
タ　イ　ト　ル 巻　数 買取値段
3月のライオン 1～4・6・7 ¥250
3月のライオン 1～12巻 ¥2,200
3月のライオン昭和異聞灼熱の時代 2～ ¥250
ACCA13区監察課 2～ ¥250
ARIA 全12巻 ¥1,000
ARIA完全版 ARIA The MASTERPIECE 2～ ¥200
BAD BOYS 全22巻 ¥500
BTOOOM 17～ ¥100
BTOOOM 20～ ¥150
BTOOOM　23巻　\250 1～23巻 ¥1,500
DD北斗の拳 1～8巻 \1,000
Fate/Apocrypha 1～ \250
Fate/stay night 全20巻 ¥1,000
ＧＵＮＳＬＩＮＧＥＲ ＧＩＲＬ 全15巻 \500
Hey!リキ 全31巻 ¥1,000
landreaall 1～29巻 ¥3,000
NEW GAME　6巻　\300 2～ ¥250
PandoraHearts 22～ ¥150



PandoraHearts 全24巻 ¥1,000
Re LIFE 3～ ¥300
Re LIFE 1～7巻 ¥1,700
Re:ゼロから始める異世界生活　第一章 1～ ¥150
Re:ゼロから始める異世界生活　第三章 2～ ¥200
Re:ゼロから始める異世界生活　第二章 1～ ¥200
ＳとＭ 1～8・10～ ¥150
ＳとＭ 全28巻 ¥4,200
SとM エクスタシー 1～ ¥150
蒼き鋼のアルペジオ　14巻　\300 12～ ¥200
蒼き鋼のアルペジオ 1～13巻 ¥800
青春×機関銃　11巻　\300 8・9 ¥150
青春×機関銃 1～11巻 ¥800
アカギ 1～34巻 ¥2,000
アカメが斬る！ 全15巻 ¥700
姉なるもの 1巻 ¥200
アラクニド　4巻　\100 13巻 ¥150
アラクニド 全14巻 ¥500
蟻地獄 1～ ¥150
アリスと蔵六 3～ ¥300
いなり、こんこん、恋いろは。 全10巻 ¥800
殷周伝説 全22巻 ¥1,000
有頂天家族 2～ ¥250
うどんの国の毛鞠 6～ ¥150
うどんの国の毛鞠 1～9巻 ¥1,200
ウロボロス-警察ヲ裁クハ我ニアリ- 20～ ¥150
ウロボロス-警察ヲ裁クハ我ニアリ- 23～ ¥200
ウロボロス-警察ヲ裁クハ我ニアリ- 全24巻 ¥2,000
エマ 全10巻 \500
エロマンガ先生 1～ ¥450
エロマンガ先生 1～5巻 ¥2,300
エンジェル・ハート 全33巻 ¥1,000
エンジェル・ハート1stシーズン 13～ ¥100
エンジェル・ハート1stシーズン 全24巻 ¥1,500
エンジェル・ハート2ndシーズン 2・4 ¥100
エンジェル・ハート2ndシーズン 9～ ¥150
エンジェル・ハート2ndシーズン 15巻 ¥200
エンジェル・ハート2ndシーズン 1～15巻 ¥2,000
王室教師ハイネ　8巻　\300 1・4・6～ ¥250
オーバーロード　7巻　\300 2～ ¥250
おくさまが生徒会長！　 5・6・8～ ¥150
おくさまが生徒会長！　11巻　\250 1～11巻 ¥1,500
おしえて！ギャル子ちゃん 3～ ¥150
乙嫁語り 7・9～ ¥200
お前はまだグンマを知らない 5～ ¥250
ガヴリールドロップアウト 1～ ¥200
賭ケグルイ　　2～　\250 5～ ¥300
賭ケグルイ 1～6巻 ¥1,500
賭けグルイ双 1～ ¥300
風の谷のナウシカ　（ワイド版） 全7巻 ¥700
がっこうぐらし！ 3・4 ¥150
がっこうぐらし！ 9巻 ¥250
がっこうぐらし！ 1～9巻 ¥1,200
神様のバレー 1～13巻 ¥2,200
神様のバレー　13巻　\300 4～ ¥200
機動戦士ガンダムDefine 1～11巻 ¥1,200
機動戦士ガンダムMSV-Rジョニーライデンの帰還 1～14巻 ¥2,000
機動戦士ガンダムTHE ORIGIN 18～ ¥150
機動戦士ガンダムTHE ORIGIN 全23巻 ¥2,500



機動戦士ガンダムUCバンデシネ 全17巻 \1,000
機動戦士クロスボーン・ガンダムゴースト 全12巻 \1,000
義風堂々!!疾風の軍師-黒田官兵衛- 6～ ¥150
義風堂々!!疾風の軍師-黒田官兵衛- 1～10巻 ¥1,000
義風堂々!!直江兼続～前田慶次酒語り 全10巻 \1,000
君の膵臓をたべたい 上巻 ¥300
君の名は。 2～ ¥200
キャタピラー　1～　\150 9巻 \200
ギャングキング 1～27巻 ¥1,000
今日からヒットマン 全31巻 ¥3,000
キリン 全39巻 ¥5,000
キリン The Happy Ridder Speedway 1・5～ ¥150
キリン The Happy Ridder Speedway 1～11巻 ¥1,500
銀牙伝説WEEDオリオン 全30巻 \2,000
銀と金 全11巻 \1,000
銀と金/新装版 2・3・5・7～ ¥200
繰繰れ！コックリさん 11～ ¥150
繰繰れ！コックリさん 全12巻 ¥500
愚愚れ！設楽さん 4巻 ¥150
クズの本懐 6～ ¥400
クズの本懐 全8巻 ¥1,800
くまみこ 7～ ¥200
くまみこ 1～8巻 ¥500
クレヨンしんちゃん 全50巻 ¥3,000
黒執事 18・20 ¥150
黒執事 22～ ¥250
黒執事　25巻　\300 1～24巻 ¥1,500
ゲート自衛隊彼の地にて斯く戦えリ 9～ ¥200
ゲート自衛隊彼の地にて斯く戦えリ　11巻　\300 1～11巻 ¥800
外道の歌 3巻 ¥300
けものフレンズ。-ようこそジャパリパークへ- 1～ ¥300
剣客商売（画：大島やすいち） 1～ ¥200
ご注文はうさぎですか？ 5巻 ¥200
子連れ狼/愛蔵版 全20巻 \3,000
孤独のグルメ 2巻 ¥200
この世界の片隅に 上中下、各巻 ¥300
小林さんちのメイドラゴン 1・3～ ¥300
サーヴァンプ 1～10巻 ¥1,000
サイコ 全24巻 \1,000
最後のレストラン 1～9巻 ¥1,500
裁判長！ここは懲役4年でどうですか 全13巻 ¥1,000
咲　saki 14・16 ¥200
咲　saki 1～16巻 ¥1,000
サクラクエスト 1巻 ¥300
酒のほそ道 1～40巻 \7,000
サンケンロック 14・17・19・23 ¥100
サンケンロック 21・22・24～ ¥150
サンケンロック 全25巻 ¥2,000
三国志 全60巻 ¥3,000
塩田先生と雨井ちゃん 2巻 ¥300
屍姫 全23巻 ¥1,000
自殺島 14～ ¥200
シティーハンターXYZEdition 全12巻 ¥1,200
シマウマ 4・11・15 ¥150
シマウマ 1～15巻 ¥1,200
死役所 1～ ¥300
死役所 1～8巻 ¥2,500
銃座のウルナ 1～ ¥200
終末なにしてますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？ 1巻 ¥300



湘南爆走族 全16巻 ¥1,000
湘南爆走族/小判 全16巻 \1,000
スピリットサークル 5～ ¥200
星刻の竜騎士 8～ ¥150
善悪の屑 1・3 ¥150
善悪の屑 全5巻 ¥500
蒼天の拳 全22巻 ¥1,000
蒼天の拳/完全版 1・7～ ¥150
蒼天の拳/完全版 全14巻 \2,000
ソウルイーター 23～ ¥100
ソウルイーター 全25巻 ¥500
それでも町は廻っている 10・11・13～ ¥150
それでも町は廻っている　16巻 \300 全16巻 ¥1,500
田中くんはいつもけだるげ 8巻 ¥250
タブー・タトゥー 10～ ¥200
タブー・タトゥー 1～12巻 ¥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 5～ ¥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 1～8巻 ¥1,700
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 2～ ¥400
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 1～8巻 ¥2,900
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ファミリアクロニクル episodeリュー1巻 ¥300
ダンジョン飯 2・3 ¥300
ちるらん　7～　\200 10～ ¥300
ちるらん 1～18巻 ¥4,000
つぐもも 1～ ¥300
つぐもも 4～ ¥350
つぐもも 1～19巻 ¥6,700
ディーふらぐ！ 1～3・5・6・8～ ¥150
ディーふらぐ！ 1～11巻 ¥1,500
ディメンションW 12巻 ¥250
デンキ街の本屋さん　14巻　\250 1～14巻 ¥1,000
とある科学の超電磁砲 11～ \200
とある科学の超電磁砲 1～12巻 \800
とある魔術の禁書目録 15～ ¥150
とある魔術の禁書目録 1～18巻 ¥1,000
東京ESP 15～ ¥150
東京ESP 全16巻 ¥500
ドラゴンクエスト列伝ロトの紋章～紋章を継ぐ者達へ～ 16～19・21～ ¥150
ドラゴンクエスト列伝ロトの紋章～紋章を継ぐ者達へ～ 27巻 ¥300
トリニティセブン 11～ ¥250
トリニティセブン 1～16巻 ¥2,600
ドンケツ 1～12・14・16・17・20～ ¥300
ドンケツ 1～21巻 ¥5,200
ナナとカオル 8・10～ ¥150
ナナとカオル 全18巻 ¥2,000
ナナマルサンバツ 7～ ¥200
にがくてあまい 全13巻 ¥1,200
日常 9～ ¥200
日常 全10巻 ¥800
信長のシェフ 11～ \150
信長のシェフ 18巻 \300
信長のシェフ 1～18巻 \2,000
信長の忍び　2～　￥200 8～ ¥250
信長の忍び 1～11巻 ¥2,300
のんのんびより 10巻 ¥200
のんのんびより　11巻　\300 1～11巻 ¥1,000
ハイスコアガール 7巻 \150
ハイスコアガールCONTINUE 1～ ¥150
鋼の錬金術師 21巻 ¥100



鋼の錬金術師 全27巻 ¥1,500
鋼の錬金術師（完全版） 6～13・15～ ¥300
鋼の錬金術師（完全版） 全18巻 ¥4,500
爆音列島/YKコミックス 1巻 \200
白竜 全21巻 ¥3,000
白竜 HADOU 1～ ¥250
白竜 LEGEND　1～　\150 全46巻 ¥7,000
はじめてのギャル 1～ ¥250
はたらく魔王さま！ 1～ ¥200
はたらく魔王さま！ 1～11巻 ¥2,300
花の慶次-雲の彼方に-（徳間書店） 全12巻 ¥1,500
ハニカムチャッカ 1巻 ¥300
ばらかもん　15巻　\300 14巻 ¥200
ばらかもん 1～14巻 ¥1,000
はんだくん 7巻 ¥150
ひなこのーと 1～ ¥250
ヒナまつり 3～10 ¥200
ヒナまつり　12巻\250 1～12巻 ¥2,000
不機嫌なモノノケ庵 6～ ¥200
不機嫌なモノノケ庵　8巻　\300 1～8巻 ¥1,400
富士山さんは思春期 全8巻 ¥800
+チック姉さん 3・4・6～ ¥150
プリズマ☆イリヤ ドライ!! 1～8巻 \1,000
文豪ストレイドッグス 8～10 ¥200
文豪ストレイドッグス 11～ ¥300
文豪ストレイドッグス 1～12巻 ¥1,500
ヘルシング 全10巻 ¥500
ベルセルク 12・14～22 \100
ベルセルク 39巻 \300
ベルセルク 1～38巻 \3,000
ホーリーランド 全18巻 ¥1,000
僕だけがいない街 9巻 ¥200
北斗の拳/究極版 14～ ¥150
北斗の拳/究極版 全18巻 ¥1,000
僕らはみんな河合荘 7～ ¥250
僕らはみんな河合荘　9巻　\300 1～9巻 ¥1,500
ポプテピピック 1～ ¥500
ホリミヤ 9～ ¥200
ホリミヤ 1～10巻 ¥1,000
麻雀小僧 全16巻 ¥2,000
政宗くんのリベンジ 4～ ¥300
政宗くんのリベンジ 7～ ¥350
政宗くんのリベンジ 1～8巻 ¥2,000
魔法少女プリティ☆ベル 1～22巻 ¥2,500
魔法陣グルグル 全16巻 ¥800
魔法陣グルグル/新装版 3～ ¥200
魔法陣グルグル/新装版 全8巻 ¥1,500
魔法陣グルグル2　8巻　\250 2～ ¥150
魔法使いの嫁　　4巻　\200 6～ ¥300
無邪気の楽園 7～ ¥200
無邪気の楽園 1～10巻 ¥1,200
無職転生-異世界行ったら本気だす- 1・2・4～ ¥200
無職転生-異世界行ったら本気だす- 6巻 ¥300
モンスター娘のいる日常 9巻 ¥150
モンスター娘のいる日常 11～ ¥250
モンスター娘のいる日常 1～12巻 ¥1,000
ヤンデレ彼女 全17巻 ¥500
ゆるゆり 12～ ¥150
ゆるゆり　15巻　\300 1～15巻 ¥1,500



ゆるゆり/新装版 2～ ¥150
ゆるゆり/新装版 1～14巻 ¥2,000
幼女戦記 1～ ¥300
よつばと! 1～13巻 ¥800
ラブホの上野さん 3～ ¥200
リスボックリ 1巻 ¥300
恋愛暴君 1～ ¥350
恋愛暴君 6～ ¥400
恋愛暴君 1～11巻 ¥4,200
ろんぐらいだぁす！ 1～8巻 ¥1,000
ワカコ酒 3～6・8 ¥200
惑星のさみだれ 2～6・8～ ¥150
惑星のさみだれ 全10巻 ¥1,500
私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い 8～ ¥100
ヲタクに恋は難しい 3巻 ¥200


