
更新

※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。

集英社コミック ＄ ＄ キャプテン翼ライジグサン 7･8･11～15 \200 ジョジョの奇妙な冒険 全63巻 \9,500 ドラゴンボール（新装版） 10 ～ \100

タイトル 巻数 買取価格 狂四郎2030 全20巻 \1,000 ジョジョの奇妙な冒険（文庫） 40 ～ \250 ドラゴンボール　超 3～16･18 \200

アイシールド２１ 全37巻 \1,800 銀河英雄伝説 15～18･21～ \150 ジョジョの奇妙な冒険（文庫） 全50巻 \7,500 ＴＯ ＬＯＶＥる 全18巻 \400

アウターゾーン 全15巻 \1,500 ぎんぎつね 18巻 \250 ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン 3 ～ \250 ＴＯ ＬＯＶＥる ダークネス 全18巻 \900

アオノのハコ 3～5 \200 金魚妻 9 ～ \200 ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン 14 ～ \250 トリコ 37 ～ \100

暁!!男塾 全25巻 \1,500 キングダム 13～25･40～45･57 \250 ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン 全17巻 \4,200 ＮＡＲＵＴＯ　ナルト 全72巻 \2,700

あかね噺 1 ～ \150 銀魂 54･55･59･64･67～ \100 STEEL BALL RUN 全24巻 \3,600 逃げ上手の若者 4 ～ \150

アクタージュ 11 ～ \100 キン肉マン 1～36 \100 STEEL BALL RUN（文庫） 全16巻 \3,200 2.5次元の誘惑 6～13 \300

悪魔のメムメムちゃん 12巻 \250 キン肉マン 58 ～ \200 ジョジョリオン 18 ～ \200 ぬきたし 1 ～ \150

明日ちゃんのセーラー服 8･9 \250 近未来不老不死伝説バンパイア 全5巻 \500 スケットダンス 19 ～ \100 ぬらりひょんの孫 23巻 \100

阿波連さんははかれない 9～12 \200 グッドジョブ 1 ～ \250 スナック　バス江 5～9 \250 ぬらりひょんの孫 全25巻 \1,200

甘い生活 全40巻 \3,000 久保さんは僕を許さない 6 ～ \250 ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ ｽﾊﾟｲﾌｧﾐﾘｰ 2 ～ \300 ノイズ　ｎｏｉｓｅ 全3巻 \450

甘い生活season2 7･13 \250 九龍ジェネリックロマンス 4 ～ \150 ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ ｽﾊﾟｲﾌｧﾐﾘｰ 1～10巻ｾｯﾄ \3,300 ノー・ガンズ・ライフ 10･12 \250

あやかしトライアングル 5～7 \100 CLAYMORE-クレイモア- 25 ～ \100 スラムダンク 全31巻 \6,200 ハイキュー!! 13 ～ \100

アヤシモン 1 ～ \150 黒子のバスケ 全30巻 \1,000 スラムダンク(完全版) 14･18･20･21 \400 ハイキュー!! 25 ～ \300

暗殺教室 20 ～ \100 血界戦線Ｂａｃｋ２Ｂａｃｋ 8 ～ \100 スラムダンク(完全版) 全２４巻 \4,800 ハイキュー!! 全45巻 \10,000

アンデッドアンラック 7･8･10～ \250 怪物事変 14 ～ \250 スラムダンク（新装再編版） 6 ～ \400 バスタード 1～27巻ｾｯﾄ \1,300

いちご100％ 19巻 \100 恋は光 6 ～ \200 スラムダンク（新装再編版） 全２０巻 \8,000 バトゥーキ 5 ～ \200

ウィッチ ウォッチ 2～4 \150 こういうのがいい 3巻 \200 すんどめ!!ミルキーウェイ 9 ～ \200 花の慶次 全18巻 \900

嘘喰い 26･28･30 \100 高校鉄拳伝タフ 全42巻 \3,200 聖闘士星矢 全28巻 \1,800 バブル 1 ～ \250

嘘喰い 37～40 \200 ゴールデンカムイ 7 ～ \250 聖闘士星矢（完全版） 全22巻 \3,500 ハンター×ハンター 19～21 \100

ウマ娘シンデレラグレイ 7 ～ \250 ゴールデンカムイ 18 ～ \350 双星の陰陽師 21～27 \200 ＰＰＰＰＰＰ 1 ～ \150

怨み屋本舗　巣来間風介 全6巻 \600 ここは今から倫理です 5巻 \250 ダークギャザリング 1 ～ \150 ヒカルの碁　完全版 13 ～ \250

怨み屋本舗　REBOOT 全13巻 \1,300 こちら葛飾区亀有公園前派出所 全200巻 \10,000 大正処女御伽話 2 ～ \100 火ノ丸相撲 全28巻 \1,400

怨み屋本舗　REVENGE 全11巻 \1,100 この音とまれ 19･21～ \250 ＤＩＮＥＲ　ダイナー 10 ～ \250 ファイアパンチ 全8巻 \800

怨み屋本舗　EVIL HEART 1 ～ \100 ザ・ナニワ金融道 4 ～ \250 たいようのマキバオー 13 ～ \150 不能犯 11 ～ \250

怨み屋本舗　WORST 10 ～ \300 サーキットの狼 全27巻 \3,500 たいようのマキバオーＷ 11 ～ \150 ブラッククローバー 21 ～ \200

エクスアーム ＥＸ-ＡＲＭ 全14巻 \1,400 斉木楠雄のψ難 全26巻 \1,300 ＴＯＵＧＨ 全39巻 \3,000 ブラックナイトパレード 2 ～ \350

エンジェル伝説 全15巻 \750 早乙女姉妹は漫画のためなら!? 8 ～ \200 ＴＯＵＧＨ－龍を継ぐ男－ 20･21･25 \200 ＢＬＥＡＣＨ　ブリーチ 66 ～ \250

おいしいコーヒーのいれ方 1～8･10 \250 ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ サカモトデイズ 5･6 \100 ダンダダン 4･6 \150 ＢＬＥＡＣＨ　ブリーチ 全74巻 \5,500

推しの子 7 ～ \300 魁!!男塾 全34巻 \2,500 チェンソーマン 1 ～ \300 不倫食堂 9 ～ \250

オトメの帝国 11～16 \200 サマータイムレンダ 8 ～ \400 チェンソーマン 1～12巻ｾｯﾄ \4,200 ＢＵＮＧＯ 11･17･25･27･28･30 \250

怪獣8号 6 ～ \250 サラリーマン金太朗 全30巻 \2,500 超人Ｘ 3 ～ \100 忘却バッテリー 9～11 \250

かぐや様は告らせたい 18～20･24～ \200 新サラリーマン金太郎 3･6 \200 珍遊記 全6巻 \600 冒険王ビィト 7･10･15～ \100

カット＆ペーストでこの世界を生きていく 5･8～ \300 サラリーマン金太郎　五十歳 全4巻 \600 珍遊記　不完全版 全4巻 \600 ぼくたちは勉強ができない 17 ～ \100

家庭教師ヒットマンリボーン 38 ～ \100 地獄先生ぬーべー 全31巻 \1,600 珍遊記2-夢の印税生活- 全4巻 \1,000 北斗の拳 全27巻 \1,300

彼方のアストラ 全5巻 \500 地獄先生ぬーべーＮＥＯ 14 ～ \100 ディーグレイマン 25 ～ \100 僕とロボコ 1～8 \300

カフス－傷だらけの地図－ 全32巻 \2,400 地獄先生ぬーべーＳ 4巻 \150 テニスの王子様 全42巻 \1,000 僕のヒーローアカデミア 10 ～ \150

鴨乃橋ロンの禁断推理 4･6～ \150 地獄楽 10 ～ \250 新テニスの王子様 17 ～ \100 僕のヒーローアカデミア 30～34 \300

カラダ探し 9 ～ \250 シティーハンター 全35巻 \2,500 新テニスの王子様 30～34 \200 ボボボーボ・ボーボボ 全21巻 \1,600

ＧＡＮＴＺ 全37巻 \1,700 ジモトがジャパン 5 ～ \200 天間荘の三姉妹 スカイハイ 全4巻 \800 真説ボボボーボ・ボーボボ 全7巻 \700

きまぐれオレンジロード 全18巻 \900 シャドーハウス 2～8･10 \300 Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ　ﾄﾞｸﾀｰｽﾄｰﾝ 1～16 \100 ＢＯＲＵＴＯ　ボルト 15 ～ \100

君のことが大大大大大好きな100人の彼女 7･9～ \200 呪術廻戦 17 ～ \250 Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ　ﾄﾞｸﾀｰｽﾄｰﾝ 20 ～ \200 魔人探偵　脳噛ネウロ 17 ～ \100

鬼滅の刃（特装版 関係なし） 全23巻 \1,200 終末のハーレム 13･14 \150 Ｄｒ．スランプ 全18巻 \1,800 マッシュル　ＭＡＳＨＬＥ 3～8･10～ \200

キャッツアイ 全18巻 \900 終末のハーレム　ファンタジア 8 ～ \200 Ｄｒ．スランプ（文庫） 全9巻 \1,300 魔都精兵のスレイブ 1 ～ \300

キャプテン翼 全37巻 \1,800 少年のアビス 1 ～ \250 Ｄｒ．スランプ　完全版 全15巻 \4,000 みどりのマキバオー 全16巻 \1,600

キャプテン翼（文庫） 全21巻 \3,000 昭和不老不死伝説バンパイア 全5巻 \500 ドラゴンクエスト 蒼天のソウラ 15 ～ \150 ムヒョとロージーの魔法律相談事務所 全18巻 \900

キャプテン翼ﾜｰﾙﾄﾞﾕｰｽ編 全18巻 \900 ショーハショーテン 1 ～ \100 ドラゴンクエスト ダイの大冒険 33 ～ \100 元ヤン 14 ～ \250

キャプテン翼GOLDEN-２３ 全12巻 \600 食戟のソーマ 33 ～ \100 ドラゴンクエスト ダイの大冒険（新装採録版） 18 ～ \300 もののがたり 1 ～ \100

キャプテン翼ライジグサン 2～4 \100 ジョジョの奇妙な冒険 56 ～ \200 ドラゴンボール 全42巻 \3,100 もののがたり 11 ～ \200
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遊戯王 全38巻 \3,800 インベスターＺ 全21巻 \5,000 五等分の花嫁 全14巻 \1,400 ダイヤのA 37 ～ ¥150

遊戯王（文庫） 全22巻 \3,000 ヴィンランド・サガ 20～23 ¥150 サタノファニ 2・8・11・12 \100 ダイヤのA 全47巻 ¥3,500

憂国のモリアーティ 15巻 \150 ヴィンランド・サガ 24 ～ ¥250 サタノファニ 16・17・19 \250 ダイヤのA　ａｃｔ2 10～13・15・16 ¥100

幽遊白書 全19巻 \500 うちの師匠はしっぽがない 2 ～ ¥350 サタノファニ 1～22巻セット ¥4,400 ダイヤのA　ａｃｔ2 21 ～ ¥300

幽遊白書（文庫） 全12巻 \1,200 うちの師匠はしっぽがない 1～8巻セット ¥2,900 ザ・ファブル 4～12 ¥300 ちいかわ　なんか小さくてかわいいやつ 1 ～ ¥450

ゆらぎ荘の幽奈さん 20 ～ \100 宇宙兄弟 33～36 \400 ザ・ファブル 21 ～ ¥450 中間管理録トネガワ 9・10 \200

夜桜さんちの大作戦 10 ～ \250 宇宙兄弟 1～41巻セット \8,000 ザ・ファブル 全22巻 ¥7,700 沈黙の艦隊 全32巻 ¥2,000

ラジエーションハウス 11 ～ \200 ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ 19・21～ ¥250 さよなら私のクラマー 全14巻 ¥1,400 釣りキチ三平 全65巻 ¥6,500

ルックバック \200 NFゴースト 10 ～ ¥350 GTO（文庫） 全12巻 ¥2,400 釣りキチ三平　ワイド版 全37巻 ¥4,000

霊媒師いずな 全10巻 \500 炎炎ノ消防隊 31 ～ ¥250 ジゴロ次五郎 全22巻 ¥2,500 釣りキチ三平　（文庫） 全39巻 ¥4,000

霊媒師いずな Ascension 全10巻 \750 炎炎ノ消防隊 全34巻 ¥2,000 実は俺、最強でした？ 6 ～ ¥200 ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ3 全21巻 \1,500

ろくでなしBLUES 全42巻 \2,100 エンゼルバンク　ドラゴン桜外伝 全14巻 \1,400 ジパング 全43巻 ¥4,000 ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ4 1～6 ¥100

ロマンティック・キラー 1 ～ \300 代紋（ｴﾝﾌﾞﾚﾑ）TAKE2 全62巻 ¥7,000 ＺＩＰＡＮＧ　深蒼海流 全23巻 \3,500 ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ4 7 ～ ¥250

ワールドトリガー 24 ～ \250 オリエント 1～16巻ｾｯﾄ ¥3,000 島耕作　取締役 全8巻 \800 テイコウペンギン 読み切り ¥200

ＯＮＥ　ＯＵＴＳ 13 ～ \250 俺だけ入れる隠しダンジョン 8 ～ ¥200 島耕作　係長 全4巻 \400 ＤＡＹＳ 全42巻 ¥4,200

ＯＮＥ　ＰＵＮＣＨ-ＭＡＮ　ワンパンマン 22･24～ \300 海皇紀 全45巻 \2,000 島耕作　学生 全6巻 \1,400 デキる猫は今日も憂鬱 1 ～ ¥300

ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ワンピース 1～17・26～31・37～47･66 \150 解雇された暗黒兵士（30代）のスローなセカンドライフ 4 ～ ¥250 島耕作　課長 全17巻 \900 哲也 全41巻 \2,500

ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ワンピース 77･78･82～ \300 解雇された暗黒兵士（30代）のスローなセカンドライフ 1～7巻セット ¥1,600 島耕作　社長 全16巻 ¥2,400 哲也（文庫） 全22巻 \2,000

ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ワンピース 1～103巻ｾｯﾄ \20,000 帰らないおじさん 読み切り ¥300 島耕作　常務 全6巻 \600 転生したらスライムだった件 1～21巻ｾｯﾄ \5,200

かくしごと 全12巻 ¥1,200 島耕作　相談役 1 ～ ¥250 東京卍リベンジャーズ 10・11・13～17 \250

風光る 全44巻 \1,800 島耕作　部長 全13巻 ¥1,300 東京卍リベンジャーズ 1～29巻ｾｯﾄ \5,800

カッコウの許嫁 11巻 ¥300 しもべえ 読み切り ¥150 賭博堕天録カイジ　ワン・ポーカー編 全16巻 \2,000

彼女、お借りします 23～25 ¥250 ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ 52・55 \200 賭博堕天録カイジ　24億脱出編 7・9・13 ¥200

彼女、お借りします 1～28巻セット ¥4,200 シャコタン★ブギ 全32巻 \1,600 ドメスティックな彼女 24 ～ ¥200

カノジョも彼女 9 ～ ¥200 シャングリラ・フロンティア 2・4 ¥200 ドメスティックな彼女 全28巻 ¥3,000

Ｃａｐｅｔａ 全32巻 ¥3,500 シャングリラ・フロンティア 6・8～ ¥300 トモダチゲーム 6～11 ¥200

我間乱 全22巻 \1,000 柔道部物語　新装版 全8巻 ¥3,200 トモダチゲーム 12 ～ ¥300

我間乱～修羅～ 1～22巻セット ¥3,300 柔道部物語 全11巻 \1,500 トモダチゲーム 1～20巻ｾｯﾄ ¥6,000

神さまの言うとおり　弐 全21巻 ¥2,100 修羅の刻 1～19巻セット ¥1,000 ドリームス 全71巻 \4,000

講談社コミック ＄ ＄ 神の雫 全44巻 ¥6,600 修羅の門 全31巻 \1,500 とんがり帽子のアトリエ 9 ～ ¥200

タイトル 巻数 買取価格 カメレオン 全47巻 \5,500 修羅の門　第弐門 全18巻 ¥1,000 七つの大罪 全41巻 \2,000

あいつとララバイ 全39巻 ¥4,000 可愛いだけじゃない式守さん 8 ～ \300 修羅の門（文庫） 全15巻 ¥1,500 なにわ友あれ 2～20 \150

青野くんに触りたいから死にたい 1 ～ ¥200 可愛いだけじゃない式守さん 1～14巻セット \3,500 湘南純愛組！（文庫） 全15巻 ¥1,500 なにわ友あれ 21 ～ \300

青野くんに触りたいから死にたい 1～9巻セット ¥2,300 ガンニバル 1 ～ ¥200 湘南爆走族(完全版) 全14巻 \7,000 なにわ友あれ 全31巻 \8,000

ＡＫＩＲＡ 全6巻 \4,200 ガンニバル 全13巻 ¥3,300 白聖女と黒牧師 3 ～ ¥200 ナニワトモアレ 全28巻 ¥8,000

あしたのジョー　完全復刻版 全20巻 ¥1,500 ギャングキング 全37巻 ¥3,000 白聖女と黒牧師 1～10巻ｾｯﾄ ¥2,000 なんでここに先生が！？ 11 ～ \300

アルキメデスの大戦 1～29巻セット ¥5,200 虚構推理 14巻 ¥150 親愛なる僕へ殺意をこめて 1 ～ ¥300 ノラガミ 23・24 \250

アルスラーン戦記 13・17～ \250 金田一少年の事件簿 全27巻 ¥800 親愛なる僕へ殺意をこめて 全11巻 ¥4,400 化物語（KCDX） 12～16 ¥250

アンダーニンジャ 4～6 ¥300 金田一少年の事件簿R 全14巻 ¥1,000 進撃の巨人 全34巻 \1,400 化物語（KCDX） 1～18巻セット ¥3,700

アンダーニンジャ 1～8巻セット ¥2,500 金田一37歳の事件簿 1～13巻セット ¥3,300 新宿スワン 全38巻 \4,000 ハコヅメ-交番女子の逆襲- 6・7・10～19 ¥250

行け！稲中卓球部 全13巻 \1,300 金田一37歳の事件簿 11 ～ ¥300 新　信長公記～ノブナガくんと私～ 1 ～ ¥250 ハコヅメ-交番女子の逆襲- 1～21巻ｾｯﾄ ¥4,200

行け！稲中卓球部（文庫） 全8巻 \2,400 空挺ドラゴンズ 13 ～ ¥200 新　信長公記～ノブナガくんと私～ 全8巻 ¥1,800 はじめアルゴリズム 3 ～ ¥250

異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 14・15・17～ \250 クッキングパパ 1～162巻セット ¥9,300 スキップとローファー 1 ～ ¥300 はじめアルゴリズム 1～10巻セット ¥3,000

1日外出録ハンチョウ 2～6 \100 ぐらんぶる 17・19～ ¥250 スキップとローファー 1～7巻セット ¥2,200 はたらく細胞 6巻 ¥200

1日外出録ハンチョウ 8 ～ \250 くろアゲハ 13 ～ \300 砂の栄冠 全25巻 \3,500 バトルスタディーズ 1～33巻ｾｯﾄ \5,000

1・2の三四郎 全20巻 \2,000 軍艦少年 全2巻 \400 聖おにいさん 19巻 \250 パラレルパラダイス 15 ～ ¥300

頭文字Ｄ 1・7～27 \100 軍艦少年　新装版 全1巻 \450 セーラーエース 全6巻 ¥1,200 バリバリ伝説 全38巻 \2,000

頭文字Ｄ 42 ～ \300 ケンシロウによろしく 3～5 ¥300 セブン★スターJT 1 ～ ¥250 バリバリ伝説　ワイド版 全20巻 ¥2,000

頭文字Ｄ 全48巻 \5,000 恋と嘘 10・11 ¥300 センゴク権兵衛 7・9・11・13・14 ¥150 パリピ孔明 2～7・9 ¥300

頭文字Ｄ（新装版） 3 ～ \300 恋は世界征服の後で 1 ～ ¥300 センゴク権兵衛 17・18 ¥300 パリピ孔明 1～10巻ｾｯﾄ ¥4,000

犬になったら好きな人に拾われた。 1 ～ ¥300 恋は世界征服の後で 1～5巻セット ¥1,600 線は、僕を描く 1 ～ ¥250 ハレ婚 全19巻 \1,900

犬になったら好きな人に拾われた。 1～6巻セット ¥1,900 工業哀歌　バレーボーイズ 全50巻 ¥2,500 蒼天航路（極厚版） 全12巻 \4,000 ＢＥ－ＢＯＰ　ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ 全48巻 \3,000

インフェクション 24巻 ¥200 好色哀歌　元バレーボーイズ 全17巻 ¥2,000 それでも歩は寄せてくる 8・9・11～ \250 彼岸島 全33巻 ¥3,000

インベスターＺ 18～21 \200 ゴッドハンド輝 全62巻 \4,000 ダイヤのA 32～36 ¥100 彼岸島　最後の４７日間 全16巻 ¥1,600

【新刊買取】

集英社（男コミのみ）

初版発売1ヶ月以内のもの⇒定価の6割買取
※新刊買取りは、自己申告をお願いします。

（申告がない場合は、通常買取りになる場合がありますのでご

注意ください。）

※破れ・汚れ・カバーなし等著しく状態の悪いものは対象外にな

ります。

※店頭持ち込みのみになります。



彼岸島　48日後・・・ 1～35巻ｾｯﾄ \6,000 ランウェイで笑って 20 ～ ¥200 からかい上手の高木さん １8巻 \300 葬送のフリーレン 1～9巻セット ¥2,000

ヒットマン 全13巻 ¥1,300 リアルアカウント 全24巻 ¥2,400 からかい上手の元高木さん 16巻 \250 颯汰の国 1～ 150

ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ100ＹＥＡＲＳ ＱＵＥＳＴ 7～11 ¥250 湾岸ＭＩＤ　ＮＩＧＨＴ 全42巻 ¥7,000 からくりサーカス(ワイド版) 全23巻 \4,000 第九の波濤 4 ～ \200

ふたりソロキャンプ 6～8 ¥200 湾岸ミッドナイトＣ１ランナー 全12巻 ¥3,000 からくりサーカス 全43巻 \4,300 大ダーク ５～ ¥250

ふたりソロキャンプ 9 ～ ¥250 小学館コミック ＄ ＄ GIGANT 9巻 \150 太陽の黙示録 全17巻 \1,000

特攻の拓（青表紙）少年ｻｲｽﾞ 13～19・20 \200 タイトル 巻数 買取価格 機動戦士ガンダム　アグレッサー 10 ～ \200 だがしかし 10 ～ \100

特攻の拓（青表紙）少年ｻｲｽﾞ 21～25 \600 ARMSワイド版 全12巻 \1,000 機動戦士ガンダム　サンダーボルト 15 ～ \200 黄昏流星群 1 ～ \100

特攻の拓（青表紙）少年ｻｲｽﾞ 26・27 \1,000 アオアシ 4 ～ \300 君は放課後インソムニア 1～10巻セット \2,000 ダブル 3 ～ \250

特攻の拓（青表紙）少年ｻｲｽﾞ 全27巻 \13,500 アオアシ 1～2９巻セット \12,000 君は放課後インソムニア 1 ～ \250 ダンスダンスダンスール 9･12・13・16～21 ¥200

特攻の拓（白表紙）少年ｻｲｽﾞ 全27巻 \12,000 アオイホノオ 18 ～ \100 境界のRINNE 全40巻 \4,000 ダンベル何キロ持てる？ 12・13・15～ \150

特攻の拓　新装版　青年ｻｲｽﾞ 3・4・6・8～11 \400 あおざくら ９～13・1７～ ¥100 ＫＩＮＧ　ＧＯＬＦ 13～16・21～ \100 チ。地球の運動について 3・4・５・8 \300

特攻の拓　新装版　青年ｻｲｽﾞ 13 ～ \500 青のオーケストラ 7 ～ \200 空母いぶきＧＲＥＡＴ　ＧＡＭＥ 5 ～ \200 チ。地球の運動について 全8巻 ¥2,500

特攻の拓　新装版　青年ｻｲｽﾞ 全27巻 \13,000 あさひなぐ 29 ～ \200 薬屋のひとりごと １１～ \250 血の轍 5･6・8・10・11 ¥150

特攻の拓　外伝Ｅａｒｌｙ　Ｄａｙｓ 全5巻 \1,000 あさひなぐ 全34巻 \3,500 薬屋のひとりごと 1～14巻セット \3,000 TSUYOSHI誰も勝てない、アイツには 7 ～ \250

特攻の拓　AfterDecade 4 ～ \350 明日、私は誰かのカノジョ 7～9 \300 くノ一ツバキの胸の内 6巻 \150 デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 7 ～ \100

特攻の拓　AfterDecade 全9巻 \3,600 あずみ 全48巻 \4,500 クロサギ 全20巻 ¥2,000 デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 全12巻 \1,200

特攻の拓　ワイド版 全14巻 \7,000 ＡＺＵＭＩ～あずみ～ 全18巻 \1,800 結婚アフロ田中 8・10 \200 天使な小生意気　ワイド版 全10巻 \1,900

不滅のあなたへ 10・14～16・18～ ¥250 圧勝 １３～ \150 結婚するって、本当ですか 3～ ¥200 トキワ来たれり！ 10～ ¥100

不滅のあなたへ 1～18巻セット ¥3,900 あなたの鼓動を見させて。 1 ～ \200 ケンガンアシュラ 18～ \200 Dr.コトー診療所 1～25巻ｾｯﾄ \2,500

フラジャイル 1～23巻セット ¥3,500 天野めぐみはスキだらけ 11・13～ \100 ケンガンアシュラ 全27巻 \3,000 トニカクカワイイ 5・12・13・20～ \100

ブルーピリオド 8 ～ ¥300 アラタカンガタリ～革神語～　　リマスター版 1 ～ \400 ケンガンオメガ 10～ \200 トニカクカワイイ 1～21巻セット \2,100

ブルーピリオド 1～12巻セット ¥2,000 異世界失格 1～7巻セット ¥700 高校アフロ田中 全10巻 \500 ドラえもん 全45巻 \3,000

ブルーロック 13～16 ¥250 異世界ワンターンキル姉さん 1 ～ \250 鋼鉄の華っ柱 全9巻 \400 トリリオンゲーム 1 ～ \200

ブルーロック 18 ～ ¥300 異伝絵本草子　半妖の夜叉姫 1～ ¥200 コタローは１人暮らし ５～ \200 ドロヘドロ 9･13・14・1６～ \400

ブルーロック 1～20巻セット ¥6,000 イナズマイレブン 全10巻 ¥200 古見さんはコミュ症です 23 ～ \200 ドロヘドロ 全23巻 \7,000

へうげもの 全25巻 ¥3,000 犬夜叉 53 ～ \150 古見さんはコミュ症です 1～26巻ｾｯﾄ \5,000 夏目アラタの結婚 ５～ \200

BECK 全34巻 ¥2,700 犬夜叉　スペシャル版 全30巻 \6,000 殺し屋　イチ 全10巻 \500 ノケモノたちの夜 全8巻 ¥1,800

ヘルプマン！ 全27巻 ¥5,000 今際の国のアリス 全18巻 \2,000 コロッケ！ 全15巻 \300 信長協奏曲 16 ～ \100

ぼくらのよあけ 全2巻 ¥600 うえきの法則 全16巻 \500 金色のガッシュ 全33巻 \3,500 信長協奏曲 1～22巻ｾｯﾄ \1,000

マイホームヒーロー 3～5・7～9 ¥300 うしおととら(文庫) 全19巻 \2,900 サンクチュアリ　 全12巻 ¥1,200 Happy！　完全版 全15巻 \1,500

マイホームヒーロー 10 ～ ¥350 うしおととら　完全版 全20巻 \4,000 サンクチュアリ　文庫 全8巻 \1,000 ハヤテのごとく！！ 49～ \100

マイホームヒーロー 1～17巻セット ¥5,100 うる星やつら　新装版 全34巻 \5,000 史上最強の弟子ケンイチ 全61巻 \3,000 BE　BLUES！～青になれ～ ２９～ \200

ましろのおと 25～28 \250 うる星やつら 全34巻 \3,000 史上最強の弟子ケンイチ 46・60 ¥100 BE　BLUES！～青になれ～ 1～48巻ｾｯﾄ \5,000

ましろのおと 1～30巻セット \3,000 映像研には手を出すな! 6～ \200 死神坊ちゃんと黒メイド 15 ～ \250 ビギン 9 ～ ¥150

魔法使い黎明期 5 ～ ¥250 Ｈ２　ワイド版 全17巻 \1,700 ジャガーン 7・11・12 ¥200 病室で念仏を唱えないでください 7 ～ \200

魔法使い黎明期 1～5巻ｾｯﾄ ¥1,000 黄金のラフ　草太の恋 全13巻 \1,300 ジャガーン 全14巻 \2,800 漂流教室 文庫 全6巻 \700

満州アヘンスクワッド 3～7 ¥250 黄金のラフ　草太のｽﾀﾝｽ 全33巻 \1,500 灼熱カバディ 1～22巻セット \4,000 ひらやすみ 1 ～ \200

満州アヘンスクワッド 1～10巻ｾｯﾄ ¥2,500 往生際の意味を知れ！ １～ \200 ＪＵＭＢＯ　ＭＡＸ 4･5 \200 ビリーバーズ 全2巻 \500

Mr・釣りどれん 全17巻 ¥1,000 おーい龍馬！新装版 全12巻 \2,000 上京アフロ田中 全10巻 \500 ファンタジスタ(文庫) 全13巻 \1,900

無限の住人　新装版 全15巻 ¥1,600 お茶にごす 全11巻 \600 正直不動産 ２～ \250 風都探偵    10・13 ¥200

女神のカフェテラス 1 ～ ¥200 オッドタクシー 1～ \200 正直不動産 1～1５巻ｾｯﾄ \4,000 風都探偵 1～１３巻セット ¥1,300

女神のカフェテラス 1～7巻セット ¥1,800 帯をギュッとね！(ワイド版) 全13巻 \1,000 新クロサギ 全18巻 ¥1,800 BUYUDEN 全13巻 ¥500

女神の鬼 全29巻 \2,900 おぼっちゃまくん 全24巻 \5,000 新ブラックジャックによろしく 全9巻 \500 ブラックラグーン 11巻 \100

黙示録の四騎士 3～7 ¥200 おやすみプンプン 全13巻 ¥1,300 深夜食堂 19 ～ \250 プリンセスメゾン 全6巻 \600

黙示録の四騎士 1～8巻ｾｯﾄ ¥2,400 ガイシューイッショク ５～ \200 switch 全15巻 ¥2,000 ＢＬＵＥ　ＧＩＡＮＴ 全10巻 \2,000

山田くんと7人の魔女 25 ～ ¥350 海獣の子供 全5巻 \500 スプラトゥーン 11～ \150 BLUE GIANT EXPLORER 3・5～ \100

山田くんと7人の魔女 全28巻 ¥4,200 岳 17～ ¥200 スプリガン(文庫) 全8巻 \1,000 BULUE GIANT　シュプリーム 11巻 \100

雪女と蟹を食う 1 ～ ¥250 風の大地 58 ～ \250 スプリガン 全11巻 \1,100 ヘルク 全12巻 \2,000

雪女と蟹を食う 全8巻 ¥2,500 KATSU! 全１６巻 ¥1,000 絶対可憐チルドレン 全63巻 \3,000 弁護士のくず　第二審 全11巻 \1,800

よくわからないけれど異世界に転生していたようです 9 ～ ¥250 カムイ外伝 全２０巻 \800 絶対絶命でんじゃらすじーさん 全20巻 \2,000 ホイッスル！W 5～ ¥150

4人はそれぞれウソをつく 1 ～ ¥300 カムイ伝 全１５巻 \500 前科者 1 ～ \250 北斗の拳(完全版) 全14巻 \3,000

ランウェイで笑って 8～17 ¥100 仮面ライダークウガ 15 ～ \150 葬送のフリーレン 8 ～ ¥300 ぼくらの 全11巻 \500



星のカービィ　ﾃﾞﾃﾞﾃﾞﾌﾟﾌﾟﾌﾟな物語 全25巻 \2,000 クズ!!アナザークローズ九頭神竜男 13 ～ \150 野球部に花束を 3 ～ \250 神クズ☆アイドル（一迅社） 1～６巻セット \2,000

ＨＯＴＥＬ 全37巻 \1,800 クズ!!アナザークローズ九頭神竜男 全23巻 \1,800 野球部に花束を 全9巻 \2,700 神様のバレー（芳文社） 1～２９巻セット \5,500

舞妓さんちのまかないさん 2･3・4・18～ \200 グラップラー刃牙　完全版（秋田） 全24巻 \2,400 弱虫ペダル（秋田） 50・53・55～61 \100 監察医朝顔（実業之日本社） 全30巻 \1,500

MAO 7～ ¥100 グラップラー刃牙（秋田） 全42巻 \4,500 弱虫ペダル（秋田） 64～69 \150 ガンニバル（日本文芸社） 全１３巻 \2,400

まことちゃん(文庫) 全12巻 \1,000 クローズ　新装版（秋田） 全22巻 \2,200 弱虫ペダルＳＰＡＲＥ　ＢＩＫＥ（秋田） 7 ～ \200 機動戦士ガンダム0083　ＲＥＢＥＬＬＩＯＮ 全16巻 \3,000

ＭＩＸ 16～ ¥200 極道の食卓（秋田） 全13巻 \1,500 六道の悪女たち（秋田） 全26巻 \4,000 機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島 全5巻 \1,000

ＭＩＸ 1～19巻ｾｯﾄ ¥2,300 さよならハイスクール 全3巻 \600 ＷＯＲＳＴ外伝　グリコ 14 ～ \200 機動戦士ガンダムGROUND ZEROコロニーの落ちた地で(角川) 全4巻 \800

六三四の剣 全24巻 \2,000 Ｇメン（秋田） 11 ～ \300 ＷＯＲＳＴ新装版（秋田） 全19巻 \3,900 機動戦士ガンダムＴＨＥ　ＯＲＩＧＩＮ（角川） 21 ～ \300

六三四の剣　ワイド版 全11巻 \2,000 Ｇメン（秋田） 全18巻 \4,700 その他出版社コミック ＄ ＄ 機動戦士ガンダムＴＨＥ　ＯＲＩＧＩＮ（角川） 全24巻 \1,800

名探偵コナン 81・97・102～ \200 SHY 6 ～ \200 タイトル 巻数 買取価格 機動戦士ガンダム　THE　ORIGIN（愛蔵版）　（角川） 全12巻 \2,000

名探偵コナン　犯人の犯沢さん ４～ \200 囚人リク（秋田） 全38巻 \3,800 蒼き鋼のアルペジオ（少年画報） 20 ～ \200 機動戦士ガンダム ﾑｰﾝｶﾞﾝﾀﾞﾑ（角川） 3 ～ \200

名探偵コナン　犯人の犯沢さん 1～７巻セット ¥1,000 ＪＩＮＧＩ仁義（秋田） 全33巻 \1,000 アカギ（竹書房） ３４．３５巻 \300 機動戦士ガンダムMSV-Rジョニー・ライデンの帰還(角川) 1～２３セット \3,500

め組の大吾(文庫) 全11巻 \1,000 仁義零（秋田） 全14巻 \1,000 悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました（角川） 全3巻 \700 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（角川） 3 ～ \250

め組の大吾 全20巻 \1,500 ダーウィンズゲーム 16・17・19～21 \150 ありふれた職業で世界最強（ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ） 9 ～ \250 機動戦士ガンダムUCバンデシネ(角川) 全17巻 \1,700

め組の大吾 1・15・17～ \100 ダーウィンズゲーム 23・24 \250 ありふれた職業で世界最強　零（ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ） 1～8巻セット \2,000 機動戦士クロスボーン・ガンダムゴースト(角川) 全12巻 \1,200

MAJOR2 ﾒｼﾞｬｰｾｶﾝﾄﾞ 18・23～ \200 チカーノＫＥＩ（秋田） 4・7～10 \150 異世界居酒屋「のぶ」(角川) １０．１３～ \200 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦（白泉） 4 ～ \250

土竜の唄 59・60・65・66・68・69・77～ \200 チカーノＫＥＩ（秋田） 1～11巻セット \2,000 異世界おじさん（ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 3 ～ \300 今日からヒットマン　（日本文芸社） 全31巻 \2,000

土竜の唄 1～77巻セット \7,000 ＤＥＡＤ　Ｔｕｂｅ（秋田） 1～19巻ｾｯﾄ \2,300 異世界おじさん（ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 1～8巻セット \2,000 キリン（少年画報） 全39巻 \4,000

モブサイコ100 13～ \150 デメキン（秋田） 13～20 \150 異世界召喚は二度目です（双葉） 2･3･6～ \200 キリン　The happy Ridder Speedway（少年画報） 全11巻 \1,100

モブサイコ100 全16巻 \1,900 デメキン（秋田） 21 ～ \250 異世界召喚は二度目です（双葉） 1～8巻セット \1,500 銀河鉄道999（少年画報） 全18巻 \2,000

モンキーターン 全30巻 \4,000 デメキン（秋田） 1～30巻ｾｯﾄ \4,300 異世界のんびり農家(富士見) 2 ～ \300 金装のヴェルメイユ(ｴﾆｯｸｽ） ４～ \250

モンキーターン 1・3・５～8・10・17・19・30 \150 桃源暗鬼 9 ～ \250 異世界はスマートフォンとともに。（角川） ２～ \100 喰いしん坊！(日本文芸社） 全24巻 \1,200

YAIBA　新装版 全24巻 ¥1,500 ドカベン ドリームトーナメント編（秋田） 全34巻 \4,000 異世界迷宮でハーレムを(角川) ４～ \200 クールドジ男子（ｴﾆｯｸｽ） 2 ～ \500
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている 9～ ¥200 ドルフィン 1～5 \100 痛いのは嫌なの防御力に極振りしたいと思います（角川） ４～ \250 クズの本懐（ｴﾆｯｸｽ） 全９巻 \1,000

闇金ウシジマくん 全４６巻 \4,600 ドルフィン 6 ～ \200 一騎当千（ﾜﾆﾌﾞｯｸｽ） ２２～２４ \400 薬屋のひとりごと（ｴﾆｯｸｽ） 8 ～ \250

闇金ウシジマくん 32・35・36・39～ \250 ドルフィン 1～13巻ｾｯﾄ \2,600 今どきの若いモンは(サイコミ) ４～ \200 薬屋のひとりごと（ｴﾆｯｸｽ） 1～10巻セット \2,500

闇金ウシジマくん外伝　らーめん骨皮さん 全5巻 ¥900 ドロップＯＧ（秋田） 24 ～ \200 イムリ（ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ） 全26巻 \5,000 くまクマ熊ベアー(主婦と生活社) ８巻 \300

YAWARA!　完全版 全20巻 \2,000 ７５０ライダー（秋田） 全50巻 \9,000 殷周伝説(潮出版) 全22巻 \2,300 黒執事(ｴﾆｯｸｽ） 31 ～ \200

勇者ｶﾞ死んだ! 全20巻 ¥1,500 ナンバＭＧ5（秋田） 1～10 \200 ヴァニタスの手記(ｴﾆｯｸｽ) 1～10巻セット \2,000 黒の召喚士（ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ） ２～ \300

勇者が死んだ！ 全20巻 ¥2,000 ナンバＭＧ5（秋田） 16 ～ \300 戦×恋-ヴァルラヴ-（ｴﾆｯｸｽ） 12 ～ \200 ゲート ＧＡＴＥ （ｱﾙﾌｧﾎﾟﾘｽ） １０．１１．１３．１４．１６～ \150

雄飛 全16巻 ¥1,000 ナンバＭＧ5（秋田） 全18巻 \4,500 宇崎ちゃんは遊びたい(富士見) ８～ ¥250 ゲート ＧＡＴＥ （ｱﾙﾌｧﾎﾟﾘｽ） 1～21巻セット \2,000

よふかしのうた 3 ～ \250 バウンサー（秋田） 1～12巻セット \1,200 うらみちお兄さん(一迅社） 6 ～ \300 外道の歌（少年画報） 3～5･9 \150

ヨルムンガンド 全11巻 ¥500 バキ（秋田） 全31巻 \2,500 英雄王、武を極めるため転生す～そして、世界最強の見習い騎士♀～(ホビージャパン) 1 ～ \300 外道の歌（少年画報） １１～ \250

らんま1/2 全38巻 \1,500 バキ　新装版（秋田） 全18巻 \3,000 英雄教室（ｴﾆｯｸｽ） 8 ～ \200 外道の歌（少年画報） 1～１４巻セット \1,500

らんま1/2(新装版) 全38巻 \3,500 バキ道(秋田） 6～9 \150 英雄教室（ｴﾆｯｸｽ） 1～14巻セット \2,000 現実主義勇者の王国再建記（ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ） 1～9巻セット \1,500

劉邦 9 ～ \250 バキ道(秋田） 13 ～ \250 エリア51(新潮社) 全15巻 \2,500 賢者の孫（角川） 19 ～ \300

連続漫画小説あさドラ！ 4 ～ \200 刃牙道(秋田） 8・15～ \100 王様ランキング（ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ） ７～１０．１２～ \300 極主夫道（新潮） 9 ～ \250

覇 全22巻 \1,100 刃牙道(秋田） 全22巻 \2,000 王様ランキング（ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ） 1～１４巻セット \5,000 この素晴らしい世界に爆焔を！（ＭＦ） 2 ～ \200

龍 全42巻 \2,000 バチバチ（秋田） 全16巻 \1,000 狼と香辛料（ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ） 全16巻 \1,000 小林さんちのメイドラゴン　（双葉社） 9 ～ \250

秋田書店コミック ＄ ＄ バチバチＢＵＲＳＴ（秋田） 全12巻 \1,500 オーバーロード(角川) 12 ～ \250 ゴブリンスレイヤー（ｴﾆｯｸｽ） 12～ \300

タイトル 巻数 買取価格 ハリガネサービス（秋田） 全24巻 \3,000 おかしな転生 最強パティシエ異世界降臨（TO） 2 ～ \350 最果てから徒歩5分（新潮社） 全2巻 \400

ＯＵＴ(秋田) 21 ～ \200 ハリガネサービスＡＣＥ（秋田） 3～5・7 \100 推しが武道館いってくれたら死ぬ（徳間） 1～9巻セット \2,500 最遊記ＲＥＬＯＡＤ（一迅社） ８～ \200

ＯＵＴ(秋田) 1～22巻ｾｯﾄ \3,300 ハリガネサービスＡＣＥ（秋田） 11～13・15～ \200 おちこぼれフルーツタルト（芳文社） 1～６巻セット \900 咲（ｴﾆｯｸｽ） 20 ～ \200

浦安鉄筋家族　あっぱれ（秋田） 7～10・13～ \200 範馬刃牙（秋田） 全37巻 \2,500 お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件(ｴﾆｯｸｽ) １～ \250 サザエさん（姉妹社→朝日新聞社） 全68巻 \3,000

浦安鉄筋家族（秋田） 全31巻 \1,500 ＢＥＡＳＴＡＲＳ（秋田） 9・10・16・20～ \200 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です(富士見) 1～9巻セット ¥2,500 幸色のワンルーム（ｴﾆｯｸｽ） ８～ \250

浦安鉄筋家族　元祖！（秋田） 全28巻 \1,400 ＢＥＡＳＴＡＲＳ（秋田） 全22巻 \5,500 お兄ちゃんはおしまい（一迅社） 1 ～ \250 さんかく窓の外側は夜（リブレ） ８～ \250

浦安鉄筋家族　毎度！（秋田） 全24巻 \1,700 僕の心のヤバイやつ 5 ～ \250 骸骨騎士様只今異世界へお出掛け中（ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ） 8 ～ \200 三国志（文庫)　（潮出版） 全30巻 \2,000

ＡＮＧＥＬ　ＶＯＩＣＥ（秋田） 全40巻 \4,000 魔入りました入間くん（秋田） 6～25 \300 賭ケグルイ（ｴﾆｯｸｽ） 13 ～ \200 ３０歳までに童貞だと魔法使いになるらしい（ｴﾆｯｸｽ） ５～ \200

がきデカ(秋田) 全26巻 \5,000 魔入りました入間くん（秋田） 1～28巻ｾｯﾄ \8,500 賭ケグルイ双（ｴﾆｯｸｽ） １０．１２～ \300 史上最強の大魔王、村人Aに転生する（ｴﾆｯｸｽ） 5 ～ \250

神アプリ（秋田） 全27巻 \3,000 魔法少女サイト（秋田） 全16巻 \2,000 陰の実力者になりたくて！（角川） ６～ \300 静かなるドン（ﾏﾝｻﾝ） 全108巻 \5,000

吸血鬼すぐ死ぬ（秋田） 5～18 \300 もういっぽん！（秋田） 4～8・12～14 \300 風の谷のナウシカ（徳間） 全7巻 \2,000 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～（ｴﾆｯｸｽ） 18 ～ \300

吸血鬼すぐ死ぬ（秋田） 1～21巻ｾｯﾄ \6,300 もういっぽん！（秋田） 1～19巻ｾｯﾄ \5,700 壁サー同一作家の猫屋敷くんは承認欲求をこじらせている（徳間） 1～4巻セット \1,200 シティーハンターXYZＥｄｉｔｉｏｎ（ｺｱｺﾐｯｸｽ） 全12巻 \4,000



自転車屋さんの高橋くん（リイド） ４～ \400 農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった(双葉社) ３．４．９～ \350 やがて君になる（角川） 全8巻 \600 闇のパープルアイ 全12巻 ¥1,000

地縛少年花子くん（ｴﾆｯｸｽ） ３～７．９～ \200 望まぬ不死の冒険者（ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ） 5 ～ \300 ヤマノススメ（ｱｰｽｽﾀｰ） 13 ～ \300 やんごとなき一族 1～11巻ｾｯﾄ ¥3,300

地縛少年花子くん（ｴﾆｯｸｽ） 1～18巻セット \3,500 信長のシェフ（芳文社） 1～32巻ｾｯﾄ \4,000 ヤマノススメ（ｱｰｽｽﾀｰ） 1～22巻セット \4,000 ライトノベル ＄ ＄

死役所（新潮社） １６．１７．２０～ \150 鋼の錬金術師　完全版　（ｴﾆｯｸｽ） 全18巻 \4,000 ヤンキー君と白杖ガール(ＭＦ) 1～8巻セット \1,700 タイトル 巻数 買取価格

死役所（新潮社） 1～20巻セット \2,000 鋼の錬金術師（ｴﾆｯｸｽ） 全２７巻 \3,000 勇者パーティーを追放されたビーストテイマー最強種の猫耳少女と出会う（ｴﾆｯｸｽ） 1 ～ \400 異世界召喚は二度目です 6 ～ \200

邪神ちゃんドロップキック（ﾌﾚｯｸｽ） 10 ～ \200 白竜　（日本文芸社） 全21巻 \3,000 勇者辞めます（角川） 6巻 \300 異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する 1 ～ \200

社畜さんは幼女幽霊に癒やされたい。（ｴﾆｯｸｽ） 3 ～ \250 白竜ＨＡＤＯＵ（日本文芸社） 14 ～ \150 ゆるキャン△（芳文社） 8 ～ \300 異世界迷宮でハーレムを 4 ～ \150

終末のワルキューレ（徳間） 13 ～ \300 白竜ＨＡＤＯＵ（日本文芸社） 1～２９巻セット \4,500 ゆるキャン△（芳文社） 1～１３巻セット \4,800 英雄王、武を極めるために転生す　そして世界最強の見習い騎士♀ 1 ～ \200

湘南爆走族（少年画報） 全16巻 \1,800 白竜ＬＥＧＥＮＤ（日本文芸社） 全46巻 \3,000 幼女戦記（角川） １２．１８～ \250 狼と香辛料 全17巻 \1,500

湘南爆走族／小判（少年画報） 全16巻 \1,000 はだしのゲン（汐文社） 全10巻 \1,700 幼女戦記（角川） １～２５巻セット \5,000 お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 1 ～ \200

食キング(日本文芸社） 全27巻 \1,000 はたらく魔王さま！（ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ） 14 ～ \250 弱キャラ友崎くん（ｴﾆｯｸｽ） 3 ～ \200 義妹生活 1 ～ \200

女子高生の無駄づかい（角川） 1～10巻セット \1,500 はたらく魔王さま！（ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ） 1～19巻セット \5,000 ラグナクリムゾン(ｴﾆｯｸｽ) ６～ \200 キノの旅　the Beautiful world 1～23巻セット \1,000

真・一騎当千（少年画報） ４～ \200 花の慶次　完全版（徳間） 全15巻 \1,500 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　第一章(ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 全2巻 \200 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 8 ～ ¥200

進化の実 知らないうちに勝ち組人生（双葉） 2 ～ \300 ピーターグリルと賢者の時間（双葉） ４．７～ \300 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　第二章(ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 全５巻 \500 薬屋のひとりごと 9 ～ \150

新機動戦記ガンダムW Endless Waltz　敗者たちの栄光(角川) 全14巻 \2,800 ヒナまつり　（ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ） 17 ～ \200 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　第三章(ｴﾆｯｸｽ） 全5巻 \500 黒の召喚士 7 ～ \250

新世紀エヴァンゲリオン　愛蔵版（角川） 全7巻 \3,500 氷属性男子とクールな同僚女子(ｴﾆｯｸｽ) 2 ～ \400 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　第三章(ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 9.11巻のみ \200 継母の連れ子が元カノだった 3 ～ \250

新米錬金術師の店舗経営（KTC） 2 ～ \400 風雲児たち（潮出版） 全30巻 \6,500 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　第三章(ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 全11巻 \1,700 ゴブリンスレイヤー １．6・10～ \100

スパイ教室（富士見） 1 ～ \200 風雲児たち　ワイド版（リイド） 全20巻 \5,000 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　第四章(ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 1～６巻セット \1,000 最強陰陽師の異世界転生記 1～ ¥200

聖剣学院の魔剣使い（角川） 3 ～ \200 夫婦以上、恋人未満（角川） ３．７～ \350 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　剣鬼恋歌(ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 全4巻 \400 シャインポスト 1 ～ \200

世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する（角川） １～ \200 服を着るならこんなふうに（角川） 1～１３巻セット \1,300 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　永結の絆(ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 全3巻 \300 進化の実 １・2・9～ \150

先輩がうざい後輩の話（一迅社） ５～ \250 豚のレバーは加熱しろ(メディアワークス) 1 ～ \200 LV1魔王とワンルーム勇者 2 ～ \300 新米錬金術師の店舗経営 1 ～ \200

先輩がうざい後輩の話（一迅社） 1～9巻セット \2,300 ブッダ(文庫)　（潮出版） 全12巻 \1,000 鹿楓堂よついろ日和（新潮社） 1～16巻セット \2,000 スパイ教室 4 ～ \200

そうだ売国しよう-天才王子の赤字国家再生術-（ｴﾆｯｸｽ） ６～ \250 不徳のギルド（ｴﾆｯｸｽ） 1 ～ \400 惑星のさみだれ（少年画報） 全10巻 \2,200 聖剣学院の魔法使い 6 ～ \100

蒼天の拳／ＤＸ版（徳間） 全14巻 \2,500 プランダラ　（角川） １６．１８．２０．２１ \200 私に天使が舞い降りた（一迅社） 1～11巻セット \2,500 青春ブタ野郎シリーズ ７～ \200

その着せ替え人形は恋をする（ｴﾆｯｸｽ） １．６．7.10 \300 文豪ストレイドッグス（角川） １２．１５．１８～ \300 わたしの幸せな結婚（ｴﾆｯｸｽ） 全３巻 \300 精霊幻想記 2 ～ \150

その着せ替え人形は恋をする（ｴﾆｯｸｽ） 1～10巻セット \3,000 文豪ストレイドッグス（角川） 1～22巻セット \6,300 私の百合はお仕事です！(一迅社) 1 ～ \200 ソードアート・オンライン 25 ～ \200

対ありでした。お嬢様は格闘ゲームなんてしない（MF） 2 ～ \250 ペリリュｰ　楽園のゲルニカ（白泉） 全11巻 \2,200 ヲタクに恋は難しい（一迅社） 11巻 \300 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 1２～ \100

対ありでした。お嬢様は格闘ゲームなんてしない（MF） 1～4巻セット \700 ヘルドッグス 地獄の犬たち(角川) ３～ \350 少女コミック ＄ ＄ 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 15 ～ \200

高嶺のハナさん(日本文芸社） 4 ～ \300 便利屋斉藤さん異世界に行く(メディアファクトリー) 3 ～ \300 タイトル 巻数 買取価格 友達の妹が俺だけにウザい 9 ～ \100

盾の勇者の成り上がり（ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ） 18 ～ \300 暴力大将　愛蔵版（ぶんか社） 全14巻 \4,000 赤髪の白雪姫 18 ～ ¥150 七つの魔剣が支配する 5 ～ \200

ダンジョン飯（ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ） 12巻 \300 北斗の拳／究極版（徳間） 全18巻 \3,000 赤髪の白雪姫 1～25巻セット ¥3,800 農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった 1 ～ \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？外伝ソードオラトリア(ｴﾆｯｸｽ） １６～ \150 僕の妻は発達障害（新潮社） 1 ～ \200 暁のヨナ 34 ～ ¥200 英雄教室 12 ～ \200

治癒魔法の間違った使い方（角川） 7 ～ \200 ぼっち・ざ・ろっく！(芳文) 3 ～ \300 暁のヨナ 1～38巻セット ¥8,200 氷剣の魔術師が世界を統べる 1 ～ \200

ちるらん新撰組鎮魂歌（徳間） 1～３４巻セット \3,500 ぼっち・ざ・ろっく！(芳文) 1～4巻セット \1,500 ガラスの仮面 1～49巻セット ¥2,500 豚のレバーは加熱しろ 1 ～ \200

月が導く異世界道中(アルファポリス) ２～ \250 ほむら先生はたぶんモテない（角川） 全5巻 \1,500 ガラスの仮面（文庫） 1～27巻セット ¥3,000 勇者ﾊﾟｰﾃｨｰを追放されたﾋﾞｰｽﾄﾃｲﾏｰ、最強職の猫耳少女と出会う 1 ～ \200

つぐもも（双葉社） 26 ～ \300 ホリミヤ（ｴﾆｯｸｽ） 16巻 \300 キャンディ・キャンディ 全9巻 ¥3,000 ようこそ実力至上主義の教室へ 全14巻 \3,000

妻、小学生になる。（芳文社） 1～12巻セット \2,700 本好きの下剋上　第一部（ＴＯﾌﾞｯｸｽ） 全7巻 \2,500 キャンディ・キャンディ（文庫） 全6巻 ¥1,200 ようこそ実力至上主義の教室へ 8 ～ \200
ティアムーン帝国物語-断頭台から始まる姫の転生逆転ストーリー-(TO) 1 ～ \250 本好きの下剋上　第二部（ＴＯﾌﾞｯｸｽ） 1～７巻セット \2,200 佐々木と宮野 1～8巻セット ¥1,600 弱キャラ友崎くん 7 ～ \200

転生王女と天才令嬢の魔法革命（MW） 1 ～ \200 本好きの下剋上　第三部（ＴＯﾌﾞｯｸｽ） 1～５巻セット \1,500 7SEEDS（ｾﾌﾞﾝｼｰｽﾞ） 全35巻 ¥7,000 ライアーライアー 2 ～ \200

転生貴族の異世界冒険録（ﾏｯｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ） 1 ～ \200 本好きの下剋上　第四部（ＴＯﾌﾞｯｸｽ） 1～4巻セット \1,200 ちはやふる 39 ～ ¥200 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 20 ～ \200

転生賢者の異世界ライフ（ｴﾆｯｸｽ） １５～ \200 魔法科高校の優等生（ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ） 9 ～ \150 ちはやふる 1～48巻セット ¥5,000 齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定 １～ \200

転生したらスライムだった件　魔物の国の歩き方(マイクロマガジン) 1～8巻セット \1,500 魔法使いの嫁（ﾏｯｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ） １６～ \250 ちびまる子ちゃん 全17巻 ¥1,800 レベル1だけどユニールスキルで最強です 1 ～ \200

転生したら剣でしたーアナザーウィッシュー（ﾏｲｸﾛﾏｶﾞｼﾞﾝ) １．４～ \400 見える子ちゃん（MF） 7 ～ \250 ちびまる子ちゃん（文庫） 全9巻 ¥1,000 老後に備えて異世界で８万枚の金貨を貯めます 1 ～ \200

とある科学の超電磁砲（ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ） 16 ～ \200 未確認で進行形（一迅社） 1～12巻セット \1,500 贄姫と獣の王 9 ～ ¥150 大判ライトノベル ＄ ＄

とある科学の一方通行（ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ） 12巻 \200 無職転生　異世界だって本気だす（MF） 17 ～ \250 贄姫と獣の王 全15巻 ¥1,700 タイトル 巻数 買取価格

とある魔術の禁書目録（ｴﾆｯｸｽ） 19 ～ \200 無職転生　異世界だって本気だす（MF） 1～１７巻セット \4,000 ＢＡＳＡＲＡ（ﾊﾞｻﾗ） 全27巻 ¥3,400 異世界のんびり農家 6 ～ \400

友達の妹が俺にだけウザい（ｴﾆｯｸｽ） 4 ～ \300 無職転生　ロキシーだって本気です（MF） ５．６．８～ \250 薔薇王の葬列 6 ～ ¥150 異世界はスマートフォンとともに。 14 ～ \400

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） ３１～３３ \250 無職転生　ロキシーだって本気です（MF） 1～10巻セット \2,500 薔薇王の葬列 全17巻 ¥2,600 異世界薬局 4 ～ \300

ドラゴンクエスト　エデンの戦士たち(ｴﾆｯｸｽ) 全14巻 \500 村井の恋（角川） 全7巻 \2,000 美少女戦士セーラームーン（完全版） 全10巻 ¥4,500 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います 7・9・11～ \300

ドンケツ　（少年画報） 全28巻 \4,000 メイドインアビス（竹書房） 5 ～ \350 美少女戦士セーラームーン（新装版） 全12巻 ¥2,500 オーバーロード 13～ \400

ドンケツ　（少年画報） 1～14 \250 メイドインアビス（竹書房） 1～11巻セット \4,500 ミステリと言う勿れ 1～10巻ｾｯﾄ ¥4,000 陰の実力者になりたくて 3 ～ \400

NEW　GAME！（芳文社） 12.13 \250 モナリザの君へ（ｴﾆｯｸｽ） 全8巻 \1,000 モエカレはオレンジ色 1～12巻セット ¥3,000 刀語 全12巻 \1,000



神達に拾われた男 ４・6～ \300

くまクマ熊ベアー 3 ～ \300

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 7・11～ \300

盾の勇者の成り上がり 19 ～ \300

治癒魔法の間違った使い方 13～ \300

月が導く異世界道中 9 ～ \300

転生賢者の異世界ライフ 4 ～ \300

転生したらスライムだった件 10 ～ \400

転生したら剣でした 8 ～ \400

望まぬ不死の冒険者 ４～ \400

本好きの下克上 第１部　4～ \400

無職転生　異世界行ったら本気出す １５～ \400

物語シリーズ 余物語 \300

扇物語 \300

死物語 \300

幼女戦記 9 ～ \400








