超合金魂 GX-58 地球防衛軍旗艦アンドロメダ 超合金魂 スターガオガイガー オプションセット

DX超合金魂 グレートマジンガー

超合金魂 GX-04S UFOロボグレンダイザー 宇宙の王者セット

18,000円買取

25,000円買取

21,000円買取

19,000円買取

DX超合金魂

新世紀エヴァンゲリオン

トップをねらえ！

無敵鋼人ダイターン3

マジンガーZ

¥45,000 GX-14 エヴァンゲリオン初号機

¥8,000 GX-34 ガンバスター

¥8,000 GX-53 無敵鋼人ダイターン3

マジンガーZ対応 ジェットスクランダーセット

¥14,000 GX-15 エヴァンゲリオン弐号機
¥19,000 GX-16 エヴァンゲリオン零号機改

¥8,000 GX-65 無敵鋼人ダイターン3 リニューアルカラー
無敵超人ザンボット3

¥14,000

グレートマジンガー

¥2,500 GX-34R ガンバスター バスター合金カラーVer.
忍者戦士飛影
¥3,500

¥7,000 GX-23 無敵超人ザンボット3

¥10,000

超合金魂

GX-17 エヴァンゲリオン零号機

¥2,000 GX-54 飛影＆黒獅子

UFOロボ グレンダイザー

GX-21 エヴァンゲリオン参号機

¥4,500 GX-55 飛影＆鳳雷鷹

GX-04 UFOロボ グレンダイザー

¥8,000 GX-22 エヴァンゲリオン四号機
真マジンガー 衝撃！Z編
¥9,000

¥5,000 GX-56 零影＆爆竜
バトルフィーバーJ

GX-04X ドリルスペイザー＆マリンスペイザーセット

¥11,000 GX-07E エネルガーZ 永井豪40周年記念展

GX-04S UFOロボグレンダイザー 宇宙の王者セット

¥18,000 GX-47 エネルガーZ

¥3,500 GX-30 バトルフィーバーロボ
百獣王ゴライオン
¥3,500

GX-04B ブラックグレンダイザー

宇宙戦艦ヤマトシリーズ

GX-47N エネルガーZ ノーマルカラーver

¥8,000 GX-71 百獣王ゴライオン
マジンガーZ
¥12,600

¥12,000 GX-23A ザンボエース
無敵ロボ トライダーG7
¥7,000
¥3,500

GX-66 無敵ロボ トライダーG7
勇者王ガオガイガー

¥9,000

¥7,000
¥7,000

GX-68 勇者王ガオガイガー

¥10,000

¥21,000 スターガオガイガー オプションセット

¥21,000
¥6,000

GX-57 宇宙戦艦ヤマト 通常版

¥12,000 GX-47T エネルガー実験機

GX-57 宇宙戦艦ヤマト 初回ドリルミサイル付

¥15,000 GX-49 真マジンガーZ

¥6,000 GX-01 マジンガーZ

GX-69 ゴルディーマーグ
勇者ライディーン
¥3,500

¥25,000 GX-49G 真マジンガーZ ゴールドver
スーパーロボット大戦

¥7,000 GX-01B ブラックマジンガーZ

¥2,000 GX-41 勇者ライディーン

¥7,000

¥6,500 GX-41B ブラックライディーン

¥4,000

GX-58 地球防衛軍旗艦アンドロメダ
GX-64 宇宙戦艦ヤマト2199
宇宙大帝ゴッドシグマ

¥13,000

GX-60 ゴッドシグマ
ウルトラマンシリーズ

¥17,000

GX-46 ダイゼンガー＆アウセンザイター
スパイダーマン（東映版）

GX-33 レオパルドン&スパイダーマン
戦闘メカ ザブングル

GX-37 キングジョー

¥3,000

GX-37B キングジョーブラック
恐竜戦隊ジュウレンジャー

¥7,000 GX-28 戦闘メカ ザブングル

GX-72 大獣神

GX-28R ザブングル リアルカラーver
¥17,000 GX-35 ウォーカーギャリア

グレートマジンガー
GX-02 グレートマジンガー

¥2,000

GX-38 アイアンギアー
大空魔竜ガイキング

GX-01RG ゴールドマジンガーZ 通常版
¥16,000 GX-01RG ゴールドマジンガーZ 先行版
GX-01RB マジンガーZ リニューアルブラックver

¥6,500 GX-01R マジンガーZ リニューアルver
GX-01R マジンガーZ リニューアルVer. 香港限定

¥3,500

GX-01R（40th Anniv.） マジンガーZ（超合金40周年記念Ver.）

¥7,000 GX-01R+ マジンガーZ 魂10周年記念ver
¥4,000 GX-01X マジンガー大格納庫
¥13,000 GX-07 マジンガーZ OVA版
GX-07 マジンガーZ OVA版 トイズドリーム限定

¥7,200 GX-41S 勇者ライディーン DXフェードインセット
六神合体ゴッドマーズ

¥12,000

¥4,000 GX-40 六神合体ゴッドマーズ

¥18,000

¥72,000

¥8,000 GX-40G ガイヤー リアルカラーVer.
惑星ロボ ダンガードA
¥9,000
¥11,000 GX-62 惑星ロボ ダンガードA
ONE PIECE
¥8,000
¥3,500 GX-63 フランキー将軍
魂SPEC/ポピニカ魂

¥17,000
¥10,000

GX-02B ブラックグレートマジンガー

¥2,000 GX-05 大空魔竜 ガイキング

¥5,000 GX-07I アイアンZ

¥5,000 GX-05B ブラック大空魔竜ガイキング

¥6,000 GX-08 アフロダイA

¥4,000 XS-02 SPTレイズナー
¥4,500 XS-05 ドラグナー1 from "Opening Silhouette"

GX-02R（TN2016 Anniv.）グレートマジンガー（魂ネイション2016記念Ver.）

¥4,000 GX-05R 大空魔竜ガイキング リペイントver

¥8,000

¥2,500 XS-06 ドラグナー1 with キャバリアー

GX-12 ビューナスA

¥5,000 GX-27 ガイキング
超獣機神ダンクーガ
¥1,500

¥9,000 GX-08MA マジンガーエンジェル アフロダイA

GX-12MA マジンガーエンジェル ビューナスA
GX‐12MAG ビューナスA クイーンオブ ゴールド

¥3,500 GX-13 超獣機神ダンクーガ

GX-73 グレートマジンガー D.C.
劇場版 銀河鉄道999

¥8,000 GX-13R 超獣機神ダンクーガ リアルカラーver
超電磁マシーン ボルテスV

GX-08MAW アフロダイA スノーホワイトver

¥7,000 GX-09 ミネルバX
¥25,000 GX-09MA マジンガーエンジェル ミネルバX

¥8,000

¥20,000

GX-02R グレートマジンガー リニューアルver

GX-08（40th Anniv.） アフロダイA（超合金40周年記念ver.）

¥8,000

¥2,000
¥3,000

¥2,000 XS-07 ブラックサレナ

¥6,000

¥8,000 XS-10 エルガイムMk-Ⅰ

¥4,500

¥3,500 XS-11 ファルゲン
¥3,000 XS-12 宇宙の騎士テッカマンブレードwithペガス

¥5,500

¥2,500

GX-09MAB ミネルバ X ラ・シレーヌ・ド・ノワール

¥6,000 XS-14 XD-02 ドラグナー2

¥5,000

¥16,000 GX-09SS ミネルバX シャイニングシャドー

¥18,000 XS-15 XD-03 ドラグナー3

¥4,000

GX-31V（40th Anniv.） ボルテスV（超合金40周年記念Ver.）

¥14,000 GX-10 ボスボロット

¥10,000 XS-16 MBD-1A ドラグーン

¥3,500

¥14,000

GX-31V ボルテスV RESPECT FOR VOLT IN BOX

¥25,000 GX-10B ブラックボスボロット

¥38,000 XS-17 XD-01SR ドラグナー1カスタム

¥5,000

GX-06G1 ゲッター1 メタリックver

¥8,000

超電磁ロボ コン・バトラーV

GX-06M ゲッターロボ練習機

¥5,500 GX-03 コン・バトラーV

GX-67 宇宙海賊戦艦アルカディア号
ゲッターロボ

¥14,000 GX-31 ボルテスV

GX-06 ゲッターロボ

GX-11 ダイアナンA
¥8,000 GX-11MA マジンガーエンジェル ダイアナンA

¥9,000
¥8,000

¥5,000 レイズナーMARKⅡ

¥5,500

GX-18 ゲッタードラゴン

¥6,000 GX-03B ブラック コン・バトラーV

GX-20 ゲッターポセイドン

¥6,000 GX-50 コン・バトラーV リニューアルver

¥20,000 GX-25 ガラダK7

¥5,000 レイズナー ＋ V-MAXパーツセット

¥5,500

GX-19 ゲッターライガー

¥13,000 GX-26 ダブラスM2

¥3,500 LIMTED ブラックサレナ -GHOST VISION-

¥6,500

GX-51 ゲッタードラゴン from 真ゲッターロボ

¥3,500 GX-50X 南原コネクション
鉄人28号
¥6,000

¥5,000 LIMTED 夜天光＆六連

¥3,000

GX-52 ゲッター１ from 真ゲッターロボ

¥9,000 GX-24 鉄人28号

GX-74 ゲッター1 D.C.
鋼鉄神ジーグ

7月発売 鉄人28号 DVDBOX SPカラー
GX-24M 鉄人28号 ブルーメタリックver

GX-42 鋼鉄神ジーグ
ゴールドライタン

¥2,000 GX-24N 鉄人28号 ネイキッドver

GX-32 ゴールドライタン

¥2,500 GX-44 太陽の使者 鉄人28号

GX-32SB ゴールドライタン シルバー＆ブラック

GX-29 ブラックオックス
¥15,000

最強ロボ ダイオージャ
GX-61 ダイオージャ
THEビッグオー

GX-44S 太陽の使者 鉄人28号vsブラックオックス

伝説巨神イデオン
¥11,000 GX-36 伝説巨神イデオン
闘将ダイモス

GX-48 ビッグオー

¥9,000 GX-43 闘将ダイモス

GX-48X ビッグオー専用拡張パーツセット

¥9,000

¥8,500 GX-11MAM ダイアナンA マリンブルーマーメイド

¥8,000 YGMA-14 ギルガザムネ（ドルチェノフ仕様）
¥2,500 ブラックサレナ -FIERCE BATTLE-

GX-45 マジンガーZ ニューモデル
¥4,000 GX-45A マジンガーZ 熱海ナイトver
¥45,000 GX-45C マジンガーZ コミックカラーver
¥12,000 GX-70 マジンガーZ D.C.
¥12,000
¥6,000

GX-70VS マジンガーZ D.C. 対デビルマンオプションセット

マジンカイザー

¥15,000 GX-75 マジンカイザー
マシンロボ・クロノスの大逆襲
¥21,000
GX-39 バイカンフー
¥12,000 GX-39R バイカンフー（リニューアルバージョン）
未来ロボ ダルタニアス
¥15,000 GX-59 ダルタニアス

¥12,000 XS-01 エヴァンゲリオン初号機

¥3,000

¥14,000

XS-01R エヴァンゲリオン初号機 リニューアルver

¥9,500

¥5,000 XS-03 エヴァンゲリオン初号機 新劇場版

¥3,500

買取強化 XS-04 エヴァンゲリオン零号機 新劇場版

¥1,500

XS-08 エヴァンゲリオン弐号機
8月発売 XS-09 エヴァンゲリオン零号機改
XS-13 エヴァンゲリオン初号機 ～覚醒Ver.～

¥4,500
¥6,000
¥4,500

¥21,000 エヴァンゲリオン初号機 シンクロ率400％ver

¥5,000

9月発売 ポピニカ魂)ホバーパイルダー(PX-01)

¥5,000

ポピニカ魂)ホバーパイルダー(PX-04)
¥6,500 ポピニカ魂)宇宙戦艦ヤマト
ポピニカ魂)マジンガーヘッド

¥6,000
¥8,000
¥12,000

