
タ　イ　ト　ル 巻　数 買取値段
100万の命の上に俺は立っている　 1～ \200
A-BOUT! 全19巻 \1,000
ACMA：GAME　 12～ \200
ACMA：GAME　　 全22巻 \2,500
ＡＫＩＲＡ 1～ \300
ＡＫＩＲＡ 全6巻 \2,000
ALL OUT!! 3～ \300
ALL OUT!! 1～11巻 \3,000
Back Street Girls　7巻　￥300 1～ \200
BE-BOP-HIGHSCHOOL 26～ \200
BE-BOP-HIGHSCHOOL 全48巻 \5,000
BILLYBAT 12～ \200
BILLYBAT 全20巻 \1,800
BLAME！ 3～ \350
BLAME！ 全10巻 \3,000



BLAME！/新装版 1～ \600
BLAME！/新装版 全6巻 \4,000
C.M.B森羅博物館の事件黙示録 2～8・13・14・16・17 \100
C.M.B森羅博物館の事件黙示録 22・27～ \150
capeta 30～ \250
capeta 全32巻 \3,000
DAYS　22巻　¥300 2～6・9～13・15・18～ \250
DAYS 1～22巻 \4,000
EDEN 10～ \150
EDEN 全18巻 \1,400
FAIRY　TAIL 50～ \250
FAIRY　TAIL　　　61巻　￥300 1～61巻 \4,000
ＧＥ～グッドエンディング～　 3～ \150
ＧＥ～グッドエンディング～　 14～ \250
ＧＥ～グッドエンディング～ 全16巻 \2,500
GIANT KILLING 38・41～ \250
GIANT KILLING　43巻　\400 1～43巻 \2,500
GREEN WORLDZ 4～ \150
GREEN WORLDZ 全8巻 \800
GTO パラダイス・ロスト　　 6～ \200
Kiss×Siss　18巻　￥300 10・12～ \150
N'Sあおい 25・31～ \150
Oh!MYコンブ 全12巻 \3,000
Q.E.D.iff証明終了 7巻　\300 3～ \200
Q.E.D証明終了 4～10・13～23・25～30・32 \100
Q.E.D証明終了 48・50 \150
R-16 全12巻 \500
R-16/新装版 5～ \150
R-16/新装版 全12巻 \1,500
UQ HOLDER！ 9～ \300
UQ HOLDER！　 1～13巻 \2,000
Vector ball　　3巻　\300 2～ \200
アイアンバディ　 1～ \250
惡の華 全11巻 \1,000
惡の華 3～ \100
アゴなしゲンとオレ物語 30～ \200
アゴなしゲンとオレ物語 全32巻 \2,500
亜人 8～ \300
亜人 1～10巻 \1,200
穴殺人 6～ \200
あひるの空 39～ \250
あひるの空　　 1～47巻 \4,000
アホガール 4～ \250
アホガール 1～8巻 \1,400
アポカリプスの砦 9・10 \200
甘々と稲妻 8巻 \300
甘々と稲妻 1～8巻 \1,000
アルキメデスの大戦 1～ \250
アルスラーン戦記　7巻　￥300 6巻 \200
生贄投票　　 2～ \250
いとしのムーコ 7～ \250
いとしのムーコ 1～10巻 \1,200
頭文字Ｄ 45～ \200
頭文字Ｄ 全48巻 \3,000
いぬやしき　9巻　¥400 6～ \250
いぬやしき 1～9巻 \1,200



インフェクション　 2～ \250
インフェクション 1～6巻 \1,400
インベスターZ　 6～12・14～ \250
インベスターZ 1～17巻 \3,000
ウイッチクラフトワークス 9～ \200
ウイッチクラフトワークス 1～10巻 \1,000
ウィニングチケット 9・12～ \150
ウィニングチケット 全21巻 \2,000
ヴィンランド・サガ　 16～ \250
ヴィンランド・サガ 1～19巻 \2,500
ウチの使い魔がすみません 1～ \300
宇宙兄弟 10・15・16・19 \200
宇宙兄弟 23～ \250
宇宙兄弟 1～30巻 \4,000
エリアの騎士　57巻　¥300 40・43～ \200
エリアの騎士　　 1～57巻 \4,000
炎炎ノ消防隊　 8巻 \300
炎炎ノ消防隊 1～8巻 \1,000
エンバンメイズ 3～ \250
エンバンメイズ 全6巻 \1,100
代紋TAKE2 1～4・6～10・12～16・19～22・26 \100
代紋TAKE2 全62巻 \3,500
オーバードライヴ 10・12・14～ \100
オーバードライヴ 全17巻 \1,000
オールラウンダー廻 18～ \200
オールラウンダー廻 全19巻 \1,500
侠飯　2巻　￥350 1巻 \250
女なのでしょうがない 1～ \200
海皇紀 1～ \50
海皇紀 40～ \100
海皇紀 全45巻 \2,800
海賊とよばれた男 4～ \250
海賊とよばれた男 全10巻 \1,800
会長島耕作　 2～6 \200
学生 島耕作　6巻　¥350 1～ \200
累 8～ \250
累　　 1～10巻 \1,000
火葬場のない町に鐘が鳴る時　9巻　¥400 4～ \250
火葬場のない町に鐘が鳴る時 1～8巻 \1,500
かつて神だった獣たちへ 3～ \200
我間乱 6～ \100
我間乱 20～ \150
我間乱 全22巻 \2,000
神さまの言うとおり弐　 15・19 \150
神さまの言うとおり弐 全21巻 \1,500
神の雫 31～ \200
神の雫 全44巻 \5,000
カメレオン 42～ \100
カメレオン 全47巻 \3,500
寄宿学校のジュリエット 2～ \200
きのう何食べた？ 11～ \250
きのう何食べた？ 1～12巻 \1,000
君のいる町 8～10 \100
君のいる町 23～ \200
君のいる町 全27巻 \2,500
ギャングース　 8・10～ \250



ギャングース 全16巻 \2,200
ギャングキング/新装版 19～27 \250
ギャングキング/新装版　　 1～29巻 \3,000
空挺ドラゴンズ 1～ \300
クダンノゴトシ　　 1～ \250
グラゼニ東京ドーム編　11巻　¥400 4・7～ \200
ぐらんぶる 3～ \250
ぐらんぶる　 1～8巻 \1,700
くろアゲハ　9巻　¥300 6～ \200
くろアゲハ　　 1～9巻 \1,000
クロックワーク・プラネット　 1～ \400
クロックワーク・プラネット 1～7巻 \3,000
獣の奏者 4～ \150
獣の奏者 全11巻 \1,500
喧嘩稼業　 7～ \250
喧嘩商売 16～ \200
喧嘩商売 全24巻 \3,000
恋と嘘 2～ \200
恋と嘘 4～ \250
恋と嘘 1～5巻 \1,500
コウノドリ 5～7・13・15～ \250
コウノドリ　　 1～17巻 \2,000
聲の形 5～ \200
聲の形 全7巻 \900
ゴールデン・ゴールド 1～ \250
刻刻 5～ \150
刻刻 全8巻 \1,000
ゴッドハンド輝 43～ \100
ゴッドハンド輝 全62巻 \3,500
ザ・ファブル 1～ \250
ザ・ファブル 1～9巻 \2,300
さよならクラマー 2巻 \200
さんかれあ 10～ \150
さんかれあ 全11巻 \500
山賊ダイアリー 1・3～ \250
山賊ダイアリー 全7巻 \1,600
四月は君の嘘 7～ \200
四月は君の嘘 全11巻 \1,500
ジゴロ次五郎 1～10・13～ \100
ジゴロ次五郎 19～ \150
ジゴロ次五郎 全22巻 \2,400
シドニアの騎士 15巻 \300
ジパング 41～ \150
ジパング 全43巻 \2,500
ジパング深蒼海流 3・6～ \200
ジパング深蒼海流 18巻 \350
社長　島　耕作 全16巻 \1,500
遮那王 義経 源平の合戦 21～ \100
遮那王 義経 源平の合戦 全29巻 \2,500
柔道部物語/新装版 1～ \400
柔道部物語/新装版 全8巻 \3,500
修羅の刻 14～ \100
修羅の刻 全17巻 \1,000
修羅の門　第弐門 9・10・14～ \200
修羅の門　第弐門 全18巻 \1,500
将国のアルタイル　 1～ \200



将国のアルタイル 9～ \250
将国のアルタイル　 16～ \300
将国のアルタイル 1～18巻 \4,600
将国のアルタイル嵬伝/嶌国のスバル 1巻 \250
湘南純愛組! 全31巻 \1,000
湘南爆走族/完全版 7～ \300
湘南爆走族/完全版 全14巻 \3,000
食料人類－Ｓｔａｒｖｉｎｇ　Ａｎｏｎｙｍｏｕｓ- 1～ \250
新仮面ライダーSPIRITS 11～ \200
新仮面ライダーSPIRITS　　 1～15巻 \1,500
進撃の巨人 17～ \350
進撃の巨人 1～22巻 \4,000
進撃の巨人　Before the fall　 7～ \200
新宿スワン 20・23～27・34～ \200
新宿スワン 全38巻 \3,000
涼風 4・5・12～ \100
涼風 全18巻 \1,200
砂の栄冠 21～ \250
砂の栄冠 全25巻 \3,000
スマッシュ！ 全18巻 \1,000
生徒会役員共 12～ \200
生徒会役員共 1～14巻 \1,500
セーラーエース 1～ \200
セブンスター 8～ \200
セブンスター 1～9巻 \1,000
セブンスターMEN SOUL　2巻　￥300 1巻 \250
センゴク一統記 8～11・15 \200
センゴク一統記 全15巻 \1,500
センゴク権兵衛　 1～ \250
蒼天航路　極厚版 9・11～ \250
それでも僕は君が好き 4～ \150
大砲とスタンプ 3～ \200
ダイヤのＡ 43～ \200
ダイヤのＡ 全47巻 \4,000
ダイヤのAact2　 3～ \200
チーズスイートホーム 8～ \250
チーズスイートホーム 全12巻 \1,500
ちこたん、こわれる 3～ \200
中間管理録トネガワ 3～ \200
鳥葬のバベル　 1～ \200
月に吠えらんねえ 4～ \300
月に吠えらんねえ 1～6巻 \1,500
釣りキチ三平 全65巻 \5,000
釣りキチ三平　平成版 1・10～ \200
釣りキチ三平　平成版 1～12巻 \2,000
徒然チルドレン 2～ \200
徒然チルドレン 5～ \250
徒然チルドレン 1～7巻 \1,500
ディアスポリス 9～ \250
ディアスポリス 全15巻 \2,000
手品先輩　　 2～ \250
鉄拳チンミ 全20巻 \500
鉄拳チンミLegends　22巻　¥300 3～ \100
鉄拳チンミLegends 1～22巻 \2,300
哲也 14・20・32～ \100
哲也 全41巻 \2,500



デビルズライン 2・4～ \250
デビルズライン 1～9巻 \1,800
でぶせん 5～ \250
でぶせん 全9巻 \1,700
亜人ちゃんは語りたい　 5巻 \400
天空侵犯　12巻　￥400 2～ \250
天空侵犯 1～12巻 \3,200
転生したらスライムだった件　 2～ \400
転生したらスライムだった件　 1～4巻 \1,500
トッキュー！！ 5・17～ \100
トッキュー！！ 全20巻 \1,000
賭博堕天録カイジ 全13巻 \500
賭博堕天録カイジ ワンポーカー編 5・6・8～ \200
賭博破戒録カイジ 全13巻 \500
ドメスティックな彼女　 4～ \300
ドメスティックな彼女 1～13巻 \3,200
トモダチゲーム 1～ \300
トモダチゲーム　　 1～9巻 \2,800
ドラゴン桜 12～ \200
ドラゴン桜 全21巻 \2,500
ドリィキルキル　9巻　¥300 3～ \200
とんがり帽子のアトリエ 1巻 \300
七つの大罪 20～ \200
七つの大罪　　26巻　￥300 1～26巻 \2,500
なにわ友あれ 16～24・27～ \200
なにわ友あれ 全31巻 \3,500
ナニワトモアレ 20～ \200
ナニワトモアレ 全28巻 \3,000
波よ聞いてくれ 2～ \250
なるたる 1～ \200
なるたる 全12巻 \2,500
人形の国 1巻 \350
ノラガミ 14～ \200
ノラガミ　 1～18巻 \1,500
爆音伝説カブラギ 15～ \200
爆音伝説カブラギ　 1～18巻 \1,500
爆音列島 1～ \200
爆音列島 全18巻 \3,700
はじめの一歩　　117巻　￥250 106～ \200
バジリスク 全5巻 \500
ぱすてる 33・35・37～ \200
ぱすてる 全44巻 \3,000
バトルスタディーズ 1～ \300
バトルスタディーズ 1～9巻 \3,000
はねバド!　10巻　　￥400 5～ \300
はねバド!　　 1～10巻 \2,000
浜村渚の計算ノート　 2～ \200
ハレ婚 6～ \300
ハレ婚　 1～11巻 \2,500
ハンツートラッシュ　12巻　　￥350 6～ \250
ハンツートラッシュ 1～12巻 \2,000
ピアノの森（新装版）白 21～ \200
ピアノの森（新装版）白 全26巻 \2,500
彼岸島 全33巻 \2,000
彼岸島　最後の47日間 11～ \150
彼岸島　最後の47日間 全16巻 \1,500



彼岸島48日後　 10～ \250
ヒストリエ 9～ \250
風夏　　 13～ \300
風夏 1～15巻 \2,000
特攻の拓（大判） 18～ \200
特攻の拓（大判） 全27巻 \3,000
特攻の拓（小判・青） 14～ \100
特攻の拓（小判・青） 全27巻 \1,800
不滅のあなたへ　　 1～ \250
ふらいんぐうぃっち 3～ \200
プラネテス 1～ \150
監獄学園（プリズンンスクール）　25巻　￥400 23～ \250
監獄学園（プリズンンスクール）　 1～25巻 \1,500
ベイビーステップ 18～ \200
ベイビーステップ　44巻　￥300 30～ \250
ベイビーステップ 1～44巻 \6,500
へうげもの　 18～ \250
へうげもの 1～23巻 \2,500
ヘルプマン! 18～ \250
ヘルプマン! 全27巻 \3,800
ペン太のこと　 1～ \250
ほいくの王様 1～ \250
ほいくの王様 全6巻 \1,600
宝石の国　7巻　¥400 5～ \200
鬼灯の冷徹 20～ \300
鬼灯の冷徹　　 1～24巻 \3,500
ボールルームへようこそ 3・5・7～ \200
ボールルームへようこそ 1～8巻 \1,000
ホクサイと飯さえあれば 2～ \250
僕たちがやりました 1～ \300
僕たちがやりました 6～ \350
僕たちがやりました　　 全9巻 \3,000
星野、目をつぶって。　 1～ \250
骨が腐るまで　 1～ \200
まがつき　 9～ \200
ましろのおと 13～ \200
ましろのおと　　 1～17巻 \1,500
マリアージュ 神の雫 最終章　 1～ \250
未生　ミセン 1～ \250
未生　ミセン 全9巻 \2,300
みんな！エスパーだよ 7～ \200
無限の住人 24～ \200
無限の住人 28～ \250
無限の住人 全30巻 \4,000
無限の住人/新装版 1～ \450
冥銭のドラグーン　 1～ \150
モンタージュ 12・14～ \200
モンタージュ 全19巻 \2,000
山田くんと7人の魔女　 10・12～ \150
山田くんと7人の魔女 16～ \250
山田くんと7人の魔女 全28巻 \4,500
妖怪アパートの幽雅な日常 6～ \300
妖怪アパートの幽雅な日常　 1～13巻 \3,000
夜桜四重奏 19～ \250
ライスショルダー 4・10～ \200
ライスショルダー 全18巻 \2,500



リアルアカウント　 4～ \200
リアルアカウント　　 1～14巻 \2,400
龍帥の翼 史記・留侯世家異伝　 1～ \150
我妻さんは俺のヨメ 10～ \100
我妻さんは俺のヨメ 全13巻 \800
渡くんの××が崩壊寸前 1～ \200
湾岸MIDNIGHT 30・33・38～ \150
湾岸MIDNIGHT 全42巻 \3,000
湾岸MIDNIGHT C1ランナー 6～ \200
湾岸MIDNIGHT C1ランナー 全12巻 \1,500


