
タイトル 巻　数 買取値段
100万円の女 1～ ¥300
20世紀少年/完全版 1～ ¥300
AZUMI～あずみ～ 11～ ¥150
AZUMI～あずみ～ 全18巻 ¥1,000
BE　BLUES！～青になれ～ 5・6・10～ ¥150
BE　BLUES！～青になれ～ 14～21 ¥200
BE　BLUES！～青になれ～　27巻　\300 26巻 ¥250
BE　BLUES！～青になれ～ 1～27巻 ¥3,500
BLUE GIANT 1～ ¥250
BLUE GIANT 6～ ¥300
BLUE GIANT 全10巻 ¥2,800
BLUE GIANT SUPREME 1～ ¥300
DOG END 1～ ¥250
Ｈ2（ワイド版） 全17巻 ¥1,000
HAPPY 全23巻 ¥700
HAPPY 全15巻 ¥2,000
IT'S　MY LIFE 2・4～ ¥200
IT'S　MY LIFE 7巻 ¥300
KING GOLF　　5・7　\100 8～11・16・17・19～ ¥150
KING GOLF 22～ ¥150



KING GOLF 29巻 ¥300
KING GOLF 1～29巻 ¥4,200
MAJOR　※29除く 22～30・35～40・59・63・67～69※ ¥100
MAJOR 72～ ¥150
MAJOR 全78巻 ¥7,000
MAJOR2nd 9巻 ¥250
MASTER KEATON/ワイド版 全9巻 ¥1,500
ＭＡＳＴＥＲキートン 全18巻 ¥1,000
MASTERキートン/完全版 全12巻 ¥2,500
MIX 9～ ¥150
MONSTER/完全版 全9巻 ¥1,800
ULTRAMAN 8巻 ¥200
WILD PITCH!! 1～ ¥250
YAWARA 全29巻 ¥700
YAWARA/完全版 全20巻 ¥7,000
アイアムアヒーロー 19～ ¥200
アイアムアヒーロー 22巻 ¥300
アイアムアヒーロー 全22巻 ¥1,500
アオアシ 1～ ¥300
アオアシ 1～9巻 ¥2,800
あさひなぐ 1～ ¥300
あさひなぐ 15～ ¥350
あさひなぐ 1～22巻 ¥7,500
味いちもんめ～にっぽん食紀行～ 1～ ¥200
アトムザ・ビギニング 1～ ¥200
アトムザ・ビギニング 3～ ¥300
天野めぐみはスキだらけ！ 3～ ¥150
天野めぐみはスキだらけ！ 6巻 ¥250
アラタカンガタリ/リマスター版 2～ ¥200
あんどーなつ 全20巻 ¥2,000
市場クロガネは稼ぎたい 1～ ¥100
市場クロガネは稼ぎたい 12～ ¥200
犬夜叉 27・28・30・35～ ¥100
犬夜叉 47～ ¥150
犬夜叉 全56巻 ¥4,500
犬夜叉/スペシャル版 9～ ¥250
犬夜叉/スペシャル版 全30巻 ¥6,000
今際の国のアリス 4巻 ¥100
今際の国のアリス 17～ ¥150
うしおととら 全33巻 ¥700
うしおととら（ワイド版）　※15除く 13～※ ¥200
うしおととら（ワイド版） 全18巻 ¥1,500
うしおととら（完全版） 8・10～ ¥300
うる星やつら（新装版） 全34巻 ¥3,000
王様達のヴァイキング 7・8 ¥200
王様達のヴァイキング 9～ ¥300
王様達のヴァイキング 1～12巻 ¥2,000
おーい！竜馬/新装版 6～ ¥200
おーい！竜馬/新装版 全12巻 ¥2,000
海王ダンテ 2巻 ¥250
岳 10・11・14～ ¥200
岳 全18巻 ¥2,500
かもめチャンス 全20巻 ¥3,000
からかい上手の高木さん 1～ ¥200
からくりサーカス　※25～29除く 14・17・22～※ ¥100
からくりサーカス 37～ ¥150
からくりサーカス 全43巻 ¥3,000
からくりサーカス/スペシャル版 1～ ¥200
からくりサーカス/スペシャル版 全23巻 ¥4,800
機動戦士ガンダムサンダーボルト 3～ ¥200
機動戦士ガンダムサンダーボルト 9巻 ¥300



境界のＲＩＮＮＥ 10・14～16・20 ¥150
境界のＲＩＮＮＥ 27～29 ¥200
境界のＲＩＮＮＥ 31～ ¥300
境界のＲＩＮＮＥ 1～36巻 ¥4,500
今日から俺は!! 全38巻 ¥2,000
今日から俺は！！/ワイド版 全19巻 ¥2,700
銀狼ブラッドボーン　1～　\150 3～ ¥200
くーねるまるた 5～ ¥200
くーねるまるた 12巻 ¥300
グッドナイトワールド 1～ ¥200
グッドナイトワールド 5巻 ¥300
クロスゲーム/スペシャル版 4～ ¥250
競女！！！！！！！！ 4～ ¥200
競女！！！！！！！！ 7～ ¥300
競女！！！！！！！！ 1～15巻 ¥3,700
結界師 28～34 ¥100
結界師 全35巻 ¥1,800
月光条例 8・9 ¥100
月光条例 15～ ¥150
月光条例 全29巻 ¥2,500
ケンガンアシュラ 3・8～ ¥200
ケンガンアシュラ　12～　\250 16～ ¥300
ケンガンアシュラ 1～19巻 ¥3,500
恋は雨上がりのように 5～ ¥300
鋼鉄の華っ柱 8～ ¥100
金色のガッシュ 30～ ¥200
金色のガッシュ 全33巻 ¥2,500
最強伝説黒沢 7・10～ ¥200
最強伝説黒沢 全11巻 ¥1,000
最上の命医 全11巻 ¥700
最上の明医～ザ・キング・オブ・ニート～ 12～ ¥100
最上の明医～ザ・キング・オブ・ニート～ 17～ ¥150
最上の明医～ザ・キング・オブ・ニート～ 全19巻 ¥1,500
しあわせアフロ 2・3・5 ¥200
しあわせアフロ 6巻 ¥250
史上最強の弟子ケンイチ　57～　\100 全61巻 ¥3,500
灼熱カバディ 2～ ¥250
獣医ドリトル 全20巻 ¥2,500
重版出来！　9巻　\300 5・6 ¥200
新 黒沢最強伝説 5～ ¥250
ジンメン 1～ ¥200
深夜食堂 4～ ¥250
深夜食堂　18巻　\350 1～17巻 ¥4,000
スプライト 13～ ¥200
世界鬼 全11巻 ¥1,000
絶対可憐チルドレン 44～ ¥200
絶対可憐チルドレン 48巻 ¥250
絶対可憐チルドレン 1～48巻 ¥1,500
送球ボーイズ 1～ ¥200
双亡亭壊すべし 1～ ¥150
双亡亭壊すべし 4巻 ¥250
そばもん 10・12～ ¥200
第3のギデオン 1～ ¥200
だがしかし 6～ ¥150
竹光侍 全8巻 ¥2,500
黄昏流星群 1・9・10・12～19 ¥150
黄昏流星群 26～ ¥200
黄昏流星群 32～35・37～ ¥250
黄昏流星群 1～53巻 ¥8,500
堕天作戦 1～ ¥200
団地ともお 5・7・10～ ¥150



団地ともお 29巻 ¥300
団地ともお 1～29巻 ¥3,500
出会って5秒でバトル 2～ ¥200
デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 3～ ¥200
デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 6巻 ¥300
天使な小生意気 全20巻 ¥500
天使な小生意気/ワイド版 全10巻 ¥4,000
電波教師 15～20 ¥100
電波教師 23～ ¥200
電波教師 26巻 ¥250
電波の城 全23巻 ¥2,200
テンプリズム 1～ ¥150
テンプリズム 10～ ¥300
東京カラス 6～ ¥200
道士郎でござる 4・5・7～ ¥100
どうらく息子 1～ ¥200
トキワ来たれり！！  2～　\100 4～ ¥200
トキワ来たれり！！ 9～ ¥250
ドラえもん 全45巻 ¥4,000
ドラゴンジャム 12～ ¥200
ドラゴンジャム 14～ ¥300
ドラゴンジャム 1～16巻 ¥1,500
ドラベース 全23巻 ¥1,800
ドロヘドロ 8～ ¥400
ドロヘドロ 1～21巻 ¥6,000
なのは洋菓子店のいい仕事 2・4～ ¥150
ノゾキミ 4～ ¥150
信長協奏曲 13～ ¥200
信長協奏曲　15巻　\250 1～15巻 ¥1,000
初恋ゾンビ 1～ ¥150
花もて語れ 全13巻 ¥2,500
ハヤテのごとく！　51・52巻　\250 45～ ¥200
柊様は自分を探している。　2～　\150 4巻 ¥250
ヒトクイ-origin- 2～ ¥200
響　小説家になる方法 1～ ¥300
響　小説家になる方法 1～6巻 ¥2,000
ファンタジスタ　ステラ 11～ ¥100
ファンタジスタ　ステラ 全14巻 ¥800
ふだつきのキョーコちゃん 3～ ¥200
ふれるときこえる 1～ ¥200
弁護士のくず 全10巻 ¥700
弁護士のくず 第二審 全11巻 ¥2,000
忘却のサチコ 3～ ¥200
忘却のサチコ 8～ ¥300
ポケットモンスターSPECIAL 47～ ¥200
ポケットモンスターSPECIAL 1～52巻 ¥6,000
マギ 26～ ¥200
マギ 28～ ¥300
マギ 1～33巻 ¥3,000
マギ　シンドバッドの冒険 10～ ¥200
マギ　シンドバッドの冒険 13～ ¥300
村上海賊の娘　7巻　\300 2～ ¥200
名探偵コナン 48・52・58・61・64・67～77 ¥100
名探偵コナン 81・83・88～ ¥200
名探偵コナン 1～92巻 ¥7,000
め組の大吾 全20巻 ¥700
め組の大吾/ワイド版 全10巻 ¥1,000
めぞん一刻（新装版） 1～ ¥150
めぞん一刻（新装版） 全15巻 ¥2,300
土竜の唄 17・19・38～ ¥200
土竜の唄 47～ ¥300



土竜の唄　53～　\350 1～53巻 ¥6,000
土竜の唄外伝　狂蝶の舞 2～ ¥200
土竜の唄外伝　狂蝶の舞 5～ ¥300
モブサイコ１００ 3・4・8～10 ¥300
モブサイコ１００ 12～ ¥350
モブサイコ１００　14巻　\400 1～14巻 ¥3,500
モンキーターン 3・6～8・11・12・19・23・24 ¥100
モンキーターン 27～ ¥200
モンキーターン 全30巻 ¥3,500
モンキーターン(サンデーコミックSPECIAL) 2・7～ ¥250
闇金ウシジマくん 1・9・15・22・24・25 ¥200
闇金ウシジマくん　39巻 \350 27～29・35 ¥250
闇金ウシジマくん 1～39巻 ¥4,500
勇者が死んだ 4～ ¥200
勇者が死んだ 8巻 ¥300
幽霊塔 4・6～ ¥150
湯神くんには友達がいない　10巻　\150 11巻 ¥200
妖怪ウォッチ 9～10 ¥150
妖怪ウォッチ 12巻 ¥250
ラストイニング 41～ ¥200
ラストイニング 全44巻 ¥3,000
らんま1/2（少年サンデーコミックススペシャル） 1～ ¥300
らんま1/2（新装版） 全38巻 ¥3,000
烈火の炎 全33巻 ¥800
龍-RON- 全42巻 ¥2,500
ワンダーランド 1～ ¥250
ワンダーランド 4～ ¥300


