DX超合金魂 グレートマジンガー 超合金魂 GX-10 ボスボロット

19,000円買取
超合金魂
マジンガーZ
マジンガーZ 鉄の城Ver.（当選通知 有り） ¥1,700,000

GX-01 マジンガーZ

10,000円買取

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

9,000円買取

GX-70 マジンガーZ D.C.
グレートマジンガー

¥6,000

GX-02 グレートマジンガー

¥2,000 真マジンガーZ

グレートマジンガー ジャンボマシンダーカラー

グレートマジンカイザー

¥3,500 GX-02B ブラックグレートマジンガー

¥1,500 マジンガーZERO

GX-01B ブラックマジンガーZ

¥2,000

GX-02R グレートマジンガー リニューアルver

¥5,000 マジンガーZ

GX-01RG ゴールドマジンガーZ 通常版

¥6,500

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 マジンガーZ（リニューアルパッケージ）

GX-01RG ゴールドマジンガーZ 先行版

¥7,200 GX-12 ビューナスA

GX-01RB マジンガーZ リニューアルブラックver

¥72,000

¥20,300

¥5,000

スクランブルダッシュ＆ダブルマジンガーブレードセット

¥7,000
¥5,000 マジンガー1901 ボスボロット カラーVer. ¥16,200
¥4,000 マジンガー1901 ボスボロット シルバーVer.
¥2,500 マジンガー1901 ダブラス カラーVer.

¥8,000

¥1,500 マジンガーZ～鉄（くろがね）仕上げ～

¥4,000 エネルガー1969

GX‐12MAG ビューナスA クイーンオブ ゴールド

¥3,500 マジンガーZ in Wajima

¥8,000 GX-73 グレートマジンガー D.C. ¥9,000 マジンガーZ ゲッターロボカラー
真マジンガー 衝撃！Z編
¥9,000
マジンガーZ 鋼鉄ジーグカラー
GX-07E エネルガーZ 永井豪40周年記念展

¥3,500 マジンガーZ ジャンボマシンダーカラー

GX-01X マジンガー大格納庫

¥8,000 GX-47 エネルガーZ

¥3,500 マジンガーZ 超合金Zカラー

GX-07 マジンガーZ OVA版

¥3,500

¥8,000 マジンガーZ デビルマンカラー

GX-07 マジンガーZ OVA版 トイズドリーム限定

¥20,000

グレートマジンガー1969 永井豪原作カラーVer. 完全版

GX-12MA マジンガーエンジェル ビューナスA

¥3,500

¥11,000

¥3,500
10月発売

¥6,000
¥3,500 マジンガー1901 ダブラス シルバーVer. ¥11,000

GX-01R マジンガーZ リニューアルVer. 香港限定

GX-01R+ マジンガーZ 魂10周年記念ver

7,000円買取
グレートマジンガー1969 永井豪原作カラーVer. 通常版

¥5,000 マジンガーZ アイアンカッターEDITION

GX-01R マジンガーZ リニューアルver

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

ES合金 グレートマジンガー

GX-47N エネルガーZ ノーマルカラーver

¥20,000 GX-47T エネルガー実験機

¥12,600 マジンガー武器セット
¥6,000

¥10,000

ES合金

¥12,600
¥4,500 12 マジンガーZ

¥12,000

¥5,000 13 グレートマジンガー

¥7,000

新世紀合金

¥3,000

¥3,500 マジンカイザー&兜甲児
¥11,000 暗黒大将軍

¥7,000
¥16,000

¥700 暗黒大将軍 アニメエクスポート版 ¥36,000

GX-07I アイアンZ

¥4,000 GX-49 真マジンガーZ

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

¥4,500 GX-49G 真マジンガーZ ゴールドver ¥7,000 マジンカイザー
UFOロボ グレンダイザー
マジンカイザー 超合金ZカラーVer.
¥2,500

¥4,000 マジンガーZ Ver.1

GX-08MA マジンガーエンジェル アフロダイA

¥2,000 GX-04 UFOロボ グレンダイザー

¥8,000 マジンカイザーSKL

¥3,000 マジンガーZ Ver.2

¥40,000

GX-08MAW アフロダイA スノーホワイトver

¥8,000 GX-04B ブラックグレンダイザー

¥9,000

マジンカイザーSKL ファイナル・カウントVer.

¥4,000 マジンガーZ Ver.3

¥50,000

マジンガーZ マジンカイザーSKLカラーVer.

¥12,000 暗黒大将軍 メタリックカラー

¥16,000

大合金

¥3,500

¥12,600

GX-09 ミネルバX

¥3,500

GX-04X ドリルスペイザー＆マリンスペイザーセット

¥11,000

マジンカイザーSKL スターターパック（DVD付き）

¥5,400 マジンガーZ ロールアウトカラー ¥50,000

GX-09MA マジンガーエンジェル ミネルバX

¥2,500

GX-04S UFOロボグレンダイザー 宇宙の王者セット

¥18,000

マジンカイザーSKL スターターパック（DVD無し）

¥3,500 マジンガーZ ゴールド

GX-09MAB ミネルバ X ラ・シレーヌ・ド・ノワール

¥6,000

DX超合金魂

UFOロボグレンダイザー

マジンガーZ クロームメッキ

¥30,000
¥65,000

GX-09SS ミネルバX シャイニングシャドー

¥18,000 マジンガーZ

¥45,000 グレンダイザー

¥6,000 マジンガーZ ブラック

¥50,000

GX-10 ボスボロット

¥10,000

¥14,000 グレンダイザー～鉄仕上げ～

¥7,000 ジェットスクランダー

¥20,000

GX-10B ブラックボスボロット

¥38,000 グレートマジンガー

¥19,000 グレンダイザー＆スペイザー

¥8,000 グレートマジンガー

¥35,000

¥4,000 グレンダイザー

¥45,000

マジンガーZ対応 ジェットスクランダーセット

ポピニカ魂

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

¥2,500 ホバーパイルダー(PX-01)

GX-11MAM ダイアナンA マリンブルーマーメイド

¥5,000 ホバーパイルダー(PX-04)

GX-25 ガラダK7

¥5,000 マジンガーヘッド

GX-26 ダブラスM2

¥3,500

スーパーロボット超合金

¥5,000

マジンガーシリーズ

GX-45 マジンガーZ ニューモデル

GX-45A マジンガーZ 熱海ナイトver ¥12,000 グレートマジンガー
GX-45C マジンガーZ コミックカラーver

¥14,000

グレートマジンガー～鉄（くろがね）仕上げ～

グレンダイザー対応スペイザー
¥4,000

¥6,000 マジンガーZ(ハローキティカラー)

¥1,000 マジンカイザー

EX合金

¥12,000

¥2,500

MAX合金

バンダイ超合金

¥5,000

EXTRA StoryImageFigure

マジンガー1969

¥18,000 SIF EX 弓さやか ノーマルカラーVer.

¥2,000

マジンガー1969 永井豪原作カラーVer.

¥18,000 SIF EX 弓さやか Special Color Ver.

¥1,000

ジェットスクランダー＆アイアンブレードセット

¥2,300 グレートマジンガー1969

¥6,000
¥20,000

フィギュア1点から買い取ります!
お気軽にお持ちください!

