
2017/5/18更新　※在庫の状況により、価格は予告無く変動致します。

タイトル 巻　数 買取値段
7th GARDEN 5～ \200
7th GARDEN　8巻　￥300 1～8巻 \1,000
ＢＬＥＡＣＨ 52・53・56～62 \150
ＢＬＥＡＣＨ 64～ \200
ＢＬＥＡＣＨ 全74巻 \3,500
BORUTO—NARUTO NEXT GENERATIONS— 1～ \100
BORUTO—NARUTO NEXT GENERATIONS— 3巻 \250
BUNGO 2～ \250
BUNGO 9巻 \350
CLAYMORE 26～ \150
CLAYMORE 全27巻 \1,000
D.Gray-man　 25巻 \200
D.Gray-man　 1～25巻 \1,000
Ｄｒ．スランプ 3～6・11・14～ \150
Ｄｒ．スランプ 全18巻 \2,000
Ｄｒ．スランプ（完全版） 4～ \450
Ｄｒ．スランプ（完全版） 全15巻 \5,500
DrDMAT-瓦礫の下ののヒポクラテス- 8～ \200
DrDMAT-瓦礫の下ののヒポクラテス- 全11巻 \1,500
EX-ARM　 4～ \200



GANTZ 31・34～ \150
GANTZ 全37巻 \3,000
GANTZ：G　　 1～ \400
HUNTERXHUNTER 8～11・15・17・21・22 \100
HUNTERXHUNTER 1～33巻 \2,000
I”S/完全版 9・11～ \200
I”S/完全版 全12巻 \1,000
iショウジョ+ 8～ \200
iショウジョ+　 1～12巻 \1,500
KISS×DEATH 2～ \150
ＮＡＲＵＴＯ 67・68・70 \200
ＮＡＲＵＴＯ 全72巻 \3,000
ＯＮＥ　ＯＵＴＳ 10～ \250
ＯＮＥ　ＯＵＴＳ 全20巻 \3,000
PSYREN 15～ \150
SHIDOOH-士道- 8・20～ \100
SHIDOOH-士道- 全25巻 \1,500
STEEL BALL RUN 18・23～ \200
STEEL BALL RUN 全24巻 \2,000
ToLoveる 全18巻 \500
ToLoveる ダークネス 16～ \250
ToLoveる ダークネス　　 全18巻 \1,500
TOUGH　タフ 30・39 \150
TOUGH　タフ 全39巻 \2,000
TOUGH　龍を継ぐ男 1・3～ \250
アイシールド２１ 35～ \150
アイシールド２１ 全37巻 \2,500
アウターゾーン 全15巻 \500
青の祓魔師　 15～ \200
青の祓魔師　 1～19巻 \1,500
悪魔のメムメムちゃん 1～ \200
アド アストラ スキピオとハンニバル 2～ \200
アド アストラ スキピオとハンニバル　 1～11巻 \2,200
甘い生活。 1・3・4・6・11～25・27 \100
甘い生活。 32～34・36～ \150
甘い生活。 全40巻 \4,000
甘い生活。２nd Season 1～ \200
暗殺教室 18～ \150
暗殺教室 全21巻 \1,000
磯部磯兵衛物語～浮世はつらいよ～ 10～ \200
磯部磯兵衛物語～浮世はつらいよ～　 1～13巻 \1,000
いちご100％ 1～ \100
いちご100％ 10～ \200
いちご100％ 全19巻 \3,000
いぬまるだし 8～ \100
いぬまるだし 全11巻 \500
イノサン 8～ \200
イノサン 全9巻 \1,000
イノサンRouge　　 1～ \350
ウィナーズサークルへようこそ 4～ \200
嘘喰い　46巻　¥400 22～ \200
嘘喰い 42～ \250
嘘喰い 1～46巻 \6,000
怨み屋本舗 6・12・14～16・18～ \150
怨み屋本舗　EVIL HEART 2～ \250
怨み屋本舗　REVENGE 9～ \200
怨み屋本舗　REVENGE 全11巻 \2,000
怨み屋本舗REBOOT 6・11・12 \200
怨み屋本舗REBOOT 全13巻 \1,500
江戸川乱歩異人館 10・11・13 \200
エルドライブ 5～ \250



エルドライブ 1～7巻 \1,200
エルフェンリート 2・3・5～ \150
エンジェル伝説 全15巻 \700
エンペラーといっしょ　　 1～ \250
王様の仕立て屋　フィオリ・ディ・ジラソーレ 1～ \250
王様の仕立て屋　フィオリ・ディ・ジラソーレ 3巻 \350
王様の仕立て屋～サルトリア・ナポレターナ～ 10～ \200
王様の仕立て屋～サルトリア・ナポレターナ～ 全13巻 \1,500
逢魔ヶ刻動物園 2・4～ \150
逢魔ヶ刻動物園 全5巻 \500
オトメの帝国 1～11巻 \2,000
かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～2・5 \300
家庭教師ヒットマンREBORN 33～ \100
家庭教師ヒットマンREBORN 40～ \150
家庭教師ヒットマンREBORN 全42巻 \2,000
彼方のアストラ　 1～ \150
カフスー傷だらけの地図 全32巻 \2,500
神様キサマを殺したい 2・4 \200
機巧童子ULTIMO 10～ \150
機巧童子ULTIMO 全12巻 \500
カラダ探し 6～ \250
カラダ探し　13巻　￥300 1～13巻 \2,200
華麗なる食卓 全49巻 \2,000
君と100回目の恋 1～ \250
鬼滅の刃　6巻　￥300 1～ \250
ギャグマンガ日和 14～ \150
ギャグマンガ日和 全15巻 \500
ギャグマンガ日和GB 1～ \200
キャプテン翼 全37巻 \3,000
キャプテン翼GOLDEN-23 1～ \100
キャプテン翼GOLDEN-23 全12巻 \1,300
銀河英雄伝説　6巻　¥400 3～ \250
ぎんぎつね 12巻 \200
キングダム 1～30・36～39 \350
キングダム　 1～46巻 \13,000
銀魂　 52・59・61・65 \250
銀魂　68巻　¥300 1～68巻 \8,000
キン肉マン 38～ \150
キン肉マン 50～ \200
クノイチノイチ！ 1～ \250
クロガネ 5～ \100
クロガネ 全8巻 \500
黒子のバスケ　 29～ \200
黒子のバスケ　 全30巻 \2,000
黒子のバスケReplace PLUS 3～ \150
群青戦記　15巻　¥400 11・13～ \250
群青戦記 1～15巻 \1,500
血界戦線　 7～9 \200
血界戦線　 全10巻 \1,000
血界戦線　Back 2 Back 2巻 \200
潔癖男子！青山くん 2～ \300
潔癖男子！青山くん 1～7巻 \2,000
怪物事変 1巻 \250
恋は光　6巻　￥350 2～ \200
ゴールデンカムイ 9～ \300
ゴールデンカムイ　 1～10巻 \1,500
刻命のゴーレム 2～ \200
孤高の人 全17巻 \1,500
こちら葛飾区亀有公園前派出所 1～57 \50
こちら葛飾区亀有公園前派出所 190～ \200
こちら葛飾区亀有公園前派出所 全200巻 \5,000



この音とまれ 4～ \200
この音とまれ 1～14巻 \2,500
斉木楠雄のΨ難 7～14・16～ \200
斉木楠雄のΨ難 18・20～ \250
斉木楠雄のΨ難　21巻　¥300 1～21巻 \3,000
悟りパパ 1巻 \200
左門くんはサモナー 8～ \300
左門くんはサモナー 1～9巻 \1,000
シャーマンキング 全31巻 \1,000
シャーマンキング　完全版 11・14・16・20・23 \300
シャーマンキング　完全版 全27巻 \3,000
灼熱の卓球娘　　 3～ \250
灼熱の卓球娘 1～5巻 \1,400
ジャングルの王者ターちゃん 1～ \100
ジャングルの王者ターちゃん 全7巻 \800
終末のハーレム 2巻 \300
純物拾い ピュアコレクター 1～ \200
食戟のソーマ　 23～ \300
食戟のソーマ　 1～24巻 \1,500
ジョジョの奇妙な冒険 33～43 \150
ジョジョの奇妙な冒険 45～47・52・56～59・61・62 \200
ジョジョの奇妙な冒険 全63巻 \5,000
ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン 4・6・10～ \200
ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン 全17巻 \2,100
ジョジョリオン 12～ \200
ジョジョリオン 1～14巻 \1,000
しらたまくん 5～ \250
しらたまくん　 1～10巻 \1,700
新・ジャングルの王者ターちゃん 12・14～ \100
新・ジャングルの王者ターちゃん 全20巻 \1,200
新サラリーマン金太郎 5～ \200
新テニスの王子様 17～ \250
新テニスの王子様　 1～20巻 \1,500
スピナマラダ！ 4～ \250
スピナマラダ！ 全6巻 \800
スラムダンク 3～ \150
スラムダンク 23～ \200
スラムダンク 全31巻 \5,000
スラムダンク(完全版) 16～22 \450
スラムダンク(完全版) 全24巻 \6,000
青春兵器ナンバーワン　 1～ \250
聖闘士星矢 3・22～ \100
聖闘士星矢/完全版 9・10・19～ \200
聖闘士星矢/完全版 全22巻 \1,500
聖闘士星矢 全28巻 \1,500
双星の陰陽師 9～ \250
双星の陰陽師　 1～11巻 \1,200
ソムリエール 19～ \200
ソムリエール 全21巻 \1,500
たいようのマキバオーＷ 10～ \250
たいようのマキバオーＷ 全20巻 \2,800
千早さんはそのままでいい 1～ \150
珍遊記 1～ \150
珍遊記 全6巻 \1,000
帝一の國 2～ \300
帝一の國 全14巻 \4,000
デジモンアドベンチャーVテイマー01 1～ \150
デジモンアドベンチャーVテイマー01 全9巻 \1,500
鉄腕アダム　 1～ \150
テニスの王子様 37・39～ \100
テニスの王子様 全42巻 \1,500



テラフォーマーズ 19～ \250
デリバリーシンデレラ 7・10～ \150
デリバリーシンデレラ 全11巻 \1,000
天神　-TENJIN-　7巻　￥250 3～ \150
伝説の勇者の婚活　　 1～ \200
東京喰種 3・5～9 \250
東京喰種 全14巻 \2,000
東京喰種：re　　 4～ \300
東京喰種：re　　　 1～10巻 \2,200
とってもラッキーマン 1～6・12・14～ \100
とってもラッキーマン 全16巻 \1,500
ドラゴンクエスト－ダイの大冒険－ 1～13・15・17・22・23・29～ \100
ドラゴンクエスト－ダイの大冒険－ 全37巻 \3,000
ドラゴンボール 全42巻 \2,000
ドラゴンボール(新装版) 全42巻 \3,500
ドラゴンボール（完全版） 全34巻 \3,500
ドラゴンボール超 2巻 \200
トリコ 40・43 \150
とんかつDJアゲ太郎 4～ \300
とんかつDJアゲ太郎　10巻　￥400 全10巻 \2,300
ニセコイ 22～ \200
ニセコイ 全25巻 \2,000
忍空　SECOND STAGE　干支編 8～ \100
忍空　SECOND STAGE　干支編 全12巻 \700
ぬらりひょんの孫 22～ \100
ぬらりひょんの孫 全25巻 \1,200
バイオーグ・トリニティ 9～ \250
バイオーグ・トリニティ 1～11巻 \1,500
ハイキュー!! 20～23 \250
ハイキュー!!　26巻　￥300 1～26巻 \3,000
バイバイ人類　 1～ \150
ヒカルの碁 全23巻 \1,000
ヒカルの碁（完全版） 8～ \350
ヒカルの碁（完全版） 全20巻 \4,700
ヒトヒトリフタリ 8巻 \200
火ノ丸相撲 5・6・10・11・13 \250
火ノ丸相撲　 1～14巻 \2,500
干物妹！うまるちゃん 8～ \300
干物妹！うまるちゃん　 1～10巻 \1,200
ピュ～と吹くジャガー 17～ \100
ピュ～と吹くジャガー 全20巻 \700
臏ビン～孫子異伝～ 15～ \200
臏ビン～孫子異伝～ 全21巻 \2,000
貧乏神が！ 16巻 \150
貧乏神が！ 全16巻 \1,000
ファイアーエンブレム覇者の剣 2・4～ \100
ファイアーエンブレム覇者の剣 全11巻 \1,000
ファイアパンチ　 1～ \200
フードファイタータベル 2～ \200
武装錬金 9～ \100
武装錬金 全10巻 \300
不能犯 1～ \250
プラチナエンド 2～ \200
ブラッククローバー　→以外　￥200 4・5・7・10～ \300
ブラッククローバー　　 1～11巻 \2,800
ブラックナイトパレード 1巻 \250
プリマックス　　10巻　￥350 4～ \250
フルチャージ!!家電ちゃん 1～ \150
べるぜバブ 27～ \150
べるぜバブ 全28巻 \1,000
ホイッスル！！ 全24巻 \1,000



冒険王ビィト 1～13巻 \1,000
封神演義 全23巻 \500
封神演義（完全版） 15～ \350
封神演義（完全版） 全18巻 \2,000
ボクガール 8～ \200
ボクガール 全11巻 \1,000
北斗の拳 22～ \100
北斗の拳 全27巻 \1,000
僕のヒーローアカデミア　 4～ \300
僕のヒーローアカデミア 1～13巻 \3,500
ぼくのわたしの勇者学 1～ \100
ぼくのわたしの勇者学 全6巻 \700
ボボボーボ・ボーボボ 6～10・19～ \150
ボボボーボ・ボーボボ 全21巻 \1,500
魔王様ちょっとそれとって!! 4～ \200
魔喰のリース 1巻 \150
幕張 全9巻 \300
まじかる☆タルるートくん 全21巻 \500
魔人探偵脳噛ネウロ 7～14 \100
魔人探偵脳噛ネウロ 17・19～ \150
魔人探偵脳噛ネウロ 全23巻 \2,000
みどりのマキバオー 7～ \100
みどりのマキバオー 全16巻 \1,300
源君物語　11巻　¥400 9～ \250
源君物語 1～11巻 \1,000
ムヒョとロージーの魔法律相談事務所 8～13・16～ \100
ムヒョとロージーの魔法律相談事務所 全18巻 \1,200
めだかボックス 全22巻 \1,000
もぐささん 5～ \200
もぐささん 全10巻 \1,500
もぐささんは食欲と闘う　 1～ \300
元ヤン　8巻　¥400 2～ \250
文句の付けようがないラブコメ 1巻 \250
夜王 10・12～ \100
夜王 全29巻 \2,200
約束のネバーランド　 1～ \250
憂鬱くんとサキュバスさん 1巻 \250
遊戯王 4～6・9・11・14・15・17・18・21・23 \100
遊戯王 27～31 \150
遊戯王 全38巻 \3,500
憂国のモリアーティ　　 1～ \200
幽遊白書 4～ \100
幽遊白書 全19巻 \1,800
幽遊白書（完全版） 全15巻 \2,000
歪のアマルガム　3巻　￥300 1～ \250
ゆらぎ荘の幽奈さん　5巻　¥300 3～ \200
妖怪少女モンスガ 8～ \250
妖怪少女モンスガ　 1～12巻 \1,500
ライジングインパクト　 1～6・9・14～ \100
ライジングインパクト 全17巻 \1,400
ラパス・テーマパーク 1～ \250
ラブデスター　　 1～ \150
リクドウ 9～ \350
リクドウ　　12巻　\400 1～12巻 \1,600
竜と勇者と配達人 1巻 \200
霊媒師いずなAscension 8～ \200
霊媒師いずなAscension 1～10巻 \1,000
ワールドトリガー 13～ \250
ワールドトリガー　 1～18巻 \2,000
わたるがぴゅん！ 全58巻 \3,000
ワンダーラビットガール　 2～ \200



ワンパンマン 7・8・10～ \250
ワンパンマン　 1～13巻 \1,500
ワンピース 83～ \200
ワンピース　85巻　￥250 1～85巻 \7,000


