
タ　イ　ト　ル 作者 買取値段
BUTTER 柚木 麻子 \1,000
Dr.インクの星空キネマ にしのあきひろ \700
ｉ 西加奈子 \700
秋山善吉工務店 中山七里 \800
あしたの君へ 柚月 裕子 \600
あなたを選んでくれるもの ミランダ・ジュライ \900
アンマーとぼくら 有川浩 \200
暗幕のゲルニカ 原田マハ \800
いのちの車窓から 星野源 \500
いまさら翼といわれても 米澤穂信 \600
海の見える理髪店 荻原 浩 \200
えんとつ町のプペル にしのあきひろ \1,000
王とサーカス 米澤穂信 \300
桜風堂ものがたり 村山 早紀 \700
オルゴールワールド にしのあきひろ \500
終わりなき夜に生れつく 恩田 陸 \700
果鋭 黒川 博行 \700
カエルの楽園 百田尚樹 \400
かがみの孤城 辻村深月 \1,000
かくしごと 住野よる \700
がん消滅の罠 岩木 一麻 \300
騎士団長殺し/第1部～ 村上春樹 \800
希望荘 宮部みゆき \400
君の膵臓をたべたい 住野よる \400
九十歳。何がめでたい 佐藤 愛子 \500
教団X 中村文則 \300
嫌われ西野、ニューヨークへ行く 西野 亮廣 \700
機龍警察未亡旅団 月村 了衛 \400
恋のゴンドラ 東野圭吾 \200
コーヒーが冷めないうちに 川口俊和 \350
コンビニ人間 村田 沙耶香 \300
錆びた太陽 恩田 陸 \300
サラバ！（上下）各巻 西加奈子 \300
猿の見る夢 桐野 夏生 \300
寺院消滅 鵜飼 秀徳 \700
慈雨 柚月 裕子 \700
四月になれば彼女は 川村元気 \400
鹿の王/上下各巻 上橋菜穂子 \300
ジップ&キャンディ―ロボットたちのクリスマス にしのあきひろ \500
シャッフル航法 円城塔 \500
十二人の死にたい子どもたち 冲方丁 \300
真実の10メートル手前 米澤穂信 \400
人生の踏絵 遠藤 周作 \800
しんせかい 山下 澄人 \400
スクラップ・アンド・ビルド 羽田 圭介 \200
素敵な日本人 東野圭吾 \700
喧嘩 黒川 博行 \700
世界の果てのこどもたち 中脇初枝 \600
絶唱 湊かなえ \200
ツバキ文具店 小川糸 \800
翼がなくても 中山 七里 \500
罪の声 塩田 武士 \900
手のひらの京 綿矢りさ \400
東京會舘とわたし（上下各巻） 辻村深月 \500
ナイルパーチの女子会 柚木麻子 \300
永い言い訳 西川美和 \200
なかなか暮れない夏の夕暮れ 江國香織 \700
人魚の眠る家 東野圭吾 \200
望み 雫井 脩介 \300
蜂蜜と遠雷 恩田 陸 \800



ハリーポッターと呪いの子 J.K.ローリング \200
羊と鋼の森 宮下奈都 \300
ヒポクラテスの憂鬱 中山七里 \500
ファンタスティック ビースト J.K.ローリング \800
ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊かなえ \200
ぼくの死体をよろしくたのむ 川上 弘美 \1,000
星野源雑談集1 星野源 \500
また、同じ夢を見ていた 住野よる \400
マチネの終わりに 平野 啓一郎 \900
魔法のコンパス　道なき道の歩き方 西野 亮廣 \700
みかづき 森 絵都 \1,000
物語のおわり 湊かなえ \200
森は知っている 吉田修一 \200
夜行 森見 登美彦 \600
許されようとは思いません 芦沢 央 \500
ヨーレのクマー 宮部みゆき \1,000
蘇る変態 星野 源 \500
夜の谷を行く 桐野夏生 \1,000
よるのばけもの 住野 よる \500
ラプラスの魔女 東野圭吾 \200
陸王 池井戸潤 \500
リバース 湊かなえ \300
流 東山 彰良 \200
凛 蛭田 亜紗子 \1,000
忘れられた巨人 カズオ イシグロ \400
私の消滅 中村文則 \400

タ　イ　ト　ル 作者 買取値段
PSYCHO-PASS GENESIS/1～ 吉上 亮 \150
PSYCHO-PASS　各巻（0・上・下） 高羽彩/深見真 \100
アキラとあきら 池井戸潤 \400
錨を上げよ/上下各巻 百田尚樹 \200
ガソリン生活 伊坂幸太郎 \100
神去なあなあ夜話 三浦しをん \150
君の膵臓をたべたい 住野よる \400
きみは赤ちゃん 川上 未映子 \300
島はぼくらと 辻村 深月 \200
スポットライトをぼくらに あさのあつこ \250
聖なる怠け者の冒険 森見 登美彦 \200
雪煙チェイス 東野圭吾 \200
そして生活はつづく 星野源 \200
空飛ぶ広報室 有川浩 \200
空飛ぶタイヤ　上下各巻 池井戸潤 \100
太陽の棘 原田マハ \200
旅猫リポート 有川浩 \250
テミスの剣 中山七里 \300
とっぴんぱらりの風太郎（上下）各巻 万城目 学 \200
永い言い訳 西川 美和 \200
なぎさホテル 伊集院静 \250
働く男 星野源 \250
火花 又吉 直樹 \200
降り積もる金の粒 角田光代 \250
本屋さんのダイアナ 柚木 麻子 \200
森に眠る魚 角田光代 \200
夜は短し歩けよ乙女 森見登美彦 \100
リバース 湊かなえ \250
タ　イ　ト　ル 作者 買取値段
あきない世傳金と銀/1～ 髙田 郁 \250
大江戸怪談どたんばたん（土壇場譚） 平山夢明 \200
隠密 味見方同心/1～ 風野 真知雄 \150
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孤蓬のひと 葉室 麟 \700
最悪の将軍 朝井 まかて \700
三鬼　三島屋変調百物語四之続 宮部みゆき \1,000
津軽双花 葉室 麟 \500
妻はくノ一+蛇之巻/全10+全3巻 風野 真知雄 \2,000
泣き童子 宮部みゆき \200
鼠、嘘つきは役人の始まり 赤川次郎 \800
鼠、地獄を巡る 赤川次郎 \300
鼠シリーズ/1～ 赤川次郎 \100
本所おけら長屋/1～ 畠山 健二 \200
みをつくし料理帖+みをつくし献立帖/全10巻+1 髙田 郁 \2,000
わるじい秘剣帖/1～ 風野 真知雄 \150


