
当時物 ゴルパゴス 蓄光版 ¥50,000 当時物　ドドンゴ　茶色 ¥30,000 当時物 ハワイ版  アイアン 肌色 ¥24,000 当時物 ガキンコ チビラくんシリーズ ¥20,000

当時物　タッコング ¥50,000 当時物 ザラブ星人 オレンジ色 ¥30,000 当時物　鉄人28号　スタンダード ¥24,000 当時物 ギガス ¥20,000

当時物 ジャミラ  スタンダード　 ¥50,000 当時物 ウインダム　キングサイズ　 ¥30,000 当時物　ポチポチ チビラくんシリーズ ¥24,000 当時物 ダリー　 ¥20,000

ジャイアントマット隊員 ¥49,000 当時物 ゴッドマン  ¥30,000 当時物　 デットン 　ミドルサイズ ¥23,000 当時物 バルダック星人 ¥20,000

当時物 メカニコング 青 ¥49,000 当時物　キングコング ¥30,000 当時物　バラン　 ¥23,000 当時物　ガルバン ¥20,000

ジャイアントソフビ　ゾフィー　 ¥47,000 当時物 ダリー　ピンク ¥29,000 当時物  トリプルファイター ¥23,000 当時物 ジャイアントラゴン 緑 ¥19,000

ガンバロン　バロンベスト5セット ¥47,000 当時物　モグネズン ¥29,000 当時物 ジャイアントロボ ¥23,000 当時物　タッコング 黄色 ¥19,000

当時物　ジャイアントゴモラ　東京タワー付 ¥46,000 当時物　ゴルバ　チビラくん ¥29,000 当時物 　ケムラー　 ¥23,000 当時物 ゾフィー  マスク 脱着式 ¥19,000

当時物　ウルトラマンレオ おめんとりかえ 箱付 ¥45,000 当時物　マグラ ¥29,000 当時物　怪傑ライオン丸 当時物 ¥22,000 当時物　スタンダード　ザゴラス ¥19,000

ウルトラセブン ジャイアントソフビ 復刻版 ¥44,000 当時物 カメーバ  ハワイ版 緑 ¥29,000 当時物 ゴーストロン ミドルサイズ オレンジ ¥22,000 当時物 ザニカ ¥19,000

当時物 新造人間キャシャーン 上月ルナ ¥44,000 当時物 ギャンゴ ハワイ版 　オレンジ ¥29,000 当時物　チャンドラー　ハワイ版 ¥22,000 当時物 合身戦隊メカンダーロボ ¥19,000

当時物 ゴモラ ハワイ版 赤 ¥43,000 ブルマァクのウルトラビッグスリー ¥29,000 当時物　キングザウルス三世　 ¥22,000 当時物 ウルトラマンタロウ マスク 脱着式 ¥19,000

当時物　ウルトラマンレオ カーリー星人 ¥42,000 当時物　オソロシコング ¥28,000 当時物  キーラ イエロー ¥22,000 当時物 帰ってきた ウルトラマン ¥19,000

当時物　ウルトラマンレオ ベキラ　 ¥42,000 当時物 帰ってきたウルトラマン　スタンダード ¥28,000 当時物　マット隊員 茶 ¥22,000 当時物 ゴルパゴス ミドル  オレンジ ¥19,000

当時物　ウルトラマンレオ　カネドラス ¥42,000 当時物　マグマ大使 ジャイアントサイズ 黄色 ¥27,000 当時物 帰ってきたウルトラマン スタンダード ¥22,000 当時物 マグマ大使 黄色 ¥19,000

当時物　ロン ¥42,000 当時物 ゲゾラ ¥27,000 当時物 カネゴン　緑 ¥22,000 当時物 ウルトラマンＡ マスク 脱着式 ¥19,000

当時物 ウルトラマンエース 透明 約30cm ¥41,000 当時物 ウルトラマン スタンダード ¥27,000 当時物 ウルトラ父 マスク 脱着式 ¥22,000 当時物 ヒドラ  ミニソフビ 1期 ¥19,000

当時物　マット隊員　袋入り ¥41,000 当時物 ブルマァクのイルカファミリー 5セット ¥26,000 当時物 ウルトラマンタロウの母 ¥22,000 当時物  アーストロン ¥19,000

当時物　ガラモン　緑 ¥40,000 当時物 トリプルファイター　 ¥26,000 当時物 ムルチ ¥22,000 当時物　メトロン星人 ハワイ版 ¥18,000

当時物 アイアン ミラーマン オレンジ ¥40,000 当時物 UFOダイアポロン ¥26,000 当時物 ジャイアントゼットン 緑 ¥22,000 当時物 ベル星人 ¥18,000

当時物 サイゴ　赤 ¥40,000 当時物 ミクラス ミドルサイズ ¥26,000 当時物 メカニコング　青 ¥21,000 当時物 レッドマン ¥18,000

当時物　ストロングザボーガー　約２８ｃｍ ¥40,000 当時物 アーストロン スタンダード ¥25,000 当時物 カメレキング　 ¥21,000 当時物　ペガッサ星人 ¥18,000

当時物 メフィラス星人 ¥40,000 当時物 ザニカ ミドルサイズ ¥25,000 当時物　マグラ　 ¥21,000 当時物 鉄人28号　 ¥18,000

当時物　ウルトラマンタロウ　ZAT隊員　マスク付 ¥39,000 当時物　ウルトラマンタロウ ZAT隊員 女性 ¥25,000 当時物 ガバラ ¥21,000 当時物 バンドン オレンジ ¥18,000

当時物 キングマイマイ ¥38,000 アストロノーチラス アウタースペース ¥25,000 当時物 アリブンタ 肌色  スタンダード ¥21,000 当時物 ギガス ¥18,000

当時物　べムスター　帰って来たウルトラマン ¥36,000 当時物　ザラブ星人 ¥25,000 当時物 ザラガス オレンジ ¥20,000 当時物 メシエ星人 ¥18,000

当時物　ジャイアントバラゴン　東京タワー付 ¥35,000 当時物 ザザーン ¥25,000 当時物　ヘドラ ¥20,000 当時物 ザラブ星人 ¥17,000

当時物　モグネズン 磁石付き　緑 ¥35,000 当時物　MAT隊員 郷秀樹 ¥25,000 当時物  ザゴラス 黄 ¥20,000 当時物　シュガロン　赤色 ¥17,000

当時物　新造人間キャシャーン ¥35,000 当時物 ペガッサ星人 ジャイアントソフビ ¥25,000 当時物 チタノザウルス 緑 ¥20,000 当時物　グドン　赤色 ¥17,000

当時物　ベムラー　青緑 ¥34,000 当時物 ダークロン ソフビ鉛筆削り ミラーマン怪獣 ¥25,000 猿の軍団ジュニア４セット　 ¥20,000 当時物　アクマイザー３のソフビセット　 ¥17,000

当時物  ベキラ　ウルトラマンレオ ¥34,000 当時物  マグラ ¥25,000 当時物 ミクラス ¥20,000 当時物　カネゴン　ブルー ¥17,000

当時物 怪魚超獣ガラン ウルトラマンA ¥32,000 当時物 ミサイルメカゴジラ ミサイル付属 ¥25,000 当時物　タッコング　メタグリーン ¥20,000 当時物　レッドバロン　クリア ¥17,000

当時物 ジャイアントキングジョー　グレー ¥31,000 当時物 ゴースン魔人 ワクランバ 快傑ライオン丸 ¥24,000 当時物 ゴジラ 青 ¥20,000 当時物 火吹き　アーストロン スタンダード ¥17,000

当時物　ミラーマン ジャイアントサイズ　マスク付 ¥31,000 当時物 オクスター　スタンダード ¥24,000 当時物 キティーファイヤー　鉛筆けずり ¥20,000 当時物 バンキッド 5体セット ¥17,000

当時物 ハワイ版  アイアン 肌色 ¥24,000

当時物 ゴルパゴス 蓄光版 当時物　ドドンゴ　茶色 当時物　ポチポチ チビラくんシリーズ 当時物 ギガス

50,000円買取 30,000円買取 24,000円買取 20,000円買取


