
タ　イ　ト　ル 巻数 買取値段
IS＜インフィニット・ストラトス＞ 11巻 ¥250
Re:ゼロから始める異世界生活 1～9・11～ ¥250
Re:ゼロから始める異世界生活 1～12巻 ¥2,900
Re:ゼロから始める異世界生活 13巻 ¥300
アクセルワールド 8～10・12・14～17 \100
アクセルワールド 19～ \150
アクセルワールド 1～21巻 ¥1,500
異能バトルは日常系のなかで 5～7・10～ \150
異能バトルは日常系のなかで 1～12巻 \1,500
妹さえいればいい。　7巻　\250 1～ \200
エロマンガ先生　1巻　\250 2～ \400
エロマンガ先生 1～8巻 \3,300
織田信奈の野望 13～ \100
織田信奈の野望 18巻 \200
学園都市アスタリスク 3～7・11 \150
カゲロウデイズ　　6巻￥100 7～ \200
空戦魔導士候補生の教官 11～ \150
クロックワーク・プラネット 1～ ¥450
ゲート 全5巻+外伝全4巻（18冊） \2,000
ゲーマーズ！ 2～ \250
この恋と、その未来。 3～ \200
この素晴らしい世界に祝福を 2～7・10～ \350



この素晴らしい世界に祝福を 1～11巻 \3,100
ゴブリンスレイヤー 2～ \250
最弱無敗の神装機竜 2～ \150
最弱無敗の神装機竜 12巻 \200
冴えない彼女の育てかた 4～ \300
サクラダリセット 4～ \300
下ネタという概念が存在しない退屈な世界 10～ \200
下ネタという概念が存在しない退屈な世界 全11巻 \1,400
終末なにしてますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？ 1～ \350
終末なにしてますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？#EX 1巻 \350
終末なにしてますか？もう一度だけ、会えますか？ 1～ \350
新約とある魔術の禁書目録　18巻　\250 15～ \150
ストライク・ザ・ブラッド　17巻　\300 7・8・11～ \150
ストライク・ザ・ブラッド 1～16巻 \1,500
星刻の竜騎士 19～ \150
ゼロから始める魔法の書 2～ ¥300
ソード・オラトリア 1～3・5～ ¥300
ソードアート・オンライン　 12～ \200
ソードアート・オンライン 16～ \300
ソードアート・オンライン 1～19巻 \3,200
ソードアート・オンラインオルタナティブ ガンゲイル・オンライン 2・4・5 \150
ソードアート・オンラインオルタナティブ ガンゲイル・オンライン 6巻 \200
ソードアート・オンラインプログレッシブ 2・4～ \200
対魔導学園35試験小隊　3～　\100 10・12～ \150
対魔導学園35試験小隊 1～13巻 ¥1,500
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 1～4・6～8 \200
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 11～ \300
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 1～12巻 \2,500
中古でも恋がしたい！ 4・6～ \150
通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか？ 1～ \200
デート・ア・ライブ 11～ \150
天鏡のアルデラミン 8～ \150
天鏡のアルデラミン 1～11巻 \1,000
天使の3P！ 3～ ¥250
とある魔術の禁書目録 全22巻 \1,000
ナイツアンドマジック 1～ \250
ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？　14巻　\300 5・6・8・10～12 \150
ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？ 1～13巻 \1,700
ノーゲーム・ノーライフ 2～6・9 \150
ノーゲーム・ノーライフ プラクティカルウォーゲーム \200
灰と幻想のグリムガル 8～ \150
灰と幻想のグリムガル　10巻　￥250 1～10巻 \2,000
這いよれ！ニャル子さん 12～ \100
はたらく魔王さま！ 5・10・11 \100
はたらく魔王さま！ 12～ \200
はたらく魔王さま！　17巻　\300 1～17巻 \1,800
緋弾のアリア 16～ \150
緋弾のアリア 25巻 \250
機巧少女は傷つかない　16（上下）巻　各\300 1・3～9・14～ ¥100
魔装学園H×H 4～7・9～ ¥200
魔装学園H×H 11巻 ¥250
魔弾の王と戦姫 9～13・15～ ¥150
魔法科高校の劣等生 9・10 ¥150
魔法科高校の劣等生　22巻　\300 14～ ¥250
魔法科高校の劣等生 1～21巻 ¥3,500
魔法少女育成計画 4～ ¥300
魔法少女育成計画 1～11巻 ¥2,800
メロディ リリック アイドル マジック 1巻 ¥250
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 4～ ¥150
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 6.5・7.5・10～ ¥200
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 1～11（6.5+7.5+10.5）巻14冊 ¥1,500
ようこそ実力主義の教室へ　6巻　\250 2～ \200
弱キャラ友崎くん 1～ ¥250



落第騎士の英雄譚 8～ ¥150
落第騎士の英雄譚 12巻 ¥250
りゅうおうのおしごと！ 1～ ¥400
りゅうおうのおしごと！ 1～5巻 ¥2,200
六畳間の侵略者 6～17 ¥100
六畳間の侵略者 22～ ¥150
六畳間の侵略者 25巻 ¥200
六畳間の侵略者 1～25巻 ¥2,000
ロクでなし魔術講師と禁忌教典 2～ ¥250
ロクでなし魔術講師と禁忌教典 1～8巻 \2,000

タ　イ　ト　ル 巻数 買取値段
Fate/Apocrypha 1～ ¥600
アラフォー賢者の異世界生活日記 1～ ¥350
異世界はスマートフォンとともに 1～ ¥500
異世界はスマートフォンとともに 1～8巻 ¥4,500
うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。 1～ ¥300
オーバーロード　11巻　\200 2～5・7～10 \500
オーバーロード 1～11巻 \4,500
掟上今日子/忘却探偵シリーズ 1～ \200
掟上今日子/忘却探偵シリーズ 5～ \300
蜘蛛ですが、なにか？ 1～ ¥500
ゲート 1～ \200
賢者の弟子を名乗る賢者 1～ ¥300
この世界がゲームだと俺だけが知っている 1～ ¥200
この世界がゲームだと俺だけが知っている 5～ ¥300
人狼の転生、魔王の副官 1～ ¥300
戦国小町苦労譚 1～ ¥300
即死チートが最強すぎて、異世界のやつらがまるで相手にならないんですが。1～ ¥300
その無限の先へ 1～ ¥400
盾の勇者の成り上がり 1・2・7～ ¥300
田中～年齢イコール彼女いない歴の魔法使い～ 1～ ¥300
デスマーチからはじまる異世界狂想曲 1～ ¥400
転生したらスライムだった件 1～ ¥500
転生したらスライムだった件 1～10巻 ¥5,200
とあるおっさんのVRMMO活動記 1～ ¥300
ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた 1～ ¥300
八男って、それはないでしょう！ 1～ ¥400
八男って、それはないでしょう！ 1～10巻 ¥4,500
フェアリーテイル・クロニクル-空気読まない異世界ライフ- 4～ ¥300
本好きの下克上　第一部 1～ ¥450
本好きの下克上　第二部 1～ ¥450
本好きの下克上　第三部 1～ ¥450
無職転生-異世界行ったら本気出す- 2～ ¥450
無職転生-異世界行ったら本気出す- 1～14巻 ¥6,200
物語シリーズ 愚物語 \500
物語シリーズ 終物語/下巻 \300
物語シリーズ 続終物語 \500
物語シリーズ 暦物語 \200
物語シリーズ 撫物語 \800
物語シリーズ 結物語 \900
物語シリーズ 業物語 \600
幼女戦記 1～ \400

ライトノベル/大判


