
タ　イ　ト　ル 巻　数 買取値段
10万分の1 1～ \150
10万分の1 5巻 \250
12歳　　5～　　\200 11巻 ¥250
12歳 1～11巻 ¥1,500
4月の君スピカ 2～ ¥150
4月の君スピカ　5～　\200 8巻 ¥250
5時から9時まで 13巻 ¥200
7SEEDS 5・7・9・11 ¥150
7SEEDS 25～ ¥200
7SEEDS 33巻 ¥300
7SEEDS 1～33巻 ¥3,000
BANANA FISH 全19巻 ¥1,000
BASARA 全27巻 ¥1,000
BLACK BIRD 1～ ¥100
BLACK BIRD 全18巻 ¥2,000



Ｌ♥ＤＫ　23巻　\250 21～ ¥200
LOVE SO LIFE 2・4～7・11～13 ¥100
LOVE SO LIFE 14・15 ¥150
LOVE SO LIFE 全17巻 ¥1,500
ＰとＪＫ　7～　\250 9巻 ¥300
ＰとＪＫ 1～9巻 ¥1,000
ＲｅＲｅハロ 9～ ¥200
Ｔｒｕｅ　Ｌｏｖｅ 5巻 ¥150
Ｔｒｕｅ　Ｌｏｖｅ 全7巻 ¥500
青空エール 18～ ¥200
青空エール 全19巻 ¥1,500
アオハライド 6～9・12 ¥100
アオハライド 全13巻 ¥700
赤髪の白雪姫 17巻 ¥300
赤髪の白雪姫 1～17巻 ¥1,500
暁のヨナ 3・6・10・11・18～ ¥250
暁のヨナ 23巻 ¥300
暁のヨナ 1～23巻 ¥3,500
蒼龍の側用人 1～ ¥150
あなたのことはそれほど 1～ ¥400
兄に愛されすぎて困ってます　1～　\250 3～ ¥300
兄に愛されすぎて困ってます 1～5巻 ¥1,500
あやかし緋扇 4・6～ ¥100
あるいとう 全11巻 ¥700
一礼して、キス 1～ ¥100
一礼して、キス 全7巻 ¥1,000
オオカミ少女と黒王子 14～ ¥200
オオカミ少女と黒王子 全16巻 ¥1,000
狼陛下の花嫁 1～4 ¥150
狼陛下の花嫁 7～ ¥200
狼陛下の花嫁　　16巻　\250 1～16巻 ¥2,800
おそ松さん 2～ ¥200
おそ松さんアンソロジー クスエニセンバツ除く ¥200
お願い、それをやめないで 1～ ¥200
おはよう、いばら姫　　2～　￥200 5巻 ¥250
溺れる吐息に甘いキス 1～ ¥200
思い、思われ、ふり、ふられ 3巻 ¥200
思い、思われ、ふり、ふられ 4～ ¥300
俺様ティーチャー 5・6・9・11～17 ¥150
俺様ティーチャー 18・21～ ¥200
俺様ティーチャー 1～23巻 ¥2,700
俺物語！！ 11～ ¥150
俺物語！！ 全13巻 ¥700
カードキャプターさくら 1～3・8・11 ¥100
カードキャプターさくら 全12巻 ¥2,000
カードキャプターさくら/なかよし60周年記念版 3～ ¥300
カードキャプターさくら/なかよし60周年記念版 全9巻 ¥2,500
カードキャプターさくらクリアカード編 2～ ¥300
学園アリス 17・20～ ¥100
学園アリス 全31巻 ¥2,000
かくかくしかじか 3～ ¥200
影野だって青春したい 1・3～ ¥200
影野だって青春したい 9～ ¥250
カノジョは嘘を愛しすぎてる 19～ ¥200
カノジョは嘘を愛しすぎてる 22巻 ¥300
カノジョは嘘を愛しすぎてる 全22巻 ¥1,500



神様はじめました 22巻 ¥150
神様はじめました 23～ ¥200
神様はじめました 全25巻 ¥1,500
ガラスの仮面 1～49巻 ¥4,000
カンナとでっち 2～ ¥200
キスよりも早く 全12巻 ¥900
君に届け 28巻 ¥300
きみはペット　8～　\100 全14巻 ¥900
キャンディ・キャンディ 全9巻 ¥5,000
きょうのキラ君 8～ ¥250
きょうのキラ君 全9巻 ¥700
きょうは会社休みます。 10～ ¥150
金の国水の国 全1巻 ¥300
クイーンズクオリティ 1～ ¥250
クジラの子らは砂上に歌う　2～\200 9巻 ¥300
クジラの子らは砂上に歌う 1～9巻 ¥1,800
黒崎くんの言いなりになんてならない 9巻 ¥250
黒伯爵は星を愛でる 1～ ¥200
黒伯爵は星を愛でる 8巻 ¥250
群青にサイレン 2～ \200
圏外プリンセス 3～ ¥200
恋がヘタでも生きてます 1～ ¥200
恋降るカラフル 1～ ¥200
恋降るカラフル 7巻 ¥250
午前0時、キスしに来てよ 1～ ¥200
午前0時、キスしに来てよ 5巻 ¥250
コレットは死ぬことにした 1～ ¥150
これは恋のはなし　1巻　\150 4～ ¥200
これは恋のはなし 全11巻 ¥2,200
シックスハーフ 1～ ¥150
シックスハーフ 全11巻 ¥1,700
執事様のお気に入り 14・20 ¥100
執事様のお気に入り 全21巻 ¥1,000
シュガー＊ソルジャー 4・7～ ¥150
女王の花 9・12・14 ¥200
女王の花 15巻 ¥250
女王の花 全15巻 ¥1,500
昭和元禄落語心中 5～ ¥300
昭和元禄落語心中 全10巻 ¥2,500
ショートケーキケーキ 2～ ¥200
ショートケーキケーキ 4～ ¥250
好きっていいなよ。 16～ ¥150
スキップ・ビート 39～ ¥200
スキップ・ビート 1～40巻 ¥3,000
素敵な彼氏 1～ ¥250
素敵な彼氏 3～ ¥300
せいせいするほど愛してる/新装版 1～4・6 ¥150
世界は中島に恋をする！！ 2～ ¥200
絶叫学級 全20巻 ¥2,000
先生 全20巻 ¥1,500
センセイ君主　　2～　\200 7～ ¥250
センセイ君主　　12巻　\300 1～12巻 ¥2,800
その男、運命につき 1～ ¥200
太陽が見ている（かもしれないから） 1～ ¥200
太陽が見ている（かもしれないから） 6巻 ¥250
たいようのいえ　6・10～　\100 全13巻 ¥1,000



高嶺と花 5～ ¥200
高嶺と花 7巻 ¥250
ダメな私に恋してください 9～ ¥250
ダメな私に恋してください 全10巻 ¥1,000
ダメな私に恋してくださいR　　1巻　\250 2巻 ¥300
男水！ 2～ ¥250
地球のおわりは恋のはじまり 1～ ¥200
地球のおわりは恋のはじまり 4巻 ¥250
ちはやふる 26～29 ¥250
ちはやふる 32～ ¥300
ちはやふる 1～34巻 ¥3,000
椿町ロンリープラネット 1～ ¥200
椿町ロンリープラネット 6～ ¥300
つばさとホタル 1～ ¥200
つばさとホタル 9巻 ¥250
罪に濡れた二人 全18巻 ¥500
てをつなごうよ 1～ ¥200
てをつなごうよ 3巻 ¥250
電撃デイジー 4・5・7～ ¥150
電撃デイジー 12～ ¥200
電撃デイジー 全16巻 ¥2,300
天は赤い河のほとり 全28巻 ¥2,500
東京タラレバ娘　2・5巻　\250 4・6～ ¥300
東京タラレバ娘 1～8巻 ¥2,000
動物のお医者さん（愛蔵版） 1～ ¥300
動物のお医者さん（愛蔵版） 全6巻 ¥2,000
透明なゆりかご 2～ ¥250
ときめきトゥナイト 全30巻 ¥2,300
ときめきトゥナイト/新装版 全12巻 ¥2,300
隣のあたし 全10巻 ¥700
となりの怪物くん 7～ ¥100
となりの怪物くん 全13巻 ¥1,000
とりかえ・ばや　　1～　\150 3～ ¥200
とりかえ・ばや 11巻 ¥300
とりかえ・ばや 1～11巻 ¥2,300
夏目友人帳 6・7・10～14 ¥200
夏目友人帳 18～20 ¥250
夏目友人帳 1～21巻 ¥2,500
菜の花の彼　※8除く 1～※ ¥100
菜の花の彼 13巻 ¥250
なまいきざかり。 1～ ¥200
なまいきざかり。 9巻 ¥300
なみだうさぎ 全10巻 ¥1,000
贄姫と獣の王 1～ ¥150
逃げるは恥だが役に立つ　1～　\200 9巻 ¥300
逃げるは恥だが役に立つ 全9巻 ¥2,000
虹色デイズ 15巻 ¥250
虹色デイズ 1～15巻 ¥1,000
はいからさんが通る 全8巻 ¥1,200
はいからさんが通る/新装版 1～ ¥300
ばいばいリバティー 1巻 ¥250
ハチミツにはつこい 8～ ¥100
ハチミツにはつこい 12巻 ¥150
ハチミツにはつこい 全12巻 ¥800
花と悪魔　1～　\100 全10巻 ¥1,200
花にけだもの　1～　\100 全10巻 ¥1,200



花のち晴れ～花男 next season 4～ \200
花より男子/完全版 全20巻 ¥1,500
ハニー　1～4　\100 6～ ¥150
はぴまり 1～ ¥150
はぴまり 全10巻 ¥1,600
薔薇王の葬列 3～ ¥150
薔薇王の葬列 7巻 ¥200
春待つ僕ら　7巻　\300 1～ ¥250
ピーチガール 全18巻 ¥500
ピーチガール/新装版 1～ ¥300
ピーチガールnext 1～ ¥250
美少女戦士セーラームーン 全18巻 ¥2,000
美少女戦士セーラームーン（新装版） 9・10 ¥200
美少女戦士セーラームーン（新装版） 全12巻 ¥1,500
美少女戦士セーラームーン（完全版） 2～ ¥400
美少女戦士セーラームーン（完全版） 全10巻 ¥4,200
人は見た目が100％ 1～ ¥300
日々蝶々 全12巻 ¥500
秘密　 season 0 1～ ¥200
秘密　THE TOP SECRET　3～　\150 9～ ¥200
秘密　THE TOP SECRET 全12巻 ¥1,800
秘密　THE TOP SECRET/新装版 1～ ¥200
ひよ恋 14巻 ¥150
ひるなかの流星 8～11 ¥250
ひるなかの流星 全12巻+番外編 ¥2,000
ヒロイン失格 全10巻 ¥700
ぴんとこな 全16巻 ¥700
覆面系ノイズ　※6巻　\200 3～※ ¥300
覆面系ノイズ 1～12巻 ¥3,300
フルーツバスケット/愛蔵版 1～ ¥250
僕達は知ってしまった 6巻 ¥100
僕と君の大切な話 1巻 ¥200
僕と君の大切な話 2巻 ¥300
僕の家においで　1～　\150 4～ ¥200
僕の家においで 10巻 ¥250
ぼくの地球を守って 全21巻 ¥1,500
ぼくの地球を守って/愛蔵版 全10巻 ¥2,000
ぼくの輪廻 2巻 ¥150
ぼくの輪廻 3巻 ¥250
ぼくは地球と歌う 1～ ¥200
僕らはみんな死んでいる♪ 全10巻 ¥800
ボクを包む月の光 3・4・7～ ¥100
ボクを包む月の光 全15巻 ¥1,500
ホットロード 1～ ¥200
本屋の森のあかり 全12巻 ¥800
町田くんの世界 2～ ¥200
町田くんの世界 5巻 ¥250
水玉ハニーボーイ 3～ ¥150
水玉ハニーボーイ 6巻 ¥200
みだらな熱帯魚 5～ ¥200
メイちゃんの執事 全20巻 ¥800
夕暮れライト 1～ ¥200
ユキは地獄に堕ちるのか 4巻 ¥150
ユキは地獄に堕ちるのか 5～ ¥200
夢の雫、黄金の鳥籠　5巻　\150 8～ ¥200
ライアー×ライアー 8～ ¥200
ラストゲーム 7～ ¥150



ラストゲーム 全11巻 ¥1,000
ロマンチカクロック 1～ ¥100
私がモテてどうすんだ 9・11 ¥200
私がモテてどうすんだ　12巻　\250 1～11巻 ¥1,000

タ　イ　ト　ル 巻　数 買取値段
O.B. 1～ ¥300
SUPER LOVERS 1・3～ ¥250
SUPER LOVERS 6～ ¥300
SUPER LOVERS 1～10巻 ¥2,800
アイツの大本命 9～ ¥200
あの日、制服で 全1巻 ¥300
エスケープジャーニー 1～ ¥300
えんどうくんの観察日記 全1巻 ¥200
えんどうくんの実験ノート 上下各巻 ¥300
大型新人の教育係 全1巻＆深夜残業中　各巻 ¥250
俺と上司のかくしごと 全1巻 ¥250
薫りの継承 上～ ¥300
囀る鳥は羽ばたかない 1～ ¥250
錆びた夜でも恋は囁く 全1巻 ¥300
さよなら恋人、またきて友だち 全1巻 ¥300
ジャッカス 全1巻 ¥300
純情ロマンチカ 19～ ¥250
女王と仕立て屋 全1巻 ¥300
世界一初恋-小野寺律の場合 　12巻\　300 10～ ¥200
卒業生 春・冬 ¥300
空と原 全1巻 ¥300
大胆不敵ラブコール 全1巻 ¥200
抱かれたい男1位に脅されています。 1～ ¥300
ダブルミンツ 全1巻 ¥150
蝶と花の関係性 全1巻 ¥300
テンカウント 2～ ¥300
どうしても触れたくない 全1巻 ¥200
年下彼氏の恋愛管理癖 2～ ¥200
凪子の話 全1巻 ¥200
ネオンサイン・アンバー 全1巻 ¥400
ネガ 全1巻 ¥300
ポジ 全1巻 ¥300
みのりの手 全1巻 ¥300
やたもも 1巻 ¥200
やたもも 2～ ¥300
ヤリチン☆ビッチ部 1巻 ¥300
よなよなもしもし 全1巻 ¥250
四代目・大和辰之 全1巻 ¥300
恋愛ルビの正しいふりかた 全1巻 ¥250
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