EX合金 メガゾーン23 ガーランド

EX合金 勇者ライディーン ゴールドver. EX合金 真ゲッター1 改修版ウイング付

19,000円買取

17,000円買取

EX合金

18,000円買取

エネルガー1969 リペイントver.

¥20,000 ウルトラホーク1号 再版

¥16,000

UFOロボ グレンダイザー ダイザー＋ダブルスペイザー

¥35,000 ウルトラホーク2号

¥17,000

¥14,000 UFOロボ グレンダイザー スペイザー＋TFO

¥10,000 ウルトラホーク3号 初版

¥12,000

¥18,000 メガゾーン23 ガーランド

¥19,000 ウルトラホーク3号 再版

¥14,000

ゲッター1 リペイントVer.

¥23,000 勇者ライディーン ゴールドver.

¥17,000 ボーンフリー号

ゲッター1 最終決戦Ver.

¥11,000 タチコマ

ブラックゲッター 竜馬モード

¥14,000

ブラックゲッター 竜馬モード リペイントver チェンジングセット

ゲッター1

¥12,000

¥8,000 ロボコン

¥14,400

ゲッター2

¥18,000 タチコマ Naked Color

¥12,000 ロビンちゃん

ゲッター2 リペイントVer.

¥14,000 ガッチャマンメカコレクションAセット

¥17,000 ガンツ先生

ゲッター2 ブラックVer.

¥18,000 ガッチャマンメカコレクションBセット

¥14,000

ゲッター3

¥16,000 ガッチャマン G-1 リペイントVer.

¥5,000 ムゲンキャリバー

ゲッター3 リペイントVer.

¥12,000

¥8,000 量産型キャリバー

¥2,000

ゲッター3 ブラックVer.

¥20,000 ガッチャマン ゴッドフェニックス(G-5) 火の鳥Ver.

¥5,000 マシンロボ ブルージェット

¥2,500

ガッチャマン ゴッドフェニックス(G-5) リペイントVer.

¥5,400
¥13,000

EM合金
¥4,500

ゲッタードラゴン

¥21,000 ガッチャマンⅡ ニューゴッドフェニックス

ゲッタードラゴン リペイントver./メタルビーストモード

¥20,000

ゲッターライガー

¥17,000 ガッチャマンF ガッチャスパルタン

¥15,000 ゴーショーグン

¥12,000

ゲッターライガー リペイントver./メタルビーストモード

¥23,000

¥18,900 鋼鉄ジーグ&パーンサロイド

¥11,700

ゲッターポセイドン

¥16,000 サイバトロン長老 アルファートリン

¥8,000 ゲッター1

¥8,000

ゲッターポセイドン リペイントver./メタルビーストモード

¥21,000 ダイノボット指揮官 グリムロック

¥5,000 ゲッター2

¥5,000

ミサイルマシンガン シリーズ購入特典 ノーマル

¥3,500 サイバトロン総司令官 コンボイ

¥4,000 ゲッター3

¥8,000

ミサイルマシンガン シリーズ購入特典 ブラック

¥2,500 DXアラレちゃん

¥14,000 ゴーダム

¥8,000

ギガンティックダブルトマホーク シリーズ購入特典

¥9,000 DXアラレちゃん ネコ耳ver.

¥18,000 ゴーダムドラゴン

ガッチャマンⅡ ニューゴッドフェニックス 火の鳥Ver.

ガッチャマンF ガッチャスパルタン ハイパーシュートVer.

¥13,000 ロードバスター

¥2,500

ES合金

¥7,000

¥3,000

真ゲッター1 改修版ウイング付

¥18,000 DXアラレちゃん スッパマンスーツver.

¥8,000 バイカンフー

真ゲッター1 チェンジングセット BLACK ver./BLACK GETTER mode

¥15,000 オボッチャマン

¥6,000 ムゲンキャリバー

¥2,000

真ゲッター1 チェンジングセット リペイントVer.

¥27,000 トリヤマ

¥7,200 ガイキング/LEGEND OF DAIKU-MARYU

¥6,000

マジンガー1969

¥18,000 怪物くん ノーマルカラーver.

¥6,000

¥5,000

マジンガー1969 リペイントver.

¥20,000 怪物くん オールドコミックカラーver.

¥3,000 勇者ライディーン

マジンガー1969 永井豪原作カラーVer.

¥21,000 忍者ハットリくん

¥6,000 マジンガーZ

ジェットスクランダー＆アイアンブレードセット

¥6,000 柔王丸 通常版

¥12,000

ライキング＆バルキング/LEGEND OF DAIKU-MARYU

¥6,000
¥12,000

¥10,800 グレートマジンガー

¥7,000

グレートマジンガー1969

¥20,000 柔王丸 モデリングカラーVer.

¥13,000 ロードバスター

¥2,000

グレートマジンガー1969 永井豪原作カラーVer. 通常版

¥20,000 バッカスⅢ世

¥13,000 闘士ゴーディアン

¥8,000

グレートマジンガー1969 永井豪原作カラーVer. 完全版

¥20,300 万能戦艦マイティ号

¥4,100

¥11,700 サイバトロン総司令官 コンボイ

¥3,500

¥16,200 タックアロー＋タックパンサー

¥10,000 サイバトロン総司令官 ロディマスコンボイ

¥1,500

マジンガー1901 ボスボロット シルバーVer.

¥31,500 マットアロー1号＋スペースアロー

¥12,000 真ゲッター1

¥6,000

マジンガー1901 ダブラス カラーVer.

¥7,000 万能戦艦マイティ号 Ver.2

¥7,000 キングスカッシャー

マジンガー1901 ボスボロット カラーVer.

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

¥6,000 マットアロー2号＋マットジャイロ

マジンガー1901 ダブラス シルバーVer.

¥11,000

エネルガー1969

¥10,000 ウルトラホーク1号 初版

マットビハイクル 迷彩ランチャー＆レーダー2種セット

¥17,000

レイニング・ルーニー

¥1,800 ギンガイザー 超常スマッシュBOX
¥40,000
¥15,000 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!

