカラトミー DA-17 ビッグパワードGV 独立遊撃隊 Ver.(タカラトミーモール限定) ～38,000円買取
タカラトミー DA-18 ビッグパワードGV 独立遊撃隊 隊員セット(タカラトミーモール限定) ～4,500円買取
タカラトミー DA-19 ビッグパワードGV・連結戦闘トレーラー ～15,000円買取
タカラトミー DA-20 パワードシステムセット Ｅタイプ ～2,800円買取
タカラトミー DA-21 パワードシステム マニューバアルファ ～2,800円買取
タカラトミー DA-22 パワードシステム マニューバベータ ～2,500円買取
タカラトミー DA-23 ワルダースーツ"フリンガー" ～3,000円買取
タカラトミー DA-24 ワルダースーツ"スタング" ～1,500円買取

メーカー 商品名 買取金額

タカラトミー DA-25 パワードシステム マニューバアルファ＆ベータセット(マニューバプロトタイプ/宇宙海兵隊Ver.) ～5,000円買取
タカラトミー DA-26 ワルダースーツ(ダークカソードタイプ)(タカラトミーモール限定) ～7,000円買取
タカラトミー DA-27 パワードシステム マニューバガンマ ～4,000円買取
タカラトミー DA-28 パワードシステム マニューバデルタ ～2,500円買取
タカラトミー DA-29 バトルバッファロー Mk.IV(ストライカー) ～18,000円買取
タカラトミー DA-30 パワードシステム マニューバガンマ＆デルタセット(宇宙海兵隊Ver./空中戦術隊Ver.)(タカラトミーモール限定) ～7,500円買取
タカラトミー DA-31 ワルダレイダー"ラプトヘッド" ～2,500円買取
タカラトミー DA-32 パワードシステム マニューバ スカイジャケット ～2,800円買取
タカラトミー DA-33 ビッグパワード GV (デストロイヤー) ～40,000円買取
タカラトミー DA-34 ワルダレイダー"ラプトヘッド"(ダーク カソードタイプ)(タカラトミーモール限定) ～3,800円買取
タカラトミー DA-35 パワードシステム スカイジャケット(ストームセイバーズVer.) ～2,500円買取
タカラトミー DA-36 パワードシステム マニューバアルファ スパルタン ～2,500円買取
タカラトミー DA-37 ストライクバッファロー(ムーンアサルター)(タカラトミーモール限定) ～18,000円買取
タカラトミー DA-38 ワルダレイダー"バグヘッド” ～3,000円買取
タカラトミー DA-39 パワードシステム マニューバイプシロン ～3,800円買取
タカラトミー DA-40 トライヴァース トライダッシャー(特別Ver.) ～12,000円買取
タカラトミー DA-41 ダイアクロン女性隊員セット ～3,000円買取
タカラトミー DA-42 トライヴァース トライジェッター(特別Ver.) ～7,000円買取
タカラトミー DA-43 ワルダレイダー”バグヘッド”＆ワルダースーツセット(ダークカソードタイプ) ～16,000円買取
タカラトミー DA-44 トライヴァース シャドウダッシャー(タカラトミーモール限定) ～16,000円買取
タカラトミー DA-45 ダイアバトルス Ｖ2 レッドライニング ～15,500円買取
タカラトミー DA-46 トライヴァース シャドウジェッター(タカラトミーモール限定) ～17,000円買取
タカラトミー DA-47 トライヴァース トライディガー ～11,000円買取
タカラトミー DA-48 コスモバトルス 02(レッドライトニングセット) ～9,000円買取
タカラトミー DA-49 パワードシステム マニューバイプシロン 宇宙海兵隊Ver. ～4,500円買取
タカラトミー DA-50 ワルダロス(ギガンター) ～25,000円買取
タカラトミー DA-51 トライヴァース トライディガー 宇宙海兵隊Ver. ～13,000円買取

メーカー 商品名 買取金額

タカラトミー DA-52 ヴァースライザー1号 ～3,500円買取
タカラトミー DA-53 トライヴァース ボレットコアセット(タカラトミーモール限定) ～4,500円買取
タカラトミー DA-54 トライヴァース トライランブラー(タカラトミーモール限定) ～7,000円買取
タカラトミー DA-55 ヴァースライザー2号 ～6,000円買取
タカラトミー DA-56 ヴァースライザー１号(シャドウキャリバー)(タカラトミーモール限定) ～4,000円買取
タカラトミー DA-57 ヴァースライザー１号(V ムーバー01 セット)(タカラトミーモール限定) ～5,000円買取
タカラトミー DA-58 ワルダロス(ソルジャータイプ) ～7,500円買取
タカラトミー DA-59 トライヴァース トライランブラー(レッドチェイサー)(タカラトミーモール限定) ～5,000円買取
タカラトミー DA-60 ヴァースライザー３号 ～4,500円買取
タカラトミー DA-61 ヴァースライザー2号(宇宙海兵隊Ver.)(タカラトミーモール限定) ～5,500円買取
タカラトミー DA-62 移動基地隊員セット(タカラトミーモール限定) ～3,000円買取
タカラトミー DA-63 ヴァースライザー2号(V ムーバー02セット)(タカラトミーモール限定) ～4,000円買取
タカラトミー DA-64 パワードシステム マニューバガンマ＆デルタ移動基地セット(タカラトミーモール限定) ～7,000円買取
タカラトミー DA-65 バトルコンボイ V-MAX ～20,000円買取
タカラトミー DA-66 ヴァースライザー3号(C-グラスパー)(タカラトミーモール限定) ～5,000円買取
タカラトミー DA-67 ワルダロス(ソルジャータイプⅡ)(タカラトミーモール限定) ～6,500円買取
タカラトミー DA-68 ヴァースライザー3号 Vムーバー03セット(タカラトミーモール限定) ～5,000円買取
タカラトミー DA-69 トライヴァーストライダッシャー ＜サンバースト＞ ～5,500円買取
タカラトミー DA-70 パワードシステム マニューバイプシロン＆タウラス 移動基地セット(タカラトミーモール限定) ～7,500円買取
タカラトミー DA-71 トライヴァース トライジェッター<Dキャリバー> ～6,000円買取
タカラトミー DA-72 トライヴァース トライディガー<Dキャリバー> ～6,000円買取
タカラトミー ダイアクロンEXPO2017開催記念商品 ダイアクロン DA-08EX パワードシステムセット Cタイプ ソリッドスキャンVer. ～2,000円買取
タカラトミー ダイアバトルスV2 ヘッドユニットコレクション 「ダイアクロンEXPO 2017」限定 ～4,000円買取
タカラトミー ダイアクロンEXPO 2018 開催記念限定 ワルダロイドセット ～2,500円買取
講談社 講談社×タカラトミー　ダイアクロンコンバット・クロニクル VOL.1 パワードシステム計画 パワードスーツFタイプ ～2,000円買取
講談社 講談社×タカラトミー　ダイアクロンコンバット・クロニクル VOL.2 パワードシステム計画 クロスセプター ～1,700円買取
講談社 講談社×タカラトミー　ダイアクロンコンバット・クロニクル VOL.3 パワードシステム計画 ラピットローダー ～1,700円買取


