
西尾維新　物語シリーズ　全巻セット BD
化物語　完全生産限定版　全6巻　 3000
偽物語　完全生産限定版　全5巻 3000
猫物語　完全生産限定版　全4巻　 3500
傾物語　完全生産限定版　全2巻　 3300
囮物語　完全生産限定版　全2巻　 3300
鬼物語　完全生産限定版　全2巻 3300
恋物語  完全生産限定版　全2巻　 3300
花物語  完全生産限定版  全2巻　 3500
憑物語  完全生産限定版  全2巻　 5000
終物語  完全生産限定版  全5巻　 15500

全巻セット BD
アイドルマスター シンデレラガールズ 完全生産限定版 全9巻 17000
アルドノア・ゼロ 完全生産限定版 全10巻 16000
アルスラーン戦記　全8巻 20000
「暗殺教室」 初回生産限定版 　全8巻 13000
「暗殺教室」 初回生産限定版　第2期 　全8巻 13000
あんハピ♪ 全6巻 11000
うしおととら　全13巻 24000
オーバーロード　全6巻 24000
俺物語！ 全8巻 17000
学戦都市アスタリスク 2nd Season　全6巻 12000
ガールズ&パンツァー ((初回限定)又は (特装限定版)) 全６巻+ハートフル・タンク・ディスク +これが本当のアンツィオ戦です! (初回限定
版)+ 劇場版(ガールズ&パンツァー 劇場版 (特装限定版) ）+ 第2次ハートフル・タンク・ディスク　 計10巻 26000

ガールズ&パンツァー ((初回限定)又は (特装限定版))  全６巻 20000
ガールズ＆パンツァー スタンダード版 全6巻 14000
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ  (特装限定版)  全9巻 30000
機動戦士ガンダム Gのレコンギスタ 特装限定版 全9巻 13000
機動戦士ガンダムAGE 初回限定版（豪華版）　全13巻　※全巻外箱(ｽﾘｰﾌﾞｹｰｽ）付き※ 18000
キズナイーバー 　全6巻 13000
キルラキル　全9巻 14000
銀魂° 　全13巻 15000
黒子のバスケ 3rd season 特装限定版 全9巻 16000
「GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり」　<初回生産限定版>　全12巻　 31000
甲鉄城のカバネリ　全3巻 12000
紅殻のパンドラ　全6巻 14000
ご注文はうさぎですか??　(2期）　全6巻 12000
この素晴らしい世界に祝福を!　　全5巻 18000
この美術部には問題がある! 初回生産限定版　全6巻 15000
櫻子さんの足下には死体が埋まっている　全6巻 14000
四月は君の嘘　全9巻 30000
ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース  初回生産限定版　全6巻　 12000
ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編 初回生産限定版 全6巻 20000
シドニアの騎士  初回生産限定版  全12巻 22000
Charlotte 全7巻 10000
「昭和元禄落語心中」(限定版) 　全7巻 23000
SHIROBAKO 初回生産限定版 全8巻 14000
新妹魔王の契約者BURST 　全5巻 14000
新世界より　全9巻 24000
ストライク・ザ・ブラッド 初回限定版　全8巻 10000
絶園のテンペスト 完全生産限定版 全12巻 20000
戦姫絶唱シンフォギア 限定版全6巻 18000
戦姫絶唱シンフォギアG  限定版全6巻 14000
ソードアートオンライン　初回限定版　全9巻+Extra Edition 14000
ソードアートオンラインⅡ　初回限定版　全9巻 30000
対魔導学園35試験小隊　全6巻 10000
田中くんはいつもけだるげ  全7巻　 (特装限定版) 15000
だがしかし　全6巻 15000
To LOVEる-とらぶる-ダークネス2nd 初回生産限定版 全7巻 14000
凪のあすから 初回限定版 全9巻 15000

アニメ全巻セット　



NEW GAME! 　全6巻 12000
ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った?(初回限定版) 　　全6巻 15000
のんのんびよりりぴーと　全6巻 16000
ばくおん! !　全6巻　 12000
灰と幻想のグリムガル　全6巻 13000
ハイスクールD×D BorN　 全6巻 12000
ハイキュー!! 初回生産限定版 全9巻 12000
ハイキュー!!セカンドシーズン　初回生産限定版 全9巻 25000
ハイスクール・フリート (完全生産限定版) 　　　全6巻 17000
鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST  初回版　全16巻 23000
ハンドレッド　全6巻 12000
干物妹！うまるちゃん　全6巻 14000
美少女戦士セーラームーンCrystal　初回限定豪華版 　全13巻 15000
響け!ユーフォニアム 初回版 全7巻 18000
不機嫌なモノノケ庵　　全6巻 14000
プラスティック・メモリーズ 完全生産限定版　全7巻 14000
ふらいんぐうぃっち　全6巻 12000
文豪ストレイドッグス  限定版　全10巻 25000
「ヘヴィーオブジェクト」　<初回生産限定版>　全6巻 24000
放課後のプレアデス　全6巻 10000
僕のヒーローアカデミア　全5巻 11000
氷菓　全11巻 15000
Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ!　全5巻 11000
Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ドライ!!　　全6巻 13000
マギ The kingdom of magic　完全生産限定版 全11巻　 10000
魔法科高校の劣等生 　完全生産限定版 全10巻 24000
モブサイコ100　<初回仕様版>  全6巻　 12000
モンスター娘のいる日常 初回生産限定版 全6巻 15000
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている 続　全7巻 12000
結城友奈は勇者である 全6巻 15000
「ヤング ブラック・ジャック」  初回限定盤　全6巻 16000
弱虫ペダル　初回生産限定版 　全13巻 10000
弱虫ペダル GRANDE ROAD 初回生産限定版 全8巻 10000
ラブライブ！(Love Live! School idol project) 　初回限定生産版　全7巻 10000
Re:ゼロから始める異世界生活  全9巻 25000
六花の勇者　全6巻 10000
ワンパンマン  特装限定版　全6巻 13000
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