
タイトル 巻数 買取金額 タイトル 巻数 買取金額 タイトル 巻数 買取金額

アオアシ 各巻 ¥300 ソマリと森の神様 各巻 ¥150 文豪ストレイドッグス 各巻 ¥200

アオアシ 17巻セット ¥5,300 ダーウィンズゲーム 11巻～ ¥200 べしゃり暮らし 各巻 ¥150

アサシンズプライド 各巻 ¥250 ダイヤのA act2 6巻～ ¥150 ベルゼブブ嬢のお気に召すまま。 各巻 ¥200

あそびあそばせ 5巻～ ¥200 黄昏流星群 60巻セット ¥7,200 宝石の国 各巻 ¥200

あまんちゅ 13巻セット ¥2,000 盾の勇者の成り上がり 各巻 ¥300 ボールルームへようこそ 6巻～ ¥200

ありふれた職業で世界最強 各巻 ¥250 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 各巻 ¥200 ぼくたちは勉強ができない 各巻 ¥250

戦×恋　ヴァルラブ 各巻 ¥200 ダンジョン飯 各巻 ¥150 僕のヒーローアカデミア 各巻 ¥250

異世界チート魔術師 各巻 ¥250 ダンベル何キロ持てる？ 各巻 ¥150 僕のヒーローアカデミア 24巻セット ¥6,100

インフェクション 各巻 ¥200 中間管理録トネガワ 各巻 ¥200 魔王様、リトライ！ 各巻 ¥200

インフェクション 15巻セット ¥3,200 つぐもも 各巻 ¥150 魔法少女特殊戦あすか 各巻 ¥200

うちのメイドがウザすぎる！ 各巻 ¥250 DAYS 各巻 ¥200 魔法使いの嫁 各巻 ¥150

宇宙兄弟 34巻セット ¥5,500 手品先輩 各巻 ¥250 皆様の玩具です 各巻 ¥150

炎炎ノ消防隊 3巻～ ¥150 天空侵犯 21巻セット ¥4,300 名探偵コナン 96巻セット ¥10,000

炎炎ノ消防隊 17巻セット ¥2,500 転生したらスライムだった件～魔物の国の歩き方～ 各巻 ¥250 メイドインアビス 各巻 ¥300

推しが武道館いってくれたら死ぬ 各巻 ¥200 とある科学の一方通行 各巻 ¥200 MAJOR 2nd 5巻～ ¥150

会長 島耕作 各巻 ¥250 東京卍リベンジャーズ 各巻 ¥200 やがて君になる 各巻 ¥200

かぐや様は告らせたい 8巻～ ¥250 Dr.STONE 各巻 ¥250 約束のネバーランド 各巻 ¥250

賭ケグルイ 4巻～ ¥200 ドメスティックな彼女 各巻 ¥150 約束のネバーランド 15巻セット ¥4,000

賭ケグルイ　双 各巻 ¥200 トモダチゲーム 3巻～ ¥150 ゆうべはお楽しみでしたね 各巻 ¥200

神アプリ 21巻セット ¥4,000 ドラゴン桜2 各巻 ¥200 ゆらぎ荘の幽奈さん ¥200

からかい上手の高木さん 2巻～ ¥200 七つの大罪 26巻～ ¥200 ゆるキャン△ 各巻 ¥250

からかい上手の(元)高木さん 各巻 ¥200 七つの大罪 37巻セット ¥5,700 よつばと！ 各巻 ¥100

GIGANT ギガント 各巻 ¥250 NEW GAME! 各巻 ¥250 弱虫ペダル 62巻セット ¥8,000

寄宿学校のジュリエット 各巻 ¥250 ハイキュー!! 21巻～ ¥200 リアルアカウント 各巻 ¥150

鬼滅の刃 各巻 ¥200 ハイキュー!! 38巻セット ¥6,300 リクドウ 各巻 ¥200

虚構推理 各巻 ¥150 はたらく細胞 各巻 ¥300 ワンパンマン 11巻～ ¥200

キングダム 40巻～ ¥350 バトルスタディーズ 19巻セット ¥3,500 ワンピース 93巻セット ¥8,000

キングダム 55巻セット ¥19,000 花のち晴れ　花男NEXT SEASON 12巻セット ¥2,000 ヲタクに恋は難しい 各巻 ¥200

蜘蛛ですが、なにか？ 各巻 ¥200 はねバド！ 15巻セット ¥2,500

グラゼニ～パ・リーグ編～ 各巻 ¥250 はるかなレシーブ 各巻 ¥200

ぐらんぶる 13巻セット ¥3,300 HUNTER×HUNTER 36巻セット ¥4,500

くろアゲハ 各巻 ¥200 BEASTARS 各巻 ¥250

賢者の孫 各巻 ¥200 BEASTARS 14巻セット ¥3,700

恋と嘘 各巻 ¥150 ヒナまつり 15巻セット ¥4,000

コウノドリ 25巻セット ¥6,500 火ノ丸相撲 26巻セット ¥5,300

ゴールデンカムイ 各巻 ¥250 響～小説家になる方法～ 各巻 ¥250

ご注文はうさぎですか？ 各巻 ¥200 100万の命の上に俺は立っている 各巻 ¥250

五等分の花嫁 各巻 ¥250 不機嫌なモノノケ庵 各巻 ¥200

この音とまれ！ 19巻セット ¥4,000 不滅のあなたへ 各巻 ¥250

ゴブリンスレイヤー 各巻 ¥200 ふらいんぐうぃっち 各巻 ¥200

ザ・ファブル 各巻 ¥200 プラチナエンド 各巻 ¥200

3月のライオン 14巻セット ¥3,700 ブラッククローバー 3巻～ ¥200

呪術廻戦 各巻 ¥250 BLUE GIANT SUPREME 各巻 ¥350

将国のアルタイル 21巻セット ¥4,500 フルーツ宅配便 各巻 ¥200

食戟のソーマ 35巻セット ¥4,000 プレイボール2 各巻 ¥250

女子かう生 各巻 ¥200 ブレンド・S 各巻 ¥300

双亡亭壊すべし 各巻 ¥150 BUNGO-ブンゴ- 各巻 ¥300

※上記/裏面記載金額は美品での買取価格となります。状態、在庫、相場の変動により価格は予告なく変動致しますので予めご了承下さい。 2019年8月6日発行
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タイトル 巻数 買取金額 タイトル 巻数 買取金額 タイトル 巻数 買取金額

赤髪の白雪姫 各巻 ¥150 コーヒー＆バニラ 各巻 ¥200 なまいきざかり。 各巻 ¥150

暁のヨナ 各巻 ¥150 ちはやふる 23巻～ ¥200 パーフェクトワールド 各巻 ¥100

王子様には毒がある。 各巻 ¥150 凪のお暇 各巻 ¥200 花嫁に配属されました 各巻 ¥150

こいいじ 各巻 ¥100 夏目友人帳 20巻～ ¥200 ラブファントム 各巻 ¥100

タイトル 巻数 買取金額 タイトル 巻数 買取金額 タイトル 巻数 買取金額

アイシールド21 全37巻 ¥1,500 社長 島耕作 全16巻 ¥1,800 ハチワンダイバー 全35巻 ¥2,000

I"s〈アイズ〉 全15巻 ¥1,000 蹴球少女 全10巻 ¥1,100 ハッピーシュガーライフ 全10巻 ¥1,200

I"s〈アイズ〉 完全版 全12巻 ¥2,000 囚人リク 全38巻 ¥1,500 ハリガネサービス 全24巻 ¥3,800

いぬやしき 全10巻 ¥1,500 ジョジョの奇妙な冒険 全63巻 ¥5,000 範馬刃牙 全37巻 ¥1,500

犬夜叉 全56巻 ¥2,000 ジョジョの奇妙な冒険　ストーンオーシャン 全17巻 ¥1,300 ピアノの森(新装版) 全26巻 ¥4,000

インベスターZ 全21巻 ¥5,500 JIN-仁- 全20巻 ¥2,200 ヒカルの碁 全23巻 ¥1,000

エデンの檻 全21巻 ¥1,000 スティール・ボール・ラン 全24巻 ¥2,500 ファイアパンチ 全8巻 ¥1,300

エリアの騎士 全57巻 ¥4,000 スティールボールラン 全24巻 ¥2,500 フェアリーテイル 全63巻 ¥3,500

おーい！竜馬 全23巻 ¥1,500 スラムダンク 全31巻 ¥5,000 プリマックス 全10巻 ¥3,000

岳 全18巻 ¥3,000 スラムダンク(新装再編版) 全20巻 ¥4,200 BLUE GIANT 全10巻 ¥3,000

彼方のアストラ 全5巻 ¥1,000 聖闘士星矢 全28巻 ¥1,500 ベイビーステップ 全47巻 ¥7,000

capeta 全32巻 ¥3,000 セトウツミ 全8巻 ¥1,800 北斗の拳 全27巻 ¥2,000

神の雫 全44巻 ¥4,000 蒼天の拳 全22巻 ¥1,500 北斗の拳(究極版) 全18巻 ¥3,000

カメレオン 全47巻 ¥3,800 ダイヤのA 全47巻 ¥3,000 僕らはみんな河合荘 全11巻 ¥1,500

からくりサーカス 全43巻 ¥3,000 だがしかし 全11巻 ¥1,600 星野、目をつぶって。 全13巻 ¥2,800

カラダ探し 全17巻 ¥2,700 徒然チルドレン 全12巻 ¥3,200 マイぼーる！ 全16巻 ¥2,500

機動戦士ガンダム THE ORIGIN 全24巻 ¥2,500 東京喰種 全14巻 ¥2,300 マギ 全37巻 ¥2,000

君のいる町 全27巻 ¥1,600 東京喰種：Re 全16巻 ¥4,200 MASTERキートン 全18巻 ¥2,000

キャプテン翼 全37巻 ¥1,500 Dr.スランプ(新装版) 全19巻 ¥2,000 MAJOR 全78巻 ¥4,000

今日から俺は！！ 全38巻 ¥1,000 ドラえもん 全45巻 ¥3,500 モブサイコ100 全16巻 ¥3,500

銀魂 全77巻 ¥7,000 ドラゴンクエスト ダイの大冒険 全37巻 ¥1,500 モンキーターン 全30巻 ¥2,000

グラゼニ 全17巻 ¥2,000 ドラゴンボール(新装版) 全42巻 ¥6,500 闇金ウシジマくん 全46巻 ¥5,000

グラップラー刃牙 全47巻 ¥1,500 ToLOVEるダークネス 全18巻 ¥2,000 幽☆遊☆白書 全19巻 ¥1,000

ケンガンアシュラ 全27巻 ¥4,300 奴隷区 僕と12人の奴隷 全10巻 ¥1,100 雄飛 全16巻 ¥3,200

恋は雨上がりのように 全10巻 ¥2,200 ドロヘドロ 全23巻 ¥6,200 リクドウ 全23巻 ¥4,800

聲の形 全7巻 ¥1,200 曇天に笑う 全6巻 ¥1,300 ろくでなしブルース 全42巻 ¥2,500

刻刻 全8巻 ¥1,300 ナニワトモアレ 全28巻 ¥2,000 ONE OUTS 全20巻 ¥3,500

こちら葛飾区亀有公園前派出所 全200巻 ¥20,000 なにわ友あれ 全31巻 ¥3,500

斉木楠雄のΨ難 全26巻 ¥5,000 NARUTO 全72巻 ¥4,500

四月は君の嘘 全11巻 ¥1,800 ハイスコアガール 全10巻 ¥2,200

SHIDOH -士道- 全25巻 ¥2,800 鋼の錬金術師 全27巻 ¥2,700

シャーマンキング　完全版 全27巻 ¥4,000 バキ 全31巻 ¥1,200

※上記/裏面記載金額は美品での買取価格となります。状態、在庫、相場の変動により価格は予告なく変動致しますので予めご了承下さい。
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