
風が吹いている 全6巻 ¥600 ゴクジョ 9 ～ ¥200 STEEL BALL RUN（文庫） 全16巻 ¥3,200 

家庭教師ヒットマンリボーン 37 ～ ¥100 孤高の人 全17巻 ¥1,000 スラムダンク 全31巻 ¥500 

彼方のアストラ 1 ～ ¥250 ここは今から倫理です 2 ～ ¥150 スラムダンク(完全版) 全24巻 ¥5,000 

彼女のカレラ 全24巻 ¥1,800 孤食ロボット 5 ～ ¥250 スラムダンク（新装再編版） 16 ～ ¥300 

カフス－傷だらけの地図－ 全32巻 ¥3,200 こちら亀有公園前派出所 全200巻 ¥7,500 スラムダンク（新装再編版） 全20巻 ¥6,000 

カラダ探し 11 ～ ¥200 この音とまれ 1 ～ ¥200 すんどめ！！ミルキーウェイ 2 ～ ¥300 

カラダ探し　解 3 ～ ¥200 この音とまれ 8 ～ ¥300 青春兵器ナンバーワン 6 ～ ¥200 

集英社コミック ＄ ＄ 華麗なる食卓 全49巻 ¥2,000 この音とまれ 1～20巻ｾｯﾄ ¥6,000 聖闘士星矢 全28巻 ¥1,800 

タイトル 巻数 買取価格 ＧＡＮＴＺ 33・34・36～ ¥150 サーキットの狼 全27巻 ¥3,000 聖闘士星矢（完全版） 全22巻 ¥3,500 

アイシールド２１ 28 ～ ¥100 ＧＡＮＴＺ 全37巻 ¥2,500 斉木楠雄のψ難 8・9・14～16・19～ ¥150 石影妖漫画譚 全11巻 ¥600 

ｉショウジョ+ 7 ～ ¥100 ＧＡＮＴＺ：Ｇ 4 ～ ¥250 ＰＳＹＲＥＮ-ｻｲﾚﾝ- 14 ～ ¥100 ７ｔｈＧＡＲＤＥＮ 7 ～ ¥100 

Ｉ”ｓ　アイズ 全15巻 ¥1,000 銃夢　HYPER FUYURE VISION（新装版） 2 ～ ¥250 ＰＳＹＲＥＮ-ｻｲﾚﾝ- 全16巻 ¥1,000 千里の道も 全45巻 ¥2,200 

アウターゾーン 全15巻 ¥1,000 銃夢　HYPER FUYURE VISION（新装版） 全7巻 ¥1,800 魁!!男塾 全34巻 ¥1,500 双星の陰陽師 16 ～ ¥200 

青の祓魔師 19・23～ ¥200 君は淫らな僕の女王 2 ～ ¥100 サムライソルジャー 27巻 ¥150 ダーリン・イン・ザ・フランキス 3 ～ ¥150 

青のフラッグ 1 ～ ¥200 鬼滅の刃 1 ～ ¥350 ＴＨＥ ＭＯＭＯＴＡＲＯＨ 全10巻 ¥500 ＤＩＮＥＲ　ダイナー 2 ～ ¥300 

暁!!男塾 全25巻 ¥1,200 鬼滅の刃 1～16巻ｾｯﾄ ¥5,700 左門くんはサモナー 10巻 ¥150 たいようのマキバオー 全16巻 ¥1,600 

アクタージュ 1 ～ ¥200 逆転裁判-その「真実」、異議あり！- 2 ～ ¥150 サラリーマン金太郎　五十歳 全4巻 ¥400 たいようのマキバオーＷ 17 ～ ¥200 

悪魔のメムメムちゃん 5 ～ ¥200 キャッツアイ 全18巻 ¥900 サラリーマン金太朗 全30巻 ¥2,000 たいようのマキバオーＷ 全20巻 ¥3,000 

明日ちゃんのセーラー服 4 ～ ¥150 キャプテン 全26巻 ¥2,000 ３年奇面組 全6巻 ¥300 ダシマスター 7 ～ ¥200 

アナノムジナ 3 ～ ¥150 キャプテン翼 全37巻 ¥4,000 地獄甲子園 全3巻 ¥300 ＴＯＵＧＨ－龍を継ぐ男－ 7 ～ ¥200 

兄に付ける薬はない！ 1巻 ¥300 キャプテン翼（文庫） 全21巻 ¥3,000 地獄先生ぬーべー 全31巻 ¥1,500 ＴＯＵＧＨ 31 ～ ¥150 

阿波連さんははかれない 2 ～ ¥150 キャプテン翼ﾜｰﾙﾄﾞﾕｰｽ編 全18巻 ¥1,800 地獄先生ぬーべーＮＥＯ 9 ～ ¥150 ＴＯＵＧＨ 全39巻 ¥3,900 

甘い生活 全40巻 ¥5,000 キャプテン翼ROAD TO２００２ 全15巻 ¥1,000 地獄先生ぬーべーＳ 1 ～ ¥200 誰が賢者を殺したか？ 3 ～ ¥100 

甘い生活season2 6 ～ ¥300 キャプテン翼GOLDEN-２３ 全12巻 ¥1,200 シティーハンター 全35巻 ¥3,000 珍遊記 全6巻 ¥600 

暗殺教室 全21巻 ¥700 キャプテン翼ライジグサン 4 ～ ¥200 ＳＨＩＤＯＯＨ　士道 23･24 ¥150 珍遊記　不完全版 全4巻 ¥600 

磯部磯兵衛物語-浮世はつらいよ- 9･10･15～ ¥100 キャプテン翼KIDS DREAM 1 ～ ¥250 ジモトがジャパン 1 ～ ¥250 珍遊記2-夢の印税生活- 全4巻 ¥1,000 

いちご100％ 全19巻 ¥900 狂四郎2030 全20巻 ¥1,000 灼熱の卓球娘 6 ～ ¥100 Ｄ．Ｇｒａｙ－Ｍａｎ　ﾃﾞｨｰ･ｸﾞﾚｲﾏﾝ 26 ～ ¥250 

イノサン 全9巻 ¥700 銀牙-流れ星 銀- 全18巻 ¥900 ジャングルの王者ターちゃん 全7巻 ¥500 帝一の國 6・9･12 ¥150 

イノサンＲｏｕｇｅ 7 ～ ¥250 銀河英雄伝説 10 ～ ¥250 新・ジャングルの王者ターちゃん 全20巻 ¥1,000 テガミバチ 18 ～ ¥100 

嘘喰い 12・32・34・37・40 ¥150 ぎんぎつね 14 ～ ¥150 呪術廻戦 1 ～ ¥250 デジモンアドベンチャーＶテイマー01 1 ～ ¥200 

嘘喰い 45～48 ¥200 キングダム 1～38・41～44 ¥450 十二大戦 4 ～ ¥200 鉄腕アダム 3 ～ ¥150 

うらたろう 全6巻 ¥400 キングダム 52 ～ ¥300 終末のハーレム 6 ～ ¥250 テニスの王子様 全42巻 ¥2,100 

怨み屋本舗 全20巻 ¥2,500 キングダム 1～54巻セット ¥22,000 終末のハーレム　ファンタジア 2 ～ ¥200 テラフォーマーズ 19・21～ ¥100 

怨み屋本舗　巣来間風介 5 ～ ¥200 銀魂 47・49～52・58・59 ¥100 症年症女 全3巻 ¥200 デリバリーシンデレラ 全11巻 ¥600 

怨み屋本舗　巣来間風介 全6巻 ¥900 銀魂 71 ～ ¥250 昭和不老不死伝説バンパイア 全5巻 ¥500 天神　ＴＥＮＪＩＮ 7 ～ ¥200 

怨み屋本舗　REBOOT 全13巻 ¥1,300 キン肉マン 1～20･30～ ¥100 食戟のソーマ 29・31～ ¥200 伝説の勇者の婚活 4巻 ¥150 

怨み屋本舗　REVENGE 全11巻 ¥1,100 キン肉マン 40 ～ ¥150 ジョジョの奇妙な冒険 55 ～ ¥150 東京喰種 全14巻 ¥700 

怨み屋本舗　EVIL HEART 全9巻 ¥900 近未来不老不死伝説バンパイア 全5巻 ¥500 ジョジョの奇妙な冒険 全63巻 ¥7,500 東京喰種：ｒｅ 14 ～ ¥100 

怨み屋本舗　WORST 5 ～ ¥250 クノイチノイチ！ 3 ～ ¥250 ジョジョの奇妙な冒険（文庫） 4・9～12・16・17・20～28・31・37～ ¥150 東京季語譚訪 2 ～ ¥150 

ＥＸ-ＡＲＭ エクスアーム 7 ～ ¥150 クノイチノイチ！ノ弐 2 ～ ¥300 ジョジョの奇妙な冒険（文庫） 全50巻 ¥7,500 ドーベルマン刑事 全29巻 ¥1,000 

エルドライブ 9 ～ ¥150 CLAYMORE-クレイモア- 27巻 ¥100 ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン 5 ～ ¥150 Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ　ﾄﾞｸﾀｰｽﾄｰﾝ 3 ～ ¥250 

王国物語 1 ～ ¥100 黒子のバスケ 全30巻 ¥500 ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン 全17巻 ¥2,000 Ｄｒ．スランプ 8･14～ ¥100 

王様の仕立て屋～下町ﾃｰﾗｰ～ 1 ～ ¥250 群青戦記 16 ～ ¥200 ジョジョリオン 15 ～ ¥200 Ｄｒ．スランプ 全18巻 ¥1,800 

王様の仕立て屋～ﾌｨｵﾘ･ﾃﾞｨ･ｼﾞﾗｿｰﾚ～ 3 ～ ¥200 群青のマグメル 4 ～ ¥150 しらたまくん 10 ～ ¥250 Ｄｒ．スランプ（文庫） 全9巻 ¥1,300 

オトメの帝国 8 ～ ¥200 血界戦線 全10巻 ¥500 JIN-仁- 全20巻 ¥1,500 Ｄｒ．スランプ　完全版 全15巻 ¥4,000 

俺を好きなのはお前だけかよ 2 ～ ¥200 血界戦線Ｂａｃｋ２Ｂａｃｋ 5 ～ ¥150 新サラリーマン金太郎 全7巻 ¥700 とってもラッキーマン 全16巻 ¥600 

終わりのセラフ 17 ～ ¥250 潔癖男子！青山くん 12 ～ ¥300 新テニスの王子様 15.17.18 ¥100 ド編級エグゼロス 4 ～ ¥100 

カウンタック 全28巻 ¥2,100 怪物事変 5 ～ ¥150 新テニスの王子様 19 ～ ¥200 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険 全37巻 ¥2,500 

かぐや様は告らせたい 2・4～ ¥350 恋は光 7 ～ ¥150 スケットダンス 26.29～ ¥100 ドラゴンクエスト ダイの大冒険（文庫） 全22巻 ¥3,300 

かぐや様は告らせたい 9 ～ ¥400 高校鉄拳伝タフ 全42巻 ¥2,100 STEEL BALL RUN 22 ～ ¥150 ドラゴンボール 全42巻 ¥1,000 

かぐや様は告らせたい 1～14巻ｾｯﾄ ¥5,500 ゴールデンカムイ 8・9・11～ ¥200 STEEL BALL RUN 全24巻 ¥3,000 ドラゴンボール（新装版） 全42巻 ¥6,000 
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封神演義　完全版 9 ～ ¥200 ワールドトリガー 14 ～ ¥300 Ｃａｐｅｔａ 全32巻 ¥3,200 

ＢＯＹ 全33巻 ¥1,000 わたるがぴゅん！ 全58巻 ¥4,500 我間乱 全22巻 ¥1,500 

ボクガール 10 ～ ¥100 ＯＮＥ　ＯＵＴＳ 8･11･14～ ¥200 神の雫 全44巻 ¥5,000 

ぼくたちは勉強ができない 6 ～ ¥250 ＯＮＥ　ＯＵＴＳ 全20巻 ¥4,000 カメレオン 全47巻 ¥5,000 

北斗の拳 全27巻 ¥1,300 ワンダーラビットガール 6 ～ ¥100 仮面ライダー　ＳＰＩＲＩＴＳ 全16巻 ¥1,600 

僕のヒーローアカデミア 15 ～ ¥200 ワンダーラビットガール 全7巻 ¥500 寄宿学校のジュリエット 7 ～ ¥200 

星の王子さま 1 ～ ¥200 ＯＮＥ　ＰＵＮＣＨ-ＭＡＮ　ワンパンマン 2 ～ ¥200 寄宿学校のジュリエット 1～13巻ｾｯﾄ ¥1,900 

ドラゴンボール　超 6 ～ ¥150 ボボボーボ・ボーボボ 全21巻 ¥1,000 ＯＮＥ　ＰＵＮＣＨ-ＭＡＮ　ワンパンマン 6 ～ ¥300 きのう何食べた？ 5 ～ ¥150 

ＴＯ ＬＯＶＥる 全18巻 ¥900 ＢＯＲＵＴＯ　ボルト 5 ～ ¥250 ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ワンピース 1～最新巻 ¥5,000 君のいる町 20・23・25・26 ¥100 

ＴＯ ＬＯＶＥる ダークネス 18巻 ¥200 幕張 全9巻 ¥500 講談社コミック ＄ ＄ ギャングース 15 ～ ¥200 

トリコ 31・34・36～ ¥100 真島クンすっとばす！！ 全15巻 ¥500 タイトル 巻数 買取価格 ギャングキング（講談社　新装版） 1～14 ¥100 

ドロ刑 1 ～ ¥300 魔人探偵　脳噛ネウロ 6･8～11･13～15･19～ ¥100 あいつとララバイ 全39巻 ¥2,000 ギャングキング（講談社　新装版） 21～23・27 ¥150 

とんかつＤＪアゲ太郎 9 ～ ¥350 魔人探偵　脳噛ネウロ 全23巻 ¥1,500 ＡＫＩＲＡ 全6巻 ¥1,800 QED証明終了 全50巻 ¥2,500 

ＮＡＲＵＴＯ　ナルト 全72巻 ¥2,500 マンキツ 6 ～ ¥150 惡の花 全11巻 ¥500 虚構推理 7 ～ ¥200 

ニセコイ 17巻 ¥100 Mr.Ｃｌｉｃｅ　ミスタークリス 6 ～ ¥100 アゴなしゲンと俺物語 全32巻 ¥1,500 巨人の星 全19巻 ¥1,900 

ニセコイ 20 ～ ¥200 みどりのマキバオー 16巻 ¥100 あしたのジョー[完全復刻版] 全20巻 ¥1,500 金田一少年の事件簿 全27巻 ¥800 

ぬらりひょんの孫 23・24 ¥100 みどりのマキバオー 全16巻 ¥800 あしたのジョー（文庫） 全12巻 ¥1,200 空挺ドラゴンズ 1 ～ ¥200 

ノノノノ 全13巻 ¥700 源君物語 8 ～ ¥150 亜人 11 ～ ¥200 ＧＥ～グッドエンディング～ 全16巻 ¥1,600 

バーテンダー　６ｓｔｐ 2 ～ ¥250 ムヒョとロージーの魔法律相談事務所 6 ～ ¥100 Ａ－ＢＯＵＴ！ 全19巻 ¥1,000 グラゼニ 全17巻 ¥1,500 

バーテンダー ア トウキョウ 全8巻 ¥800 ムヒョとロージーの魔法律相談事務所 全18巻 ¥1,800 あひるの空 36・37・38 ¥150 グラゼニ～東京ドーム編～ 全15巻 ¥2,500 

バーテンダー　ア パリ 全6巻 ¥600 ムヒョとロージーの魔法律相談事務所　魔属魔具師編 1 ～ ¥300 アルキメデスの対戦 8 ～ ¥300 グラゼニ　ﾊﾟ・ﾘｰｸﾞ編 1 ～ ¥250 

バイオーグ・トリニティ 14巻 ¥100 めだかボックス 19 ～ ¥100 アルキメデスの対戦 1～14巻ｾｯﾄ ¥3,400 ぐらんぶる 3・7・10 ¥350 

ハイキュー!! 25 ～ ¥250 めだかボックス 全22巻 ¥1,600 アルスラーン戦記 9 ～ ¥200 ぐらんぶる 1～12巻ｾｯﾄ ¥3,500 

ハイスクール奇面組 全20巻 ¥1,000 もぐささん 7 ～ ¥100 行け！稲卓球部（文庫） 全8巻 ¥800 グレイプニル 2 ～ ¥250 

バクマン。 全20巻 ¥1,000 もぐささんは食欲と闘う 4 ～ ¥100 生贄投票 6 ～ ¥200 くろアゲハ 6 ～ ¥200 

ハチワンダイバー 全35巻 ¥1,800 もっこり半兵衛 1 ～ ¥150 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 7 ～ ¥250 獣の奏者 全11巻 ¥600 

花の慶次 全17巻 ¥1,700 元ヤン 10 ～ ¥300 1日外出録ハンチョウ 5 ～ ¥200 喧嘩稼業 9 ～ ¥150 

花のち晴れ 11 ～ ¥250 もののがたり 7 ～ ¥200 1・2の三四郎 全20巻 ¥2,000 喧嘩商売 全24巻 ¥2,400 

ハンター×ハンター 9・20・21・26・27・35 ¥100 夜王 27 ～ ¥250 いとしのムーコ 8 ～ ¥150 恋と嘘 7 ～ ¥250 

ヒカルの碁 全23巻 ¥1,800 約束のネバーランド 1 ～ ¥350 頭文字Ｄ 44 ～ ¥200 甲子園へ行こう！ 全18巻 ¥2,000 

ヒカルの碁　完全版 全20巻 ¥4,000 約束のネバーランド 1～14巻ｾｯﾄ ¥5,000 頭文字Ｄ 全48巻 ¥3,800 コウノドリ 17・24～ ¥150 

電影少女 全15巻 ¥1,000 憂鬱くんとサキュバスさん 2 ～ ¥200 いぬやしき 10巻 ¥100 コウノドリ 1～26巻ｾｯﾄ ¥2,800 

火ノ丸相撲 9 ～ ¥250 遊戯王 全38巻 ¥2,500 インフェクション 8 ～ ¥200 コータローまかりとおる 全59巻 ¥1,700 

干物妹！うまるちゃん 10･12 ¥200 遊戯王（文庫） 全22巻 ¥3,000 インベスターＺ 5 ～ ¥200 刻刻 全8巻 ¥1,000 

干物妹！うまるちゃんＧ１ 1 ～ ¥200 憂国のモリアーティ 4 ～ ¥250 インベスターＺ 全21巻 ¥5,000 ゴッドハンド輝 62巻 ¥200 

臏ビン～孫子異伝～ 8・9・12 ¥150 幽遊白書 全19巻 ¥1,900 ヴィンランド・サガ 18 ～ ¥200 ゴッドハンド輝 全62巻 ¥4,000 

貧乏神がっ！ 全16巻 ¥800 幽遊白書（完全版） 全15巻 ¥3,000 宇宙兄弟 24 ～ ¥200 五等分の花嫁 1 ～ ¥300 

ファイアーエンブレム覇者の剣 全11巻 ¥500 幽遊白書（文庫） 全12巻 ¥2,400 宇宙兄弟 1～35巻セット ¥5,100 五等分の花嫁 1～9巻セット ¥2,800 

フードファイタータベル 3 ～ ¥150 ゆらぎ荘の幽奈さん 4 ～ ¥200 エリアの騎士 38～51 ¥100 ゴリラーマン 全19巻 ¥900 

武装錬金 全10巻 ¥400 ゆらぎ荘の幽奈さん 14 ～ ¥300 エリアの騎士 52 ～ ¥200 金色のガッシュ（文庫） 全16巻 ¥2,400 

不能犯 8 ～ ¥200 妖怪少女モンスガ 8・9・14 ¥150 炎炎ノ消防隊 6～12 ¥150 今夜は月が綺麗ですがとりあえず死ね 7 ～ ¥200 

プラチナエンド 8 ～ ¥200 世にも奇妙な漫★画太郎 全7巻 ¥700 炎炎ノ消防隊 13 ～ ¥250 ３×３ＥＹＥＳ（文庫） 全24巻 ¥3,600 

ＢＬＡＣＫ ＣＡＴ 全20巻 ¥700 ライカンスロープ冒険保険 3 ～ ¥200 エンゼルバンク　ドラゴン桜外伝 全14巻 ¥1,400 サタノファニ 2 ～ ¥200 

ブラッククローバー 6・7・15～ ¥300 ライジングインパクト 全17巻 ¥1,000 エンバンメイズ 全6巻 ¥600 ザ・ファブル 1 ～ ¥350 

ブラックナイトパレード 3 ～ ¥200 ラジエーションハウス 1 ～ ¥300 ＡＬＬ　ＯＵＴ！ 13 ～ ¥250 ザ・ファブル 1～17巻ｾｯﾄ ¥6,000 

ＢＬＥＡＣＨ　ブリーチ 64～73 ¥100 リクドウ 11 ～ ¥250 おせん 全16巻 ¥1,600 ＳＡＭＵＲＡＩＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（文庫） 全18巻 ¥2,700 

プリマックス 7 ～ ¥150 リングにかけろ 全25巻 ¥2,500 弟キャッチャー俺ピッチャーで！ 全20巻 ¥1,000 ＳＡＭＵＲＡＩＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ 全38巻 ¥1,100 

フルチャージ!!家電ちゃん 4 ～ ¥100 ルーキーズ 全24巻 ¥1,200 海皇紀 全45巻 ¥2,000 山賊ダイアリー 全7巻 ¥1,000 

ＢＵＮＧＯ 11 ～ ¥200 るろうに剣心 全28巻 ¥1,400 海賊とよばれた男 全10巻 ¥1,000 ジゴロ次五郎 全22巻 ¥3,000 

べしゃり暮らし 18巻 ¥200 霊媒師いずなａｓｃｅｎｓｉｏｉｎ 5・10 ¥150 風光る 全44巻 ¥1,500 ＺＩＰＡＮＧ　深蒼海流 14 ～ ¥200 

べるぜバブ 全28巻 ¥1,400 レトルトパウチ 6 ～ ¥150 火葬場のない町に鐘が鳴る時 13 ～ ¥250 ＺＩＰＡＮＧ　深蒼海流 全23巻 ¥3,500 

冒険王ビィト 14 ～ ¥ ROBOT×LASERBEAM　ﾛﾎﾞｯﾄﾚｰｻﾞｰﾋﾞｰﾑ 6 ～ ¥100 かつて神だった獣たちへ 7 ～ ¥250 島耕作　取締役 全8巻 ¥800 

封神演義 全23巻 ¥1,800 ワールドトリガー 1 ～ ¥200 カバチ!!! 1～22巻ｾｯﾄ ¥2,500 島耕作　会長 8 ～ ¥200 
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ＤＡＹＳ 26 ～ ¥250 特攻の拓（青表紙）少年ｻｲｽﾞ 全27巻 ¥4,000 ＡＺＵＭＩ～あずみ～ 全18巻 ¥2,500 

ＤＡＹＳ 1～32巻ｾｯﾄ ¥4,300 特攻の拓（青表紙）少年ｻｲｽﾞ 1 ～ ¥100 あずみ 全48巻 ¥2,400 

鉄拳　チンミ 全35巻 ¥1,700 特攻の拓（白表紙）少年ｻｲｽﾞ 全27巻 ¥2,500 アトム　ザ・ビギニング 8～ ¥150 

哲也 全41巻 ¥2,000 特攻の拓　新装版　青年ｻｲｽﾞ 全27巻 ¥4,900 姉ログ 全12巻 ¥300 

デビルズライン 1～12巻ｾｯﾄ ¥2,000 特攻の拓　新装版　青年ｻｲｽﾞ 6・7・9 ¥150 天野めぐみはスキだらけ 6～ ¥100 

亜人ちゃんは語りたい 6 ～ ¥200 特攻の拓　新装版　青年ｻｲｽﾞ 11 ～ ¥200 アラタカンガタリ～革神語～　　リマスター版 1 ～ ¥200 

天空侵犯 16 ～ ¥250 不滅のあなたへ 7 ～ ¥200 いつわりびと空 全23巻 ¥1,200 

島耕作　係長 3 ～ ¥100 転生したらスライムだった件 1 ～ ¥400 ＢＬＡＭＥ！ 全10巻 ¥1,000 犬夜叉 40 ～ ¥100 

島耕作　学生 3 ～ ¥200 転生したらスライムだった件 1～11巻ｾｯﾄ ¥4,500 ＢＬＡＭＥ！　新装版 全6巻 ¥1,200 犬夜叉　スペシャル版 全30巻 ¥6,000 

島耕作　学生 全6巻 ¥1,400 東京卍リベンジャーズ 1 ～ ¥200 監獄学園 28巻 ¥300 今際の路のアリス　※国ではなく路の方です 8～ ¥200 

島耕作　学生　就活編　 1 ～ ¥200 賭博堕天録カイジ　ワン・ポーカー編 3～10 ¥100 ＢａｂｙＳｔｅｐｓ 47巻 ¥200 妹さえいればいい＠comic 5 ～ ¥150 

島耕作　課長 全17巻 ¥900 賭博堕天録カイジ　ワン・ポーカー編 12 ～ ¥250 へうげもの 全25巻 ¥2,500 Ｉｎｆｉｎｉ　Ｔ　Ｆｏｒｃｅ 5 ～ ¥150 

島耕作　社長 全16巻 ¥2,400 ドメスティックな彼女 4・5・7～9 ¥200 ヘルプマン！ 全27巻 ¥3,000 うえきの法則 全16巻 ¥400 

島耕作　常務 全6巻 ¥600 ドメスティックな彼女 10 ～ ¥300 宝石の国 4・6～ ¥150 うしおととら(文庫) 全19巻 ¥2,900 

島耕作　専務 全5巻 ¥800 ドメスティックな彼女 1～21巻セット ¥5,100 僕はビートルズ 全10巻 ¥1,000 うしおととら　完全版 全20巻 ¥6,000 

島耕作　部長 全13巻 ¥1,300 トモダチゲーム 1～13巻ｾｯﾄ ¥600 星野、目をつぶって。 10 ～ ¥150 嘘つきは殿様のはじまり 4 ～ ¥150 

島耕作　ヤング 全4巻 ¥600 ドラゴン桜 全21巻 ¥2,100 ましろのおと 14～20 ¥100 海猿 全12巻 ¥500 

島耕作　ヤング　主任編 全4巻 ¥600 ドリームス 70･71 ¥200 ましろのおと 21 ～ ¥150 海猿　文庫 全5巻 ¥1,000 

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ 40 ～ ¥200 七つの大罪 33 ～ ¥300 Mr・釣りどれん 全17巻 ¥1,000 うる星やつら 全34巻 ¥1,500 

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ 1～51巻ｾｯﾄ ¥4,500 七つの大罪 1～36巻ｾｯﾄ ¥5,000 みだらな青ちゃんは勉強ができない 3 ～ ¥200 うる星やつら　新装版 全34巻 ¥2,800 

シャコタン★ブギ 全32巻 ¥1,600 ナニワ金融道（文庫） 全10巻 ¥1,500 夢幻の軍艦　大和 全14巻 ¥700 ULTRAMAN 10～ ¥100 

シュート！ 全33巻 ¥1,300 なにわ友あれ 18 ～ ¥300 無限の住人 30巻 ¥150 映像研には手を出すな! １～ ¥200 

柔道部物語 全11巻 ¥1,500 なにわ友あれ 全31巻 ¥5,000 女神の鬼 全29巻 ¥2,900 Ｈ２　ワイド版 全17巻 ¥1,700 

修羅の門 全31巻 ¥1,500 ナニワトモアレ 全28巻 ¥3,500 モンタージュ 全19巻 ¥2,000 江川と西本 6～ ¥250 

将国のアルタイル 18 ～ ¥200 なんでここに先生が！？ 3 ～ ¥350 山田くんと7人の魔女 20 ～ ¥200 SP　警視庁警備部警護課第四係 全7巻 ¥300 

翔太の寿司 全27巻 ¥1,300 のぼる小寺さん 3 ～ ¥200 ヤンキー烈風隊 全28巻 ¥2,000 Ｓレア装備の似合う彼女 5～ ¥150 

将太の寿司 全国大会編 全17巻 ¥1,500 ノラガミ 17 ～ ¥150 ＵＱ ＨＯＬＤＥＲ！ 17 ～ ¥250 江戸の検死官官 5 ～ ¥150 

湘南純愛組！ 全31巻 ¥1,500 爆音伝説カブラギ 18 ～ ¥150 勇午 全22巻 ¥3,000 黄金のラフ　草太の恋 6 ～ ¥200 

湘南爆走族(完全版) 全14巻 ¥5,000 爆音列島 全18巻 ¥1,000 夜廻り猫 1 ～ ¥400 黄金のラフ　草太のｽﾀﾝｽ 全33巻 ¥4,000 

将来的に死んでくれ 5 ～ ¥200 ばくだん！-幕末男子- 全6巻 ¥600 リアルアカウント 18 ～ ¥200 王様達のヴァイキング 13～ ¥100 

進撃の巨人 26 ～ ¥200 はじめの一歩 124巻 ¥200 リアルアカウント 1～22巻ｾｯﾄ ¥2,500 おーい龍馬！新装版 全12巻 ¥2,000 

新宿スワン 全38巻 ¥3,000 バジリスク 全5巻 ¥500 Ｙ＋Ｍ　柳生忍法帖 全11巻 ¥1,000 帯をギュッとね！(ワイド版) 全13巻 ¥1,000 

新　鉄拳チンミ 全20巻 ¥1,000 バスター　キール 全12巻 ¥600 渡くんの☓☓が崩壊寸前 3 ～ ¥200 汚物を消毒です 4 ～ ¥100 

スーパードクターＫ（文庫） 全22巻 ¥3,300 はたらく細胞 3 ～ ¥200 わにとかげぎす 全4巻 ¥400 おぼっちゃまくん 全24巻 ¥5,000 

涼風（文庫） 全9巻 ¥1,400 バックストリート・ガールズ－ゴクドルズ－ 6 ～ ¥250 湾岸ＭＩＤ　ＮＩＧＨＴ 全42巻 ¥5,000 オンライン 10～ ¥200 

涼風 14 ～ ¥100 バックストリート・ガールズ－ゴクドルズ－ 全12巻 ¥2,300 湾岸ミッドナイトＣ１ランナー 全12巻 ¥1,500 海獣の子供 全5巻 ¥500 

涼風 全18巻 ¥1,000 バトルスタディーズ 4 ～ ¥200 小学館コミック ＄ ＄ 岳 全18巻 ¥2,000 

砂の栄冠 全25巻 ¥3,500 バトルスタディーズ 1～18巻ｾｯﾄ ¥3,600 タイトル 巻数 買取価格 岳 17～ ¥150 

生徒会役員共 14 ～ ¥200 バリバリ伝説 全38巻 ¥1,500 アーティストアクロ 全9巻 ¥200 風の大地 61 ～ ¥150 

聖おにいさん 14 ～ ¥200 ハレ婚 6・9・10・17～ ¥200 ARMS 全22巻 ¥700 仮面ライダークウガ 7 ～ ¥150 

セーラーエース 全6巻 ¥600 ハレ婚 1～17巻ｾｯﾄ ¥3,200 ARMSワイド版 全12巻 ¥2,000 からかい上手の高木さん 10 ～ ¥250 

ゼロセン 全8巻 ¥400 ハロー張りネズミ 1 ～ ¥100 愛・・・しりそめし頃に・・・ 全12巻 ¥3,700 からくりサーカス 1～5 ¥100 

センゴク 全15巻 ¥1,000 ピアノの森（新装版・白） 全26巻 ¥3,000 アイアムアヒーロー 全22巻 ¥700 からくりサーカス 37～ ¥200 

センゴク　天正記 全15巻 ¥1,500 ＢＥ－ＢＯＰ　ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ 全48巻 ¥3,000 相棒 全12巻 ¥300 からくりサーカス 全43巻 ¥4,000 

川柳少女 2 ～ ¥250 彼岸島　最後の４７日間 全16巻 ¥2,000 アオアシ 1 ～ ¥300 からくりサーカス(ワイド版) 全23巻 ¥4,000 

蒼天航路（極厚版） 全12巻 ¥3,600 彼岸島　48日後・・・ 14 ～ ¥250 アオアシ 1～1６巻 ¥5,000 ガンバ!Fly high 全34巻 ¥1,500 

タイガーマスク 全14巻 ¥1,400 100万の命の上に俺は立っている 6 ～ ¥200 アオイホノオ 19～ ¥100 GIGANT 3～ ¥150 

ダイヤＡ 全47巻 ¥3,000 風夏 16・17 ¥100 あさひなぐ 24～ ¥150 機動警察パトレイバー(文庫) 全11巻 ¥1,100 

中間管理録トネガワ 7 ～ ¥150 風夏 20巻 ¥250 あさひなぐ 1～29巻ｾｯﾄ ¥3,500 機動警察パトレイバー(ワイド版) 全11巻 ¥1,500 

徒然チルドレン 12巻 ¥200 フェアリーテイル 57 ～ ¥200 あしたは土曜日 全2巻 ¥200 機動戦士ガンダム　アグレッサー 6～ ¥200 

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ3 全21巻 ¥1,500 フェアリーテイル 全63巻 ¥3,500 亜獣譚 3 ～ ¥200 機動戦士ガンダム　サンダーボルト 10 ～ ¥200 
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新黒沢最強伝説 12～ ¥100 日本沈没 全15巻 ¥1,000 マチネとソワレ 6～ ¥150 

新・逃亡弁護士　成田誠 全5巻 ¥300 ノ・ゾ・キ・ミ 全8巻 ¥800 ＭＩＸ 9～ ¥200 

ジンメン 6～ ¥250 のぞき屋　完全版 全6巻 ¥600 MOON 全9巻 ¥500 

深夜食堂 15 ～ ¥250 信長協奏曲 1～17巻ｾｯﾄ ¥1,800 六三四の剣 全24巻 ¥2,000 

スーパーマリオくん 1～55巻セット ¥4,000 信長協奏曲 15 ～ ¥100 六三四の剣　ワイド版 全11巻 ¥2,000 

スプリガン(文庫) 全8巻 ¥1,000 BIRDMEN 7 ～ ¥150 名探偵コナン １～95巻ｾｯﾄ ¥8,500 

絶対可憐チルドレン 50～ ¥100 ハクバノ王子サマ 全10巻 ¥500 名探偵コナン 66～83 ¥100 

QあんどA 全6巻 ¥300 絶対可憐チルドレン 1～53巻ｾｯﾄ ¥4,100 ハダカメラ 2 ～ ¥300 酩酊!怪獣酒場 4 ～ ¥200 

境界のＲＩＮＮＥ 35 ～ ¥200 絶対絶命でんじゃらすじーさん 全20巻 ¥2,000 Happy！　完全版 全15巻 ¥2,000 め組の大吾(文庫) 全11巻 ¥1,000 

境界のRINNE 全40巻 ¥4,000 双亡亭壊すべし 5 ～ ¥200 華中華 全19巻 ¥2,500 め組の大吾 全20巻 ¥1,000 

今日から俺は!!　ワイド版 全19巻 ¥7,600 そばもん 全20巻 ¥3,000 BABEL 9～ ¥150 MAJOR2 ﾒｼﾞｬｰｾｶﾝﾄﾞ 12・14～ ¥150 

今日から俺は！！ 全38巻 ¥5,000 第九の波濤 1 ～ ¥150 ハヤテのごとく！！ 全52巻 ¥3,000 めぞん一刻　文庫 全10巻 ¥1,000 

キリングバイツ 9～ ¥200 第３のギテオン 6～ ¥200 ハヤテのごとく！！ 46・49～５１ ¥100 めぞん一刻(新装版) 全15巻 ¥2,000 

キングオブアイドル 5巻 ¥150 太陽の黙示録 全17巻 ¥1,000 バンビーノ 全15巻 ¥1,000 土竜の唄 55・57～59・61 ¥300 

ＫＩＮＧ　ＧＯＬＦ 29～ ¥100 だがしかし 6～ ¥100 バンビーノ　secound 全13巻 ¥1,300 土竜の唄 1～61巻セット ¥5,500 

銀平飯科帳 7～ ¥200 だがしかし 全11巻 ¥700 ＨＥＡＴ　灼熱 全17巻 ¥1,000 モブサイコ１００ 14 ～ ¥100 

銀狼ブラットボーン 8 ～ ¥150 竹光侍 全8巻 ¥2,000 BE　BLUES！～青になれ～ 4・5・7・10・12～21 ¥100 モンキーターン 全30巻 ¥3,000 

空母いぶき 1 ～ ¥300 黄昏流星群 25・34・49～ ¥200 BE　BLUES！～青になれ～ 1～33巻ｾｯﾄ ¥5,000 ＭＯＮＳＴＥＲ 全１８巻 ¥600 

空母いぶき 1～12巻 ¥3,600 黄昏流星群 1～59巻ｾｯﾄ ¥5,900 柊様は自分を探している 7 ～ ¥100 ＭＯＮＳＴＥＲ　完全版 全9巻 ¥2,000 

刑事ゆがみ 5 ～ ¥200 タッチ　完全版 全12巻 ¥800 ビギン 5～ ¥200 焼きたて！！ジャぱん 全26巻 ¥1,000 

競女!!!!!!!! 全18巻 ¥800 団地ともお 23 ～ ¥150 ひとりぼっちの地球侵略 9～ ¥100 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている＠comic 9～ ¥250 

月下の棋士　文庫 全20巻 ¥2,000 団地ともお 1～33巻ｾｯﾄ ¥3,500 響　小説家になる方法 9～ ¥300 闇金ウシジマくん ３６・37・40 ¥200 

月光条例 全29巻 ¥2,500 ＤＡＮＤＯＨ！！Ｘｉ 全15巻 ¥1,000 響　小説家になる方法 1～11巻セット ¥2,500 闇金ウシジマくん 1～45巻ｾｯﾄ ¥7,500 

ケンガンアシュラ 19～ ¥200 ＤＡＮＤＯＨ！！　新装版 全29巻 ¥2,000 漂流教室 文庫 全6巻 ¥700 闇金ウシジマくん外伝　肉蝮伝説 4～ ¥200 

ケンガンアシュラ 全27巻 ¥3,500 ダンベル何キロ持てる？ 1～ ¥250 貧民　聖櫃　大富豪 3 ～ ¥250 YAWARA!　完全版 全20巻 ¥5,000 

ケンガンオメガ 1 ～ ¥200 血と灰の女王 2～ ¥150 ファンタジスタ(文庫) 全13巻 ¥1,900 勇者が死んだ 12～ ¥200 

健康で文化的な最低限度の生活 3 ～ ¥250 血の轍 4～ ¥200 ファンタジスタ☆ステラ 全14巻 ¥1,000 雄飛 2～ ¥150 

恋は雨上がりのように 全10巻 ¥500 築地魚河岸三代目 全42巻 ¥4,500 風都探偵 　　　　　　4～ ¥300 雪花の虎 7 ～ ¥150 

鋼鉄の華っ柱 全9巻 ¥400 つゆダク 全10巻 ¥500 フォーシーム 8 ～ ¥250 ヨルムンガンド 全11巻 ¥500 

古見さんはコミュ症です 7･10・12～ ¥200 釣りバカ日誌　新入社員　浜崎伝助 3 ～ ¥150 ふだつきのキョーコちゃん 全７巻 ¥300 ラーメン発見伝 全26巻 ¥2,000 

古見さんはコミュ症です 1～12巻ｾｯﾄ ¥2,300 出会って５秒でバトル 10～ ¥150 BLACK LAGOON 1～11巻セット ¥1,400 ラストイニング 全44巻 ¥2,000 

殺し屋　イチ(文庫) 全5巻 ¥500 デストロ246 全7巻 ¥700 プリンセスメゾン 4～ ¥200 らんま1/2(新装版) 全38巻 ¥2,500 

金剛番長 全12巻 ¥800 デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 6 ～ ¥250 ＢＬＵＥ　ＧＩＡＮＴ 全10巻 ¥2,500 らんま1/2 全38巻 ¥1,000 

金色のガッシュ 25 ～ ¥100 テツぼん 7・11・12・16～ ¥100 BULUE GIANT　 2～ ¥250 劉邦 3 ～ ¥250 

金色のガッシュ 全33巻 ¥3,400 テラモリ 5～ ¥100 BULUE GIANT　シュプリーム 7 ～ ¥250 レクリエイターズ 3 ～ ¥150 

最強!都立あおい坂高校野球部 全26巻 ¥1,000 天使な小生意気　 全20巻 ¥1,500 弁護士のくず　第二審 全11巻 ¥1,800 烈火の炎(文庫) 全17巻 ¥2,000 

最強伝説黒沢 全11巻 ¥800 天使な小生意気　ワイド版 全10巻 ¥1,900 ホイッスル！W 3～ ¥150 覇 全22巻 ¥1,000 

最後は？ストレート！！ 全20巻 ¥1,500 電波教師 全26巻 ¥1,000 放課後さいころ倶楽部 1～ ¥100 LOST MAN 全17巻 ¥800 

最上の命医 全11巻 ¥1,100 トーキョーエイリアンブラザーズ 3～ ¥250 忘却のサチコ 8～ ¥150 龍 全42巻 ¥2,000 

最上の明医　ｻﾞ･ｷﾝｸﾞ･ｵﾌﾞ･ﾆｰﾄ 全19巻 ¥1,500 トキワ来たれり！ 11～ ¥100 北斗の拳(完全版) 全14巻 ¥3,000 ワンダーランド 6巻 ¥150 

サンクチュアリ　文庫 全8巻 ¥1,000 トクサツガガガ 3～ ¥200 ぼくらの 全11巻 ¥1,000 その他出版社コミック ＄ ＄

サンクチュアリ　 全12巻 ¥1,200 ドラえもん 全45巻 ¥5,000 ポケットモンスターSPECIAL 53 ～ ¥200 タイトル 巻数 買取価格

しあわせアフロ田中 4・９～ ¥200 ドラベース 19 ～ ¥100 星のカービィー　デデデでプププな物語 全25巻 ¥1,200 ＡＩの遺電子（秋田） 7 ～ ¥200 

史上最強の弟子ケンイチ 全61巻 ¥4,000 ドラベース 全23巻 ¥1,200 魔王城でおやすみ 6～ ¥100 ＡＩの遺電子ＲＥＤ QUEEN（秋田） 1 ～ ¥150 

ジャガーン 4～ ¥200 都立水商! 全22巻 ¥1,000 マギ 27・31・34 ¥100 ＯＵＴ(秋田) 7巻 ¥150 

灼熱カバディ 1 ～ ¥100 ドルメンＸ 3 ～ ¥200 マギ 全37巻 ¥2,000 ＯＵＴ(秋田) 16 ～ ¥250 

獣医ドリトル 全20巻 ¥2,000 ドロヘドロ 20 ～ ¥350 マギ　ｼﾝﾄﾞﾊﾞｯﾄﾞの冒険 18 ～ ¥150 蒼き鋼のアルペジオ（少年画報） 15 ～ ¥200 

宗像教授異孝録 全15巻 ¥5,000 ドロヘドロ 1～23巻ｾｯﾄ ¥3,000 まことちゃん(文庫) 全12巻 ¥1,000 青春×機関銃（ｴﾆｯｸｽ） 14 ～ ¥200 

宗像教授伝奇考 全8巻 ¥2,000 奈緒子　文庫 全25巻 ¥4,000 マジェスティック・プリンス 15 ～ ¥200 アカメが斬る！（ｴﾆｯｸｽ） 13～15 ¥150 

重版出来！ 10～ ¥100 なのは洋菓子店のいい仕事 7 ～ ¥100 MASTERキートン　完全版 全12巻 ¥3,000 あそびあそばせ（白泉社） 5 ～ ¥200 

常住戦陣!!ムシブギョー 全32巻 ¥2,800 20世紀少年 全22巻+上下 ¥700 MASTERキートン　ワイド版 全9巻 ¥2,000 アラクニド(ｴﾆｯｸｽ） 全14巻 ¥1,500 
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ガールズ&パンツァーリボンの武者(ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 6 ～ ¥150 この世の果てで恋を唄う少女（角川） 全2巻 ¥300 そうしそうあい（ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 6 ～ ¥200 

ガイコツ書店員　本田さん（ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 3 ～ ¥150 この世の果てで恋を唄う少女（ｴﾆｯｸｽ） 全1巻 ¥150 蒼天の拳リジェネシス（徳間） 1 ～ ¥250 

賭ケグルイ（ｴﾆｯｸｽ） 8 ～ ¥300 小林さんちのメイドラゴン（双葉社) 5 ～ ¥150 蒼天の拳　（新潮社） 全22巻 ¥1,500 

賭ケグルイ双（ｴﾆｯｸｽ） 5 ～ ¥200 女子かう生（双葉社) 6 ～ ¥150 蒼天の拳／ＤＸ版（徳間） 全14巻 ¥2,000 

風の谷のナウシカ（徳間） 全7巻 ¥1,400 殺し愛（ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 4 ～ ¥150 ＳＯＵＬ　ＥＡＴＥＲ（ｴﾆｯｸｽ） 23 ～ ¥100 

がっこうぐらし（芳文社） 9 ～ ¥150 最近妹のようすがちょっとおかしいんだが（富士見） 全11巻 ¥300 ＳＯＵＬ　ＥＡＴＥＲ（ｴﾆｯｸｽ） 全25巻 ¥1,300 

神アプリ（秋田） 20 ～ ¥150 最遊記ＲＥＬＯＡＤ（一迅社） 全10巻 ¥500 空が灰色だから（秋田） 全5巻 ¥200 

荒くれＫＮＩＧＨＴ黒い残響完結編（秋田） 全20巻 ¥1,000 神アプリＴＬＧ（秋田） 全3巻 ¥300 冴えない彼女の育てかた（富士見） 8巻 ¥150 ダーウィンズゲーム（秋田） 13 ～ ¥200 

荒くれＫＮＩＧＨＴリメンバートゥモロー（秋田） 1 ～ ¥150 神様のバレー（芳文社） 4 ～ ¥150 幸色のワンルーム（ｴﾆｯｸｽ） 4 ～ ¥150 多重人格探偵サイコ（角川） 19 ～ ¥100 

蟻の王（秋田） 8 ～ ¥150 喰霊（角川） 全12巻 ¥600 殺戮の天使（ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 8 ～ ¥150 盾の勇者の成り上がり（ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 1 ～ ¥300 

ありふれた職業で世界最強（ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ） 3 ～ ¥200 ガンスリンガーガール（ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ） 全15巻 ¥500 サバイバル(文庫)　（ﾘｲﾄﾞ社） 全10巻 ¥1,000 盾の勇者の成り上がり（ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 1～12巻ｾｯﾄ ¥3,800 

アンゴルモア元寇合戦記（角川） 9 ～ ¥150 機動戦士ガンダムＴＨＥ　ＯＲＩＧＩＮ（角川） 1～14 ¥100 鮫島、最後の十五日（秋田） 1 ～ ¥100 ダンジョン飯（ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ） 7 ～ ¥200 

異世界はスマートフォンとともに。（角川） 5 ～ ¥200 機動戦士ガンダムＴＨＥ　ＯＲＩＧＩＮ（角川） 15 ～ ¥150 鮫島、最後の十五日（秋田） 1～20巻ｾｯﾄ ¥2,200 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外伝（ｴﾆｯｸｽ） 9 ～ ¥150 

いつでもイヅル荘（ｱｰｽｽﾀｰ） 1 ～ ¥200 機動戦士ガンダムＴＨＥ　ＯＲＩＧＩＮ（角川） 全24巻 ¥2,500 猿ロックＲＥＢＯＯＴ 1 ～ ¥150 ちおちゃんの通学路（ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 7 ～ ¥200 

犬神さんと猫山さん(一迅社） 5 ～ ¥200 機動戦士ガンダム　THE　ORIGIN（愛蔵版）　（角川） 全12巻 ¥2,000 ３月のライオン昭和異聞灼熱の時代（白泉社） 6 ～ ¥200 チキン（秋田） 1～26巻ｾｯﾄ ¥1,000 

妖狐×僕ＳＳ（ｴﾆｯｸｽ） 全11巻 ¥500 キャタピラー(ｴﾆｯｸｽ) 6 ～ ¥150 ３月のライオン（白泉社） 13 ～ ¥150 ちるらん新撰組鎮魂歌（徳間） 2 ～ ¥150 

妖狐×僕ＳＳ（ｴﾆｯｸｽ） 全11巻 ¥500 吸血鬼すぐ死ぬ（秋田） 2 ～ ¥200 サンケンロック（少年画報） 全25巻 ¥1,000 ちるらん新撰組鎮魂歌（徳間） 1～22巻ｾｯﾄ ¥1,500 

イムリ（ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ） 14 ～ ¥200 ＱＰ(少年画報) 全8巻 ¥800 三国志（文庫)　（潮出版） 全30巻 ¥2,000 つぐもも（双葉社） 1～3・5～15 ¥100 

うさぎは正義（ﾌﾛﾝﾃｨｱﾜｰｸｽ） 1 ～ ¥150 今日からヒットマン　（日本文芸社） 全31巻 ¥1,500 Ｇメン(秋田) 5 ～ ¥100 つぐもも（双葉社） 16 ～ ¥150 

宇宙戦艦ティラミス（新潮社） 6 ～ ¥200 巨蟲列島（秋田） 5 ～ ¥200 Ｇメン(秋田) 全18巻 ¥2,000 ディーふらぐ　（ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 12 ～ ¥150 

うどんの国の金色毛鞠（新潮社） 9 ～ ¥200 キリン（少年画報） 全39巻 ¥2,000 自殺島（白泉社） 1 ～ ¥100 ＤＥＡＤ　Ｔｕｂｅ（秋田） 4・11～ ¥150 

うらみちお兄さん(一迅社） 2 ～ ¥300 キリンＴｈｅ　Ｈａｐｐｙ　Ｒｉｄｄｅｒ　Ｓｐｅｅｄｗａｙ（少年画報） 全11巻 ¥1,000 実は私は（秋田） 16 ～ ¥100 デッドマン・ワンダーランド（角川） 13巻 ¥100 

浦安鉄筋家族（秋田） 全31巻 ¥1,500 銀河伝説ＷＥＥＤオリオン（日本文芸社） 全30巻 ¥2,000 シティハンターＸＹＺＥｄｉｔｉｏｎ（徳間） 全12巻 ¥1,000 デメキン（秋田） 14 ～ ¥150 

浦安鉄筋家族　元祖！（秋田） 全28巻 ¥1,400 喰いしん坊！(日本文芸社） 全24巻 ¥1,200 シティハンターＤＸ版(徳間) 全12巻 ¥1,000 デメキン（秋田） 1～21巻ｾｯﾄ ¥1,600 

浦安鉄筋家族　毎度！（秋田） 7・9・12・17～ ¥100 繰繰れ！コックリさん（ｴﾆｯｸｽ） 10 ～ ¥150 地縛少年花子くん（ｴﾆｯｸｽ） 1 ～ ¥200 天才バカボン(文庫)　（竹書房） 全21巻 ¥1,000 

浦安鉄筋家族　毎度！（秋田） 全24巻 ¥1,500 クズの本懐（ｴﾆｯｸｽ） 8・9 ¥150 シマウマ（少年画報） 17・18・20～ ¥200 天体戦士サンレッド　（ｴﾆｯｸｽ） 全20巻 ¥800 

浦安鉄筋家族　あっぱれ！（秋田） 1 ～ ¥100 クズの本懐（ｴﾆｯｸｽ） 全9巻 ¥900 死役所（新潮社） 3～8.13～ ¥200 とある科学の超電磁砲（ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ） 14 ～ ¥150 

浦安鉄筋家族（文庫）（秋田） 全15巻 ¥1,500 蜘蛛ですがなにか?（角川） 1 ～ ¥150 邪神ちゃんドロップキック（ﾌﾚｯｸｽ） 4 ～ ¥150 とある科学の一方通行（ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ） 7 ～ ¥150 

映画大好きポンポさん（ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 1 ～ ¥400 グラップラー刃牙（秋田） 全42巻 ¥2,000 囚人リク（秋田） 4・7・8・14 ¥100 とある魔術の禁書目録（ｴﾆｯｸｽ） 15 ～ ¥100 

衛府の七忍（秋田） 5 ～ ¥200 グラップラー刃牙　完全版（秋田） 全24巻 ¥1,500 囚人リク（秋田） 17 ～ ¥150 TOKYO　TRIBE　3（幻冬舎） 4 ～ ¥250 

ＳとＭ（日本文芸社） 全28巻 ¥700 グレアー（少年画報） 全16巻 ¥500 囚人リク（秋田） 全38巻 ¥4,000 凍牌（秋田） 全12巻 ¥300 

ＳとＭエクスタシー（日本文芸社） 全7巻 ¥300 クローズ（秋田） 全26巻 ¥700 少女終末旅行（新潮社） 5 ～ ¥150 凍牌～人柱編～（秋田） 全16巻 ¥500 

エリア５１（新潮社） 全15巻 ¥1,500 クローズ　完全版（秋田） 全19巻 ¥1,000 湘南爆走族／小判（少年画報） 全16巻 ¥800 ドラゴンクエスト列伝ロトの紋章～紋章を継ぐ者達へ～（ｴﾆｯｸｽ） 22 ～ ¥150 

エンジェル･ハート1ｓｔシーズン（徳間） 全24巻 ¥1,000 クローズ　新装版（秋田） 全22巻 ¥1,000 湘南爆走族（少年画報） 全16巻 ¥800 ｔｒａｓｈ（秋田） 1 ～ ¥150 

ＡＮＧＥＬ　ＶＯＩＣＥ（秋田） 全40巻 ¥2,000 クローズＺＥＲＯⅡ（秋田） 全11巻 ¥300 少年ラケット（秋田） 5 ～ ¥150 ｔｒａｓｈ（秋田） 全11巻 ¥1,500 

王様ゲーム　起源（双葉社） 全6巻 ¥200 クローバー（秋田） 37.38.42～ ¥100 ＳＨＯＮＡＮセブン（秋田） 9 ～ ¥200 トリニティセブン（富士見） 20 ～ ¥150 

王様ゲーム　臨場（双葉社） 全4巻 ¥200 クローバー（秋田） 全43巻 ¥2,500 食キング(日本文芸社） 全27巻 ¥1,000 ドリフターズ（少年画報） 4・6 ¥100 

応天の門（新潮社） 3 ～ ¥150 クロコーチ　（日本文芸社） 8.10.13.18.21～ ¥150 女子高生の無駄づかい（角川） 1 ～ ¥150 トリマニア（ｴﾆｯｸｽ） 4 ～ ¥150 

大食い甲子園（日本文芸社） 全6巻 ¥300 クロカン　（日本文芸社） 全27巻 ¥1,500 ＪＩＮＧＩ仁義（秋田） 全33巻 ¥1,000 ドロップＯＧ（秋田） 17 ～ ¥100 

鳳　（日本文芸社） 全13巻 ¥400 黒執事（ｴﾆｯｸｽ） 26 ～ ¥150 仁義零（秋田） 4・6・8～11 ¥200 ドンケツ　（少年画報） 1～13.18～23.27～ ¥200 

オーバーロード（角川） 3・4・9～ ¥150 ゲート ＧＡＴＥ （ｱﾙﾌｧﾎﾟﾘｽ） 11 ～ ¥200 仁義零（秋田） 全14巻 ¥3,000 ドンケツ　（少年画報） 1～28巻ｾｯﾄ ¥5,500 

おくさまが生徒会長!(一迅社) 12 ～ ¥150 月刊少女野崎くん（ｴﾆｯｸｽ） 9 ～ ¥150 新宿セブン（日本文芸社） 6 ～ ¥200 曇天に笑う（ﾏｯｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ） 全6巻 ¥300 

おそ松くん。（文庫）（竹書房） 全22巻 ¥2,000 外道の歌（少年画報） 7 ～ ¥200 スピリットサークル（少年画報） 全6巻 ¥500 ナイツ＆マジック（ｴﾆｯｸｽ） 5 ～ ¥150 

弟の夫（双葉社） 2 ～ ¥100 剣客商売（ﾘｲﾄﾞ社） 1～32巻ｾｯﾄ ¥5,000 星刻の竜騎士（ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 全13巻 ¥300 ナカノヒトゲノム［実況中］（ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 1 ～ ¥300 

おとなりコンプレックス（ﾘﾌﾞﾚ） 1 ～ ¥150 賢者の孫（角川） 2 ～ ¥200 性食鬼（秋田） 1 ～ ¥150 ７５０ライダー（秋田） 全50巻 ¥3,000 

乙嫁語り（ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ） 9 ～ ¥150 紅殻のパンドラ（角川） 7.9～ ¥150 聖闘士星矢 冥王神話 THE LOST CANVAS（秋田） 全25巻 ¥500 ７５０ライダー（秋田）（文庫） 全10巻 ¥1,500 

お前はまだグンマを知らない（新潮社） 8 ～ ¥150 Ｇｏ　Ａｎｄ　Ｇｏ（秋田） 全30巻 ¥700 聖闘士星矢 冥王神話 THE LOST CANVAS 外伝（秋田） 全16巻 ¥500 ナンバデッドエンド(秋田） 全15巻 ¥400 

俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」として拉致られた件（一迅社） 9 ～ ¥150 極道の食卓（秋田） 全13巻 ¥1,000 セトウツミ（秋田） 4 ～ ¥200 ＮＥＷ ＧＡＭＥ！(芳文社) 7 ～ ¥200 

Ｏｎ　ｔｈｅ　ｗａｙ　ｔｏ　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｄｅａｄ（一迅社） １巻 ¥200 極道めし　（双葉社） 全10巻 ¥1,000 セトウツミ（秋田） 全8巻 ¥1,600 ノブナガ先生の幼な妻（双葉社) 1 ～ ¥150 

ガールズ&パンツァー(ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 3･4 ¥200 ご注文はうさぎですか?　　（芳文社） 7 ～ ¥200 世話やきキツネの仙狐さん（角川） 2 ～ ¥150 のんのんびより（ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 8 ～ ¥150 

ガールズ&パンツァーもっとらぶらぶ作戦です！(ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 7 ～ ¥150 この世界の片隅に（双葉社） 上・中・下　各巻 ¥300 セントールの悩み（徳間書店） 13 ～ ¥150 ハイスコアガール（ｴﾆｯｸｽ） 6 ～ ¥150 
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ブラックジャック新装版（秋田） 全17巻 ¥1,000 レストアガレージ２５１車屋夢次郎（新潮社） 全33巻 ¥1,700 恋降るカラフル ２・５～ ¥100 

ブラックジャック（文庫ｺﾐｯｸ）（秋田） 全17巻 ¥1,000 恋愛暴君（ﾌﾚｯｸｽ） 6･12～ ¥150 恋降るカラフル 全9巻 ¥1,000 

プランダラ　（角川） 5 ～ ¥150 ロクでなし魔術講師と禁忌教典（角川） 6 ～ ¥150 コーヒー＆バニラ １～ ¥150 

錻力のアーチスト（秋田） 全14巻 ¥300 六道の悪女たち（秋田） 1 ～ ¥200 ご近所物語（完全版） 全4巻 ¥300 

ﾌﾟﾘｽﾞﾏ☆ｲﾘﾔ　ドライ！！(角川) 7.9～ ¥200 鹿楓堂よついろ日和（新潮社） 2 ～ ¥150 5時から9時まで 15 ～ ¥150 

フルアヘッド！ココ新装版（秋田） 全19巻 ¥1,000 ＷＯＲＳＴ（秋田） 全33巻 ¥1,000 午前０時、キスしに来てよ ３・６～ ¥100 

文豪ストレイドッグス（角川） 10 ～ ¥150 我が家のお稲荷さま。（ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ） 全11巻 ¥300 コレットは死ぬことにした 1 ～ ¥100 

バウンサー（秋田） 4・6～ ¥200 文豪ストレイドッグス（角川） 1～16巻ｾｯﾄ ¥1,200 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い（ｴﾆｯｸｽ） 9 ～ ¥150 これは恋のはなし 全11巻 ¥500 

鋼の錬金術師（ｴﾆｯｸｽ） 21～24.27 ¥100 Ｈｅｙ！リキ（少年画報） 全31巻 ¥1,000 ヲタクに恋は難しい（一迅社） 4 ～ ¥300 佐々木と宮野 1 ～ ¥200 

鋼の錬金術師（ｴﾆｯｸｽ） 全27巻 ¥700 ヘルシング（少年画報） 1 ～ ¥150 少女コミック ＄ ＄ ３７・５℃の涙 12 ～ ¥100 

鋼の錬金術師（完全版）（ｴﾆｯｸｽ） 13 ～ ¥250 ヘルシング（少年画報） 全10巻 ¥1,500 タイトル 巻数 買取価格 4月のスピカ 7 ～ ¥100 

鋼の錬金術師（完全版）（ｴﾆｯｸｽ） 全18巻 ¥2,500 ホーリーランド(白泉社） 全18巻 ¥500 青夏Ａ０-Ｎａｔｓｕ ６・７・８巻 ¥100 4月のスピカ 全9巻 ¥1,000 

バキ（秋田） 全31巻 ¥2,000 僕だけがいない街（角川） 5・6 ¥100 あかいいと ８～ ¥100 12歳 8 ～ ¥100 

刃牙道(秋田） 9～16・21 ¥100 北斗の拳／究極版（徳間） 全18巻 ¥2,000 赤髪の白雪姫 ４～１２・１５～ ¥100 １０万分の１ ４～ ¥100 

刃牙道(秋田） 全22巻 ¥1,500 ぼくは麻理のなか（双葉社） 全9巻 ¥500 赤髪の白雪姫 1～２０巻セット ¥2,000 １０万分の１ 全10巻 ¥1,500 

ハクメイとミコチ（ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ） 2 ～ ¥150 惑星のさみだれ（少年画報） 全10巻 ¥500 赤ちゃんと僕（愛蔵版） 全9巻 ¥1,000 女王の花 全15巻 ¥1,000 

白竜　（日本文芸社） 全21巻 ¥1,000 ホリミヤ（ｴﾆｯｸｽ） 9 ～ ¥150 暁のヨナ　 １～ ¥100 昭和元禄落語心中 全10巻 ¥1,500 

白竜ＨＡＤＯＵ（日本文芸社） 6･8～ ¥150 本好きの下剋上（ＴＯﾌﾞｯｸｽ） 1 ～ ¥150 暁のヨナ 1～29巻セット ¥3,000 深夜のダメ恋図鑑 ６～ ¥100 

白竜ＬＥＧＥＮＤ 全46巻 ¥2,500 魔入りました入間くん（秋田） 4 ～ ¥250 あさきゆめみし（文庫） 全7巻 ¥1,000 好きっていいなよ 16・17・１８巻 ¥100 

はだしのゲン（汐文社） 全10巻 ¥1,000 魔界王子　devils and realist（一迅社） 11 ～ ¥150 蒼竜の側用人 4 ～ ¥100 素敵な彼氏 6 ～ ¥150 

バチバチ（秋田） 全16巻 ¥1,000 政宗くんのリベンジ(一迅社) 9 ～ ¥150 兄友 5 ～ ¥100 スミカスミレ 7～ ¥100 

バチバチＢＵＲＳＴ（秋田） 14 ～ ¥100 政宗くんのリベンジａｆｔｅｒ school(一迅社) 11巻 ¥150 兄友 全10巻 ¥1,000 セキララにキス ８～ ¥100 

ＢＡＤＢＯＹＳ(新書版)　（少年画報） 全22巻 ¥500 魔法少女オブ・ジ・エンド（秋田） 全16巻 ¥500 兄に愛されすぎて困ってます 9 ～ ¥100 ７SEEDS 全35巻 ¥2,000 

ハッピーシュガーライフ（ｴﾆｯｸｽ） 4 ～ ¥150 魔法少女サイト（秋田） 8・12～ ¥100 あのコのトリコ 全5巻 ¥500 センセイ君主 3～9・10・12・13巻 ¥100 

バトルロワイヤル（秋田） 全15巻 ¥300 魔法少女サイト（秋田） 1～15巻ｾｯﾄ ¥1,300 あやかし緋扇 全12巻 ¥1,000 センセイ君主 全13巻 ¥1,500 

ばらかもん（ｴﾆｯｸｽ） 15 ～ ¥150 魔法使いの嫁（ﾏｯｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ） 2～4・9～ ¥200 泡恋 1 ～ ¥100 高嶺と花 ６～ ¥100 

ハリガネサービス（秋田） 5 ～ ¥100 まんが道(文庫)　（中央公論新社） 全14巻 ¥1,000 イタズラなkiss（文庫） 全14巻 ¥1,500 ダメな私に恋して下さいＲ 4 ～ ¥150 

ハリガネサービス（秋田） 全24巻 ¥3,000 ミイラの飼い方（双葉社） 2 ～ ¥200 一礼して、キス 全7巻 ¥700 男水 ８～ ¥100 

ハリガネサービスＡＣＥ（秋田） 1 ～ ¥150 三十路とレディ（一迅社） 1･3 ¥200 ういらぶ ２・５～ ¥150 ちっちゃいときから好きだけど 9 ～ ¥100 

ハンザスカイ(秋田) 全13巻 ¥400 未来日記（角川） 全12巻 ¥400 ういらぶ 全10巻 ¥1,600 ちはやふる 39 ～ ¥100 

万能鑑定士Ｑの事件簿（角川） 全10巻 ¥300 無敵道（少年画報） 全9巻 ¥300 海街ｄｉａｒｙ ８～ ¥100 ちびまる子ちゃん 14 ～ ¥100 

範馬刃牙（秋田） 全37巻 ¥2,000 メイドインアビス（竹書房） 2 ～ ¥400 Ｌ♥ＤＫ 22 ～ ¥100 Ｔｒｕｒ Ｌｏｖｅ 全7巻 ¥500 

ＢＥＡＳＴＡＲＳ（秋田） 8 ～ ¥250 ももくり(ｱｰｽｽﾀｰ) 3 ～ ¥200 お嬢様はお嫁様 13・15～ ¥100 椿町ロンリープラネット 6 ～ ¥100 

ＢＥＡＳＴＡＲＳ（秋田） 1～13巻ｾｯﾄ ¥2,400 モンスター娘のいる日常（徳間） 13 ～ ¥150 思い、思われ、ふり、ふられ ４～ ¥100 つばさとホタル 9 ～ ¥100 

ひとりぼっちの○○生活　（角川） 1 ～ ¥150 八十亀ちゃんかんさつにっき（秋田） 1 ～ ¥150 オレ嫁 全11巻 ¥700 つばさとホタル 全11巻 ¥800 

ヒナまつり　（ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ） 7 ～ ¥250 ヤマノススメ(ｱｰｽｽﾀｰ） 3 ～ ¥150 カードキャプターさくら　クリアカード編 ４～ ¥100 電撃デイジー 全16巻 ¥1,000 

ヒナまつり　（ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ） 1～16巻ｾｯﾄ ¥3,700 ヤンキーショタとオタクおねえさん 5 ～ ¥150 カカフカカ 1 ～ ¥100 天は赤い河のほとり（文庫） 全16巻 ¥1,600 

火の鳥（角川文庫） 全13巻 ¥700 優駿の門チャンプ（秋田） 全8巻 ¥500 学園ベビーシッターズ １０～ ¥100 動物のお医者さん（愛蔵版） 全6巻 ¥1,000 

ビブリア古書堂の事件手帖（角川） 全6巻 ¥300 優駿の門ピエタ（秋田） 全11巻 ¥700 学園ベビーシッターズ 1～18巻ｾｯﾄ ¥1,800 透明なゆりかご 3 ～ ¥100 

氷菓　（角川） 10 ～ ¥150 ゆるお先輩とわたし（角川） 1～ ¥200 片翼のラビリンス 1 ～ ¥100 流れ星レンズ ５・６・８・９・１０ ¥100 

Ｆａｔｅ/Ａｐｏｃｒｙｐｈａ（角川） 5 ～ ¥200 ゆるキャン△（芳文社） 1 ～ ¥150 片翼のラビリンス 全10巻 ¥1,200 流れ星レンズ 全10巻 ¥800 

Ｆａｔｅ/ＥＸＴＲＡ　ＣＣＣ（角川） 3 ～ ¥150 ようこそ甲州プリズンへ　（日本文芸社） 全13巻 ¥1,000 神様はじめました 24・25巻 ¥100 凪のお暇 １～ ¥150 

Ｆａｔｅ/ＥＸＴＲＡ　ＣＣＣ　Ｆｏｘｔａｉｌ（角川） 3 ～ ¥150 幼女戦記（角川） 3 ～ ¥150 彼氏彼女の事情（文庫） 全10巻 ¥700 夏目友人帳 17 ～ ¥100 

Ｆａｔｅ/ｓｔａｙｎｉｇｈｔ（角川） 16 ～ ¥100 よつばと！（ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ） 14 ～ ¥200 カンナさーん！ 全13巻 ¥1,000 夏目友人帳 1～２４巻セット ¥1,500 

Ｆａｔｅ/ｓｔａｙｎｉｇｈｔ　[Ｈｅａｖｅｎ’s　Ｆｅｅｌ]（角川） 5 ～ ¥150 弱虫ペダル（秋田） 44～47・50・52～ ¥150 きみが心に棲みついた　Ｓ 7～ ¥150 菜の花の彼 全14巻 ¥700 

fate/zero　(角川) 8 ～ ¥150 弱虫ペダル（秋田） 1～60巻ｾｯﾄ ¥6,000 君に届け 29・３０巻 ¥100 なまいきざかり 1 ～ ¥100 

不機嫌なモノノケ庵（ｴﾆｯｸｽ） 8 ～ ¥150 弱虫ペダルＳＰＡＲＥ　ＢＩＫＥ（秋田） 4 ～ ¥150 キャンディ・キャンディ（文庫） 全6巻 ¥1,200 なまいきざかり 1～15巻セット ¥1,700 

武装少女マキャヴェリズム（角川） 8 ～ ¥150 ラーメン大好き小泉さん（竹書房） 7 ～ ¥200 潔く柔く 全13巻 ¥600 なみだうさぎ 全10巻 ¥500 

ブッダ(文庫)　（潮出版） 全12巻 ¥1,000 ラブホの上野さん（ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 7 ～ ¥150 クローバー　トレフル ９～ ¥100 贄姫と獣の王 ６・８～ ¥150 

BTOOOM!　（新潮社） 23・25～ ¥150 乱と灰色の世界　（ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ） 4 ～ ¥200 黒崎くんの言いなりになんてならない 7～ ¥150 逃げるが恥だが役に立つ 全9巻 ¥700 

ブラックジャック豪華版（秋田） 全17巻 ¥1,000 Ｒｅゼロから始める異世界生活　第二章屋敷の一週間編（ｴﾆｯｸｽ） 全5巻 ¥800 ケダモノ彼氏 全13巻 ¥1,000 虹　甘えてよ 3 ～ ¥150 
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桃色ヘヴン！ 全13巻 ¥600 落果 全1巻 ¥100 妹さえいればいい。 1～11巻 ¥1,500 

百千さん家のあやかし王子 4 ～ ¥100 ロマンティック上等 全1巻 ¥100 ささみさん＠がんばらない 1～11巻 ¥1,000 

ユキは地獄に堕ちるのか 全6巻 ¥300 3分インスタントの沈黙 全1巻 ¥100 されど罪人は竜と語る 22 ～ ¥250 

夢みる太陽 全10巻 ¥500 エスケープジャーニー 1～ ¥100 月とライカと吸血鬼 1 ～ ¥250 

ライアーライアー 7～ ¥100 囀る鳥は羽ばたかない 2～ ¥100 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 1～13巻(6.5　7.5　10.５含む) ¥500 

ライアーライアー 全10巻 ¥500 さよなら恋人、またきて友だち 全1巻 ¥100 弱キャラ友崎くん 1 ～ ¥200 

雷神とリーマン 1 ～ ¥200 さよなら恋人、またきて友だち ｰこのこどこのこ迷子のこｰ 全1巻 ¥100 この素晴らしい世界に祝福を！ 1～ ¥100 

虹色デイズ 13 ～ ¥100 LOVE SO LIFE 全17巻 ¥600 純情ロマンチカ 21～ ¥150 この素晴らしい世界に祝福を 1～1５巻 ¥1,500 

虹色デイズ 全15巻 ¥1,000 LIFE　SO　HAPPY 3 ～ ¥150 世界一初恋-小野寺律の場合 10～ ¥150 アウトブレイクカンパニー 全18巻 ¥1,500 

ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾜｰﾙﾄﾞ 5 ～ ¥100 ラブファントム 1 ～ ¥100 抱かれたい男1位に脅されています。 1～ ¥200 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 1～12巻 ¥2,800 

ハチミツにはつこい 11 ～ ¥100 ３Ｄ彼女　リアルガール ６～ ¥100 ドSおばけが寝かせてくれない 1巻￥200 2巻 ¥100 カンピオーネ 全21巻 ¥1,000 

初恋～お父さん.チビがいなくなりました 1 ～ ¥150 ３Ｄ彼女　リアルガール 全12巻 ¥1,500 にいちゃん 全1巻 ¥100 パパのいうことを聞きなさい 全18巻 ¥1,000 

ＢＡＮＡＮＡ　ＦＩＳＨ(文庫) 全11巻 ¥1,000 私がモテてどうすんだ １３～ ¥100 はじまりはナカから 全1巻 ¥100 ベン・トー 全15巻 ¥1,000 

ＢＡＮＡＮＡ　ＦＩＳＨ 全19巻 ¥1,000 ＢＬコミック ＄ ＄ はだける怪物 上下、各巻ｾｯﾄ ¥200 文句の付けようがないラブコメ 1～7巻 ¥800 

花より男子（完全版） 全20巻 ¥1,500 タイトル 巻数 買取価格 やたもも 1～ ¥100 はてなイリュージョン 5～ ¥100 

花より男子 全３７巻 ¥900 依存の楔 全1巻 ¥100 ヤリチン☆ビッチ部 1～￥200 3巻 ¥150 ユリシーズ　ジャンヌ・ダルクと錬金の騎士 4 ～ ¥250 

ハニー 全8巻 ¥600 エスケープジャーニー 3巻 ¥100 落果 全1巻 ¥100 ８６　ｴｲﾃｨｼｯｸｽ 4 ～ ¥200 

ハニーレモンソーダ 1 ～ ¥150 大型新人の教育係 全1巻＆深夜残業中 各巻 ¥100 ライトノベル ＄ ＄ エロマンガ先生 10 ～ ¥200 

ハニーレモンソーダ 1～10巻ｾｯﾄ ¥1,700 O.B. 1～ ¥100 タイトル 巻数 買取価格 狼と香辛料 1～21巻 ¥1,200 

はぴまり 全10巻 ¥800 俺と上司のかくしごと 全1巻 ¥100 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる 1～1３巻 ¥1,500 キノの旅　the Beautiful world 1～21巻 ¥1,000 

ハル×キヨ 全9巻 ¥800 かしこまりました、デスティニー 各巻 ¥100 くじ引き特賞：無双ハーレム権 1 ～ ¥100 ゴールデンタイム 全8巻 ¥500 

春待つ僕ら ２・４～ ¥150 カラーレシピ 上～ ¥100 ゴブリンスレイヤー 9 ～ ¥250 ストライク・ザ・ブラッド 1～18巻 ¥1,000 

春待つ僕ら 1～11巻セット ¥1,500 囀る鳥は羽ばたかない 3～ ¥100 最弱無敗の神装機竜 1～1７巻 ¥1,800 ソードアート・オンライン 21 ～ ¥250 

ＰとＪＫ 10 ～ ¥100 さよならアルファ 全1巻 ¥100 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外伝ソードオラトリア 4 ～ ¥100 ｿｰﾄﾞｱｰﾄｵﾝﾗｲﾝｵﾙﾀﾅﾁﾌﾞ　ｶﾞﾝｹﾞｲﾙｵﾝﾗｲﾝ 7～ ¥200 

美少女戦士セーラームーン（新装版） 全12巻 ¥500 さよなら恋人、またきて友だち 全1巻 ¥100 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 11～ ¥200 デュラララ！ 全13巻 ¥300 

ひとりじめ 全10巻 ¥1,000 さよなら恋人、またきて友だち ｰこのこどこのこ迷子のこｰ 全1巻 ¥100 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 1～1４巻 ¥1,500 とある魔術の禁書目録 全22巻 ¥800 

ひよ恋 12 ～ ¥100 3分インスタントの沈黙 全1巻 ¥100 中古でも恋がしたい！ 1～1２巻 ¥1,500 はたらく魔王さま！ 1～２１巻 ¥2,300 

ひるなかの流星 ３・７～ ¥100 ジェラシー 1巻 ¥100 落第騎士の英雄譚 8 ～ ¥100 魔法科高校の劣等生 11・14・18・26～ ¥150 

ひるなかの流星 全12巻 ¥1,000 ジャッカス 全1巻 ¥100 りゅうおうのおしごと 8 ～ ¥250 異世界食堂 5 ～ ¥200 

覆面系ノイズ 14 ～ ¥150 純情ロマンチカ 22巻 ¥100 インフィニット・デンドログラム 1 ～ ¥200 異世界チート魔術師 7～ ¥250 

覆面系ノイズ 全18巻 ¥1,500 女王と仕立て屋 全1巻 ¥100 精霊幻想記 6 ～ ¥200 ナイツ＆マジック 2・7～ ¥200 

ふしぎの国の有栖川さん 3 ～ ¥100 少年の境界 1巻 ¥100 「青春ブタ野郎」シリーズ 1 ～ ¥100 理想のヒモ生活 1 ～ ¥100 

BLACK BIRD 全18巻 ¥1,500 世界一初恋-小野寺律の場合 13巻 ¥100 中二病でも恋がしたい 4 ～ ¥200 賢者の孫 2・5・8・10～ ¥250 

フルーツバスケットａｎｏｔｈｅｒ 2 ～ ¥150 空と原 全1巻 ¥100 アブソリュート・デュオ 1～1２巻 ¥1,000 バカとテストと召喚獣　 全12巻＋5巻(3.5 6.5 7.5 9.5 10.5) ¥300 

フルーツバスケット 全23巻 ¥1,500 それでも好きです笠原さん 全1巻 ¥100 この中に一人、妹がいる 全10巻+1(短編) ¥300 織田信奈の野望　全国版 1～2１巻 ¥3,000 

フルーツバスケット(愛蔵版) 全12巻 ¥2,500 抱かれたい男1位に脅されています。　5巻￥400 1～ ¥200 星刻の竜騎士 全20巻 ¥1,000 Only Sense Online 1 ～ ¥100 

放課後せんせいと。 1 ～ ¥100 テンカウント　5巻￥400 6巻 ¥100 ゼロの使い魔　 全22巻 ¥1,000 通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか？ 1～ ¥100 

僕と君の大切な話 2～ ¥100 ドSおばけが寝かせてくれない 1～ ¥100 ノーゲームノーライフ 1・９～ ¥100 ゲーマーズ！ 10～ ¥200 

僕とシッポと神楽坂 1 ～ ¥150 年下彼氏の恋愛管理癖 2～ ¥100 ノーゲーム・ノーライフ 1～10巻 ¥1,000 冴えない彼女の育て方 1～13巻 ¥1,300 

僕とシッポと神楽坂 全12巻 ¥2,000 にいちゃん 全1巻 ¥100 変態王子と笑わない猫 1～12巻 ¥700 東京レイヴンズ 1～16巻 ¥1,700 

僕の家においで 全10巻 ¥1,000 ネオンサイン・アンバー 全1巻 ¥100 ぼくたちのリメイク 　　　　　2・5～ ¥250 ハイスクールD×Ｄ 全25巻 ¥1,500 

僕の家においでWedding 1 ～ ¥150 はじまりはナカから 全1巻 ¥100 僕は友達が少ない 全12巻 ¥500 始まりの魔法使い 4～ ¥100 

ぼくの輪廻 1 ～ ¥100 はだける怪物 上下、各巻 ¥100 魔弾の王と戦姫 全18巻 ¥1,000 大判ライトノベル ＄ ＄

ホリディ・ラブ 6 ～ ¥100 ひとりじめマイヒーロー 3～ ¥100 ようこそ実力至上主義の教室へ １～ ¥200 タイトル 巻数 買取価格

町田くんの世界 ４～ ¥150 やたもも 1巻 ¥100 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 １～ ¥100 異世界はスマートフォンとともに。 4・7・10・11・13～ ¥300 

町でうわさの天狗の子 全12巻 ¥500 やたもも 2～ ¥100 Re:ゼロから始める異世界生活 1～1９巻 ¥3,000 異世界はスマートフォンとともに。 1～16巻 ¥4,000 

ママレード・ボーイ　ｌｉｔｔｌｅ 3 ～ ¥100 ヤリチン☆ビッチ部 2巻 ¥100 ありふれた職業で世界最強 4 ～ ¥250 うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない 3・5～ ¥400 

真夜中のオカルト公務員 2～ ¥100 よなよなもしもし 全1巻 ¥100 ＩＳ　インフィニット・ストラトス 1～12巻 ¥700 オーバーロード 2・3 ¥200 

まりもの花 5 ～ ¥100 四人のにびいろ 1巻 ¥100 最果てのパラディン 5 ～ ¥200 オーバーロード　　　 1～1３巻 ¥3,000 

マロニエ王国の七人の騎士 2 ～ ¥150 四代目・大和辰之 全1巻 ¥100 灰と幻想のグリムガル 1～14巻 ¥2,000 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中 9 ～ ¥300 

水玉ハニーボーイ 6 ～ ¥100 ライクアシュガー 全1巻 ¥100 妹さえいればいい。 6～ ¥100 刀語 全12巻 ¥500 
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R帝国 中村文則 ¥700 蜂蜜と遠雷 恩田 陸 ¥600 充たされざる者 カズオ・イシグロ ¥200 

Your Song Mr.Children ¥1,000 破滅の王 上田早夕里 ¥500 0 0 ～ ¥ 

愛なき世界 三浦しをん ¥800 盤上の向日葵 柚月裕子 ¥500 0 0 ～ ¥ 

青くて痛くて脆い 住野よる ¥200 ひと 小野寺史宜 ¥700 0 0 ～ ¥ 

青空と逃げる 辻村深月 ¥200 ひとつむぎの手 知念実希人 ¥700 0 0 ～ ¥ 

悪徳の輪舞曲 中山七里 ¥600 火のないところに煙は 芦沢央 ¥700 0 0 ～ ¥ 

あの夏、二人のルカ 誉田哲也 ¥300 ヒポクラテスの憂鬱 中山七里 ¥200 0 0 ～ ¥ 

蜘蛛ですが、なにか？ 10～ ¥400 あやかし草紙 宮部みゆき ¥800 百貨の魔法 村山早紀 ¥200 0 0 ～ ¥ 

蜘蛛ですが、なにか？ 1～10巻 ¥3,000 ある男 平野 啓一郎 ¥800 ファーストラヴ 島本 理生 ¥200 0 0 ～ ¥ 

ゲート　自衛隊　彼の地にて斯く戦えり 全10巻(本編5巻外伝5巻) ¥4,000 宇喜多の楽士 木下昌輝 ¥400 フーガはユーガ 伊坂幸太郎 ¥400 0 0 ～ ¥ 

この世界だけがゲームだと俺だけが知っている 1～9巻 ¥2,300 送り火 高橋弘希 ¥200 ベルリンは晴れているか 深緑野分 ¥1,000 0 0 ～ ¥ 

この勇者ｶﾞ俺TUEEEくせに、慎重すぎる 1 ～ ¥300 おまじない 西加奈子 ¥200 星の子 今村夏子 ¥200 0 0 ～ ¥ 
失格紋の最強賢者～世界最強の賢者が更に強くなるために転生しました 1 ～ ¥300 思い出が消えないうちに 川口俊和 ¥600 星をつなぐ手 村山 早紀 ¥700 0 0 ～ ¥ 

シロクマ転生 4 ～ ¥300 おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子 ¥200 本と鍵の季節 米澤 穂信 ¥700 0 0 ～ ¥ 

スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました 5 ～ ¥300 オリジン/上～ ダン・ブラウン ¥200 魔眼の匣の殺人 今村 昌弘 ¥1,000 0 0 ～ ¥ 
即死チートが最強すぎて、異世界のやつらがまるで相手にないないんですが。 1 ～ ¥300 かがみの孤城 辻村深月 ¥500 まく子 西加奈子 ¥200 0 0 ～ ¥ 

盾の勇者の成り上がり 3・7・11・12・14 ¥300 かくしごと 住野よる ¥200 護られなかった者たちへ 中山七里 ¥400 0 0 ～ ¥ 

盾の勇者の成り上がり 1～21巻 ¥3,000 騎士団長殺し/第1部～ 村上春樹 ¥200 ミ・ト・ン 小川糸 ¥500 0 0 ～ ¥ 

デスマーチからはじまる異世界狂想曲 １～8・16～ ¥300 昨日がなければ明日もない 宮部みゆき ¥500 未来 湊かなえ ¥200 0 0 ～ ¥ 

デスマーチからはじまる異世界狂想曲 1～16巻 ¥2,500 凶犬の眼 柚月裕子 ¥500 麦本三歩の好きなもの 住野よる ¥900 0 0 ～ ¥ 

転生したらスライムだった件 1 ～ ¥400 キラキラ共和国 小川糸 ¥400 名作なんかこわくない 柚木麻子 ¥200 0 0 ～ ¥ 

転生したらスライムだった件 1～13.5巻+1冊(8.5) ¥7,500 機龍警察未亡旅団 月村 了衛 ¥600 モンテレッジォ 小さな村の旅する本屋の物語 内田 洋子 ¥800 0 0 ～ ¥ 

転生したらドラゴンの卵だった～異世界以外目指さねえ～ 1 ～ ¥300 銀河鉄道の父 門井 慶喜 ¥300 ヨーレのクマー 宮部みゆき ¥500 0 0 ～ ¥ 

転生して田舎でスローライフをおくりたい 1 ～ ¥300 崩れる脳を抱きしめて 知念実希人 ¥200 文庫小説 ＄ ＄ 0 0 ～ ¥ 

とあるおっさんのVRMMO活動記 1～17巻 ¥3,500 傑作はまだ 瀬尾まいこ ¥900 タイトル 作者名 買取価格 0 0 ～ ¥ 

ニートだけどハロワいったら異世界につれてかれた 7 ～ ¥300 獣の奏者/1～ 上橋菜穂子 ¥200 朝が来る 辻村 深月 ¥200 0 0 ～ ¥ 

二度目の人生を異世界で 2 ～ ¥300 傲慢と善良 辻村深月 ¥500 暗幕のゲルニカ 原田マハ ¥200 0 0 ～ ¥ 

八男って、それはないでしょう！ 1～1６巻 ¥5,000 ここはおしまいの地 こだま ¥200 錨を上げよ/上下各巻 百田尚樹 ¥200 0 0 ～ ¥ 

八男って、それはないでしょう！ 5 ～ ¥400 この嘘がばれないうちに 川口俊和 ¥200 億男 川村元気 ¥200 0 0 ～ ¥ 

フェアリーテイル・クロニクル～空気読まない異世界ライフ～ 7 ～ ¥300 捧げ花 緋紗羅 ¥200 オリジン　上～ ダン・ブラウン ¥300 0 0 ～ ¥ 

Fate/Zero 全4巻 ¥500 さざなみのよる 木皿泉 ¥700 女たちの遠い夏 カズオ・イシグロ ¥300 0 0 ～ ¥ 

本好きの下克上 第1部　３～ ¥300 慈雨 柚月 裕子 ¥400 火星に住むつもりかい？ 伊坂幸太郎 ¥200 0 0 ～ ¥ 

魔女の旅々 2 ～ ¥400 鹿の王/上下各巻 上橋菜穂子 ¥200 家族シアター 辻村深月 ¥200 0 0 ～ ¥ 

まゆおう　魔王勇者 全5巻 ¥500 屍人荘の殺人 今村昌弘 ¥300 騎士団長殺し　1～ 村上春樹 ¥300 0 0 ～ ¥ 

無職転生　異世界行ったら本気出す 11～ ¥300 下町ロケット　ヤタガラス 池井戸潤 ¥200 機龍警察 火宅 月村了衛 ¥200 0 0 ～ ¥ 

無職転生　異世界行ったら本気出す 1～20巻 ¥4,500 じっと手を見る 窪美澄 ¥500 幻夏 太田愛 ¥200 0 0 ～ ¥ 

村人ですが何か？ 1 ～ ¥300 死にがいを求めて生きいるの 朝井リョウ ¥900 サラバ/上～ 西加奈子 ¥200 0 0 ～ ¥ 

物語シリーズ「撫物語」 0 ～ ¥300 喧嘩（すてごろ） 黒川 博行 ¥400 鹿の王/1～ 上橋菜穂子 ¥200 0 0 ～ ¥ 

物語シリーズ「結物語」 0 ～ ¥300 爽年 石田衣良 ¥200 十二人の死にたい子どもたち 冲方丁 ¥200 0 0 ～ ¥ 

物語シリーズ「忍物語」 0 ～ ¥300 続横道世之介 吉田修一 ¥1,000 スマホを落としただけなのに 志駕 晃 ¥200 0 0 ～ ¥ 

幼女戦記 ３～5・11～ ¥350 そしてバトンは渡された 瀬尾まいこ ¥900 空のむこう、約束の場所 新海誠 ¥200 0 0 ～ ¥ 

幼女戦記 1～11巻 ¥2,000 それでも空は青い 荻原浩 ¥500 ツバキ文具店 小川糸 ¥200 0 0 ～ ¥ 

横浜駅ＳＦ 2 ～ ¥400 宝島 真藤 順丈 ¥1,000 ナイルパーチの女子会 柚木麻子 ¥100 0 0 ～ ¥ 

ログ・ホライズン 1～11巻 ¥1,600 騙し絵の牙 塩田武士 ¥200 七つの会議 池井戸潤 ¥300 0 0 ～ ¥ 

私、能力は平均値でって言ったよね！ 1 ～ ¥300 たゆたえども沈まず 原田マハ ¥600 犯罪者/上～ 太田愛 ¥200 0 0 ～ ¥ 

一般書 ＄ ＄ 沈黙のパレード 東野圭吾 ¥500 羊と鋼の森 宮下奈都 ¥200 0 0 ～ ¥ 

タイトル 作者名 買取価格 ナナメの夕暮れ 若林 正恭 ¥400 フォルトゥナの瞳 百田尚樹 ¥200 0 0 ～ ¥ 

1R1分34秒 町屋良平 ¥500 日本国紀 百田尚樹 ¥900 ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊かなえ ¥200 0 0 ～ ¥ 

ＡＸ 伊坂幸太郎 ¥300 ニムロッド 上田岳弘 ¥900 マスカレード・ホテル 東野圭吾 ¥150 0 0 ～ ¥ 

BUTTER 柚木 麻子 ¥200 熱帯 森見登美彦 ¥700 また、同じ夢を見ていた 住野 よる ¥200 0 0 ～ ¥ 

ｉ 西加奈子 ¥200 ノースライト 横山 秀夫 ¥1,000 みかづき 森絵都 ¥300 0 0 ～ ¥ 

2019年6月4日 更新
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※掲載の買取価格は相場・在庫状況により変動致します。また商品状態・付属品の有無により査定額は買取価格と異なる場合がございます。


