
タ　イ　ト　ル 巻　数 買取値段
AIの遺伝子 1～ \150
ＡＮＧＥＬ　ＶＯＩＣＥ 15～ \150
ＡＮＧＥＬ　ＶＯＩＣＥ 全40巻 \4,500
BEASTARS 1～ \200
DEAD Tube　1巻　\150 2～ \300
DEAD Tube 1～7巻 \2,000
Gメン 1～ \150
Gメン 1～11巻 \1,800
OUT 1～11巻 \1,000
trash 1～ \200
trash　10巻　\300 1～10巻 \2,500
荒くれKNIGHT 全28巻 \1,500
荒くれKNIGHT黒い残響 完結編 2～4・6・8～ \150
荒くれKNIGHT黒い残響 完結編 全20巻 \3,000
いっツー 4・6～ \150
いっツー 全7巻 \800
神アプリ　5巻　\150 6～ \200



神アプリ 13～ \300
神アプリ 1～15巻 \2,500
元祖！浦安鉄筋家族 全28巻 \500
吸血鬼すぐ死ぬ 1～ \200
巨蟲列島 1～ \200
クズ 9・11 \200
グラップラー刃牙 1・3・27・28・30 \100
グラップラー刃牙 全42巻 \2,000
グラップラー刃牙 完全版 18・20～ \150
グラップラー刃牙 完全版 全24巻 \3,000
クローズ 13・16・17・19・22・25 \100
クローズ 全26巻 \800
クローバー 26・31～36 \100
クローバー 37・39・41～ \150
クローバー 全43巻 \2,000
クロスアンドクライム 全12巻 \500
実は私は 16～ \150
実は私は 全22巻 \1,200
死人の声をきくがよい 1～ \200
囚人リク　　5巻　\100 14～ \150
囚人リク 30～ \250
囚人リク 1～32巻 \4,000
シュガーレス 7・8・13・14・17～ \100
純愛ジャンキー 2～ \150
少年ラケット 1～ \300
少年ラケット 1～9巻 \2,800
スピーディワンダー 3～ \150
スピーディワンダー 全17巻 \2,300
性食鬼 1～ \200
性食鬼 1～9巻 \2,000
聖闘士星矢NEXT DIMENSION 冥王神話 6～ \200
聖闘士星矢NEXT DIMENSION 冥王神話 1～10巻 \1,200
聖闘士星矢 冥王神話 THE LOST CANVAS 2～5・13 \100
聖闘士星矢 冥王神話 THE LOST CANVAS 17・19～ \150
聖闘士星矢 冥王神話 THE LOST CANVAS 全25巻 \2,000
セトウツミ 2～ \250
セトウツミ 1～7巻 \1,600
センセ。 1～ \150
ダーウィンズゲーム 4・5 \150
ダーウィンズゲーム 8～ \200
ダーウィンズゲーム 10～ \250
ダーウィンズゲーム 1～11巻 \2,000
チキン「ドロップ前夜の物語」 13～ \150
チキン「ドロップ前夜の物語」 20巻 \250
チキン「ドロップ前夜の物語」 1～20巻 \1,500
デメキン　8・10　\200 14～ \250
デメキン 1～16巻 \2,000
凍牌 3～5・8・11 \100
凍牌 全12巻 \700
凍牌 ～人柱編～ 12～ \200
凍牌 ～人柱編～ 1～15巻 \1,000
ドロップOG 10～ \100
ドロップOG 16～ \200
ドロップOG 1～17巻 \1,300
ナンバデッドエンド 全15巻 \700
バウンサー 4～ \300
ハカイジュウ 16・18～ \150
ハカイジュウ 1～20巻 \1,000



バキ 全31巻 \2,500
バキ　完全版 8～ \200
バキ　完全版 全17巻 \2,500
刃牙道 4～6・9・11・13～ \100
刃牙道　　16巻　\250 1～16巻 \1,500
ばくおん！！ 5・7・8 \200
ばくおん！！ 1～9巻 \1,000
バチバチ 4～6・8～ \100
バチバチ 全16巻 \1,500
バチバチBURST 5・8～ \150
バチバチBURST 全12巻 \1,400
ハリガネサービス 5巻 \150
ハリガネサービス 7～ \200
ハリガネサービス 13～ \250
ハリガネサービス 1～14巻 \2,500
範馬刃牙 30・32～ \100
範馬刃牙 34～ \150
範馬刃牙 全37巻 \2,000
錻力のアーチスト 6・8・13～ \200
錻力のアーチスト 全14巻 \1,500
ベルリンは鐘 1～ \200
毎度！浦安鉄筋家族 12・17～ \100
毎度！浦安鉄筋家族 20巻 \200
毎度！浦安鉄筋家族 1～20巻 \1,500
魔法少女・オブ・ジ・エンド　 10・11 \150
魔法少女・オブ・ジ・エンド 13～ \250
魔法少女・オブ・ジ・エンド 1～14巻 \1,300
魔法少女サイト 5～ \150
弱虫ペダル 3・5・7・8・14・21～23・26・28・29 \100
弱虫ペダル 46・49 \200
弱虫ペダル　50巻　￥300 1～50巻 \5,000
弱虫ペダル　SPARE BIKE 3巻 \200
六道の悪女たち 1～ \150


