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ＢＡＫＵＭＡＮ 小畑 健 17・18 巻 ¥100 ウマ娘 シンデレラグレイ 久住太陽 1～7 巻セット ¥1,500

ＢＬＥＡＣＨ　 久保帯人 完結 全74 巻セット ¥4,500 ウマ娘 シンデレラグレイ 久住太陽 1～5 巻 ¥100

ＢＬＥＡＣＨ 久保帯人 57～64 巻 ¥150 ウマ娘 シンデレラグレイ 久住太陽 6・7 巻 ¥400

ＢＬＥＡＣＨ 久保帯人 65～73 巻 ¥300 怨み屋本舗　 栗原 正尚 完結 全20 巻セット ¥1,000

BORUTO-NARUTO NEXT GENERATIONS- 池本幹雄 12・13・14 巻 ¥100 怨み屋本舗EVIL HEART  栗原 正尚 完結 全9 巻セット ¥800

BORUTO-NARUTO NEXT GENERATIONS- 池本幹雄 15・16・17 巻 ¥200 怨み屋本舗　ＲＥＢOOT 栗原 正尚 完結 全13 巻セット ¥1,000

BUNGO 二宮裕次 1～31 巻セット ¥3,000 怨み屋本舗　REVENGE 栗原 正尚 完結 全11 巻セット ¥1,000

BUNGO 二宮裕次 26～31 巻 ¥350 怨み屋本舗　REVENGE 栗原 正尚 3 巻 ¥200

Dr.STONE　★ Boichi 1～25 巻セット ¥4,500 エンジェル伝説 八木教広 完結 全15 巻セット ¥1,500

Dr.STONE Boichi 17～25 巻 ¥300 推しの子 横槍メンゴ 1～8 巻セット ¥2,000

Dr.STONE Boichi 上記以外の巻数 巻 ¥100 推しの子　 横槍メンゴ 1～6 巻 ¥200

GANTZ 奥浩哉 完結 全37 巻セット ¥1,000 推しの子　 横槍メンゴ 7・8 巻 ¥400

GANTZ 奥浩哉 36・37 巻 ¥100 終わりのセラフ 山本 ヤマト 1～27 巻セット ¥1,500

HUNTERXHUNTER ★ 冨樫義博 1～36 巻セット ¥4,000 終わりのセラフ 山本 ヤマト 24・26・27 巻 ¥300

HUNTERXHUNTER 冨樫義博 5・6・7・10・15・17・25・27 巻 ¥100 怪獣8号 松本 直也 4 巻 ¥250

HUNTERXHUNTER 冨樫義博 35・36 巻 ¥200 怪獣8号 松本 直也 5・6 巻 ¥300

JIN-仁- 村上もとか 完結 全20 巻セット ¥1,000 かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～　★ 赤坂アカ 1～26 巻セット ¥3,000

JIN-仁- 村上もとか 3～11 巻 ¥100 かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～ 赤坂アカ 15 巻 ¥300

ＮＡＲＵＴＯ 岸本斉史 完結 全72 巻セット ¥1,000 かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～ 赤坂アカ 22・23・24・25・26 巻 ¥400

ＯＮＥ　ＯＵＴＳ 甲斐谷 忍 完結 全20 巻セット ¥3,000 家庭教師ヒットマンREBORN 天野 明 完結 全42 巻セット ¥600

ROOKIES 森田まさのり 完結 全24 巻セット ¥500 家庭教師ヒットマンREBORN 天野 明 33～38 巻 ¥100

ROOKIES 森田まさのり 21～24 巻 ¥100 彼方のアストラ 篠原健太 3 巻 ¥100

SAKAMOTO DAYS　 鈴木裕斗 1～7 巻 ¥300 鬼滅の刃　 （特装版でも同じ値段） 吾峠呼世晴 完結 全23 巻セット ¥1,500

ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ 篠原健太 完結 全32 巻セット ¥1,000 鬼滅の刃　 （特装版でも同じ値段） 吾峠呼世晴 4・6・10・12～16・19・ 巻 ¥100

ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ 篠原健太 21～25・30 巻 ¥100 鬼滅の刃　 （特装版でも同じ値段） 吾峠呼世晴 21・22 巻 ¥100

SPY×FAMILY　★ 遠藤達哉 1～9 巻セット ¥3,000 キャプテン翼 高橋陽一 完結 全37 巻セット ¥3,000

SPY×FAMILY 遠藤達哉 1・9 巻 ¥100 キャプテン翼GOLDEN-23 高橋陽一 完結 全12 巻セット ¥700

SPY×FAMILY 遠藤達哉 2～8 巻 ¥350 キャプテン翼ワールドユース編 高橋陽一 完結 全18 巻セット ¥700

STEEL BALL RUN 荒木飛呂彦 完結 全24 巻セット ¥2,000 キャプテン翼ライジングサン 高橋陽一 11・13～16 巻 ¥250

STEEL BALL RUN 荒木飛呂彦 1～16・19・20 巻 ¥100 狂四郎2030 徳弘 正也 完結 全20 巻セット ¥1,500

To LOVEる ダークネス 矢吹健太朗 完結 全18 巻セット ¥500 銀河英雄伝説　 藤崎　竜 1～23 巻セット ¥2,500

To LOVEる ダークネス 矢吹健太朗 16・17・18 巻 ¥100 銀河英雄伝説　 藤崎　竜 18～23 巻 ¥300

ToLoveる 矢吹健太朗 15・17 巻 ¥100 金魚妻 黒澤R 1～10 巻セット ¥2,500

アイシールド２１ 村田雄介 完結 全37 巻セット ¥3,500 金魚妻 黒澤R 1～10 巻 ¥250

アイシールド２１ 村田雄介 14～20・29・30・32 巻 ¥100 キングダム　★ 原　泰久 1～65 巻セット ¥16,000

アイシールド２１ 村田雄介 35・36・37 巻 ¥200 キングダム 原　泰久 5・8・9～26・28・32～37・ 巻 ¥400

青の祓魔師　 加藤 和恵 17・19 巻 ¥100 キングダム 原　泰久 41・52・58・59・61・65 巻 ¥400

青の祓魔師 加藤 和恵 26・27 巻 ¥150 銀魂 空知英秋 完結 全77 巻セット ¥5,000

アクタージュ 宇佐崎しろ 11・12 巻 ¥200 銀魂 空知英秋 49・50・52・53・57 巻 ¥100

明日ちゃんのセーラー服 博 １～10 巻セット ¥1,500 銀魂 空知英秋 74～77 巻 ¥300

明日ちゃんのセーラー服 博 5～10 巻 ¥250 キン肉マン ゆでたまご １～78 巻セット ¥10,000

阿波連さんははかれない 水あさと 1～14 巻セット ¥3,500 キン肉マン ゆでたまご 72～78 巻 ¥200

阿波連さんははかれない 水あさと 8～14 巻 ¥400 久保さんは僕を許さない 雪森寧々 1～9 巻 ¥300

阿波連さんははかれない 水あさと 上記以外の巻数 巻 ¥50 九龍ジェネリックロマンス 眉月じゅん 6・7 巻 ¥300

あやかしトライアングル 矢吹健太朗 3～9 巻 ¥200 黒子のバスケ 藤巻 忠俊 28・29・30 巻 ¥100

暗殺教室 松井 優征 完結 全21 巻セット ¥500 怪物事変 藍本松 1～16 巻セット ¥1,000

暗殺教室 松井 優征 19・21 巻 ¥100 怪物事変 藍本松 13～16 巻 ¥200

アンデッドアンラック 戸塚 慶文 7～11 巻 ¥300 ゴールデンカムイ　★ 野田サトル 1～30 巻セット ¥8,000

嘘喰い 迫 稔雄 完結 全49 巻セット ¥3,000 ゴールデンカムイ 野田サトル 14・16・21 巻 ¥300

嘘喰い 迫 稔雄 45・47・48・49 巻 ¥250 ゴールデンカムイ 野田サトル 25～30 巻 ¥400
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ここは今から倫理です。 雨瀬シオリ 5・6・7 巻 ¥400 チェンソーマン 藤本タツキ  完結 全11 巻セット ¥3,000

この音とまれ アミュー 1～26 巻セット ¥3,500 チェンソーマン 藤本タツキ  4～10 巻 ¥300

この音とまれ アミュー 18・19・21～26 巻 ¥300 チェンソーマン 藤本タツキ  上記以外の巻数 巻 ¥50

斉木楠雄のΨ難 麻生周一 完結 全26 巻セット ¥3,500 テニスの王子様 許斐 剛 完結 全42 巻セット ¥500

斉木楠雄のΨ難 麻生周一 8・9・10・12・13 巻 ¥200 テニスの王子様 許斐 剛 36・37・42 巻 ¥100

斉木楠雄のΨ難 麻生周一 19～26 巻 ¥250 テラフォーマーズ 橘賢一 21・22 巻 ¥100

魁！男塾（小判） 宮下あきら 完結 全34 巻セット ¥1,800 東京喰種 石田スイ 完結 全14 巻セット ¥500

魁！男塾（小判） 宮下あきら 1・31～34 巻 ¥200 東京喰種 石田スイ 11～14 巻 ¥100

サマータイムレンダ　 田中靖規 完結 全13 巻 ¥4,000 東京喰種re 石田スイ 完結 全16 巻セット ¥800

サマータイムレンダ　 田中靖規 4～13 巻 ¥400 東京喰種re 石田スイ 13・14・15 巻 ¥200

サラリーマン金太郎 宮本ひろ志 完結 全30 巻セット ¥2,000 ドラゴンクエスト－ダイの大冒険－ 稲田浩司 完結 全37 巻セット ¥1,500

サラリーマン金太郎 宮本ひろ志 24～30 巻 ¥300 ドラゴンクエスト－ダイの大冒険－ 稲田浩司 25～37 巻 ¥100

地獄先生ぬーべー 岡野剛 完結 全31 巻セット ¥1,000 ドラゴンクエスト－ダイの大冒険－/新装彩録版 稲田浩司 完結 全25 巻セット ¥5,000

地獄先生ぬーべー 岡野剛 28 巻 ¥100 ドラゴンクエスト－ダイの大冒険－/新装彩録版 稲田浩司 6・13・14・16・17・25 巻 ¥300

地獄楽 賀来ゆうじ 11～13 巻 ¥250 ドラゴンボール 鳥山　明 完結 全42 巻セット ¥3,000

シティーハンター 北条　司 完結 全35 巻セット ¥1,000 ドラゴンボール 鳥山　明 14・15・17・18・20・21・ 巻 ¥100

シャーマンキング 武井宏之 完結 全32 巻セット ¥600 ドラゴンボール 鳥山　明 27・28・34・42 巻 ¥100

シャーマンキング 武井宏之 24・26・27・28・31・32 巻 ¥100 ドラゴンボール（完全版） 鳥山　明 完結 全34 巻セット ¥3,500

シャドーハウス　 ソウマトウ 2～6 巻 ¥300 ドラゴンボール(新装版) 鳥山　明 完結 全42 巻セット ¥6,000

シャドーハウス　 ソウマトウ 7～11 巻 ¥400 ドラゴンボール超　★ 鳥山　明 1～18 巻セット ¥4,000

終末のハーレム 宵野コタロー 1～15 巻セット ¥1,000 ドラゴンボール超 鳥山　明 10・11 巻 ¥100

終末のハーレム 宵野コタロー 12～15 巻 ¥250 ドラゴンボール超　 鳥山　明 13・14・15・16 巻 ¥250

呪術廻戦　★ 芥見下々 0～19 巻セット ¥3,500 ドラゴンボール超 鳥山　明 17・18 巻 ¥300

呪術廻戦 芥見下々 1～19 巻セット ¥3,000 トリコ 島袋光年 完結 全43 巻セット ¥3,000

呪術廻戦 芥見下々 3・4・6・8・9・13・14・ 巻 ¥300 トリコ 島袋光年 26～28・30～34 巻 ¥150

呪術廻戦 芥見下々 17・18・19 巻 ¥300 トリコ 島袋光年 40・42・43 巻 ¥250

少年のアビス 峰浪りょう 1～9 巻 ¥300 2.5次元の誘惑 橋本悠 1～13 巻セット ¥3,000

ジョジョの奇妙な冒険 荒木飛呂彦 完結 全63 巻セット ¥4,000 2.5次元の誘惑 橋本悠 2～13 巻 ¥250

ジョジョの奇妙な冒険 荒木飛呂彦 35～42・48～63 巻 ¥150 ハイキュー!!　★ 古舘 春一 完結 全45 巻セット ¥8,000

ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン 荒木飛呂彦 完結 全17 巻セット ¥1,500 ハイキュー!! 古舘 春一 22～45 巻 ¥300

ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン 荒木飛呂彦 3～17 巻 ¥100 バトゥーキ 迫 稔雄 9～13 巻 ¥300

ジョジョリオン 荒木飛呂彦 1～27 巻セット ¥2,000 花さか天使テンテンくん 小栗かずまた 完結 全17 巻セット ¥800

ジョジョリオン 荒木飛呂彦 19～27 巻 ¥200 ファイアパンチ 藤本タツキ  完結 全8 巻セット ¥1,000

新ジャングルの王者ターちゃん 徳弘 正也 完結 全20 巻セット ¥1,500 ファイアパンチ 藤本タツキ  4～8 巻 ¥200

新テニスの王子様　★ 許斐 剛 1～35 巻セット ¥3,500 武装錬金 和月 伸宏 1・2・4・8・9 巻 ¥100

新テニスの王子様　 許斐 剛 23・24・26・28 巻 ¥200 プラチナエンド 小畑　健 完結 全14 巻セット ¥1,000

新テニスの王子様 許斐 剛 31・32・33・34・35 巻 ¥300 プラチナエンド 小畑　健 11～14 巻 ¥250

すごいよ！！マサルさん うすた 京介 完結 全7 巻セット ¥500 ブラッククローバー 田畠 裕基 26～32 巻 ¥300

スラムダンク 井上 雄彦 完結 全31 巻セット ¥5,000 ぼくたちは勉強ができない　 筒井 大志 18・20 巻 ¥200

スラムダンク 井上 雄彦 22～31 巻 ¥200 北斗の拳 原　哲夫 26・27 巻 ¥100

スラムダンク(完全版) 井上 雄彦 完結 全24 巻セット ¥8,000 僕とロボ子 宮崎 周平 1～8 巻 ¥300

スラムダンク(完全版) 井上 雄彦 15～22 巻 ¥300 僕のヒーローアカデミア　★ 堀越耕平 1～34 巻セット ¥5,000

スラムダンク/新装再編版　★ 井上 雄彦 完結 全20 巻セット ¥7,000 僕のヒーローアカデミア 堀越耕平 3～10 巻 ¥200

すんどめ！！ミルキーウェイ ふなつかずき 9・10 巻 ¥250 僕のヒーローアカデミア 堀越耕平 19～24・26・27・32・33・34 巻 ¥300

世紀末リーダー伝たけし 島袋光年 完結 全24 巻セット ¥1,000 ボボボーボ・ボーボボ 澤井哲夫 完結 全21 巻セット ¥1,800

双星の陰陽師 助野 嘉昭 1～28 巻セット ¥1,500 ボボボーボ・ボーボボ 澤井哲夫 12・13・15・20・21 巻 ¥50

双星の陰陽師 助野 嘉昭 25～28 巻 ¥300 幕張 木多 康昭 完結 全9 巻セット ¥300

大正処女御伽話 桐丘さな 完結 全5 巻セット ¥500 魔人探偵脳噛ネウロ 松井 優征 完結 全23 巻セット ¥500

タコピーの原罪 タイザン5 上・下 巻 ¥500 マッシュル　MASHLE 甲本 一 1～11 巻セット ¥1,500

ダンダダン 龍 幸伸 2～5 巻 ¥300 マッシュル　MASHLE 甲本 一 6～11 巻 ¥250
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約束のネバーランド 出水 ぽすか 完結 全20 巻セット ¥1,000

遊戯王 高橋和希 完結 全38 巻セット ¥1,000

遊戯王 高橋和希 4・31～38 巻 ¥100

憂国のモリアーティ 三好　輝 1～17 巻セット ¥1,500

憂国のモリアーティ 三好　輝 10 巻 ¥300

憂国のモリアーティ 三好　輝 16・17 巻 ¥350

幽遊白書 冨樫義博 完結 全19 巻セット ¥500

幽遊白書 冨樫義博 6・17・19 巻 ¥100

ゆらぎ荘の幽奈さん ミウラタダヒロ 23・24 巻 ¥200

夜桜さんちの大作戦 権平ひつじ 1～13 巻セット ¥2,000

夜桜さんちの大作戦 権平ひつじ 6～13 巻 ¥250

ラジエーションハウス モリタイシ 1～12 巻セット ¥2,500

ラジエーションハウス モリタイシ 4・5・9～12 巻 ¥350

ろくでなしＢＬＵＥＳ 森田まさのり 完結 全42 巻セット ¥2,000

ろくでなしＢＬＵＥＳ 森田まさのり 5・6・23・27～31・34～42 巻 ¥100

ワールドトリガー 葦原 大介 1～24 巻セット ¥6,000

ワールドトリガー 葦原 大介 1～24 巻 ¥250

ワンパンマン 村田 雄介 １～26 巻セット ¥2,000

ワンパンマン 村田 雄介 6・7・9・16・17・19～24 巻 ¥100

ワンパンマン 村田 雄介 25・26 巻 ¥300

ワンピース　★ 尾田栄一郎 1～102 巻セット ¥12,000

ワンピース 尾田栄一郎 1・3・5・6・7～12 巻 ¥100

ワンピース 尾田栄一郎 84 巻 ¥200

ワンピース 尾田栄一郎 97～100 巻 ¥250
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AKIRA 大友克洋 完結 全6 巻セット ¥3,000 亜人　 桜井画門 15～17 巻 ¥200

BECK ハロルド作石 完結 全34 巻セット ¥1,200 あせとせっけん 山田金鉄 全11 巻セット ¥1,500

BLAME! 弐瓶勉 完結 全10 巻セット ¥1,500 あせとせっけん 山田金鉄 9 巻 ¥300

BLAME!　※新装版 弐瓶勉 完結 全6 巻セット ¥3,500 あせとせっけん 山田金鉄 10・11 巻 ¥350

capeta 曽田正人 完結 全32 巻セット ¥3,000 あひるの空 日向武史 完結 全50巻+THE DAYの51冊 巻セット ¥1,000

DAYS 安田剛士 完結 全42 巻セット ¥4,000 アライブ 最終進化的少年 あだちとか 完結 全21 巻セット ¥500

DAYS 安田剛士 8～12・15・21・27・28 巻 ¥100 アルキメデスの大戦 三田紀房 5/6に28巻 1～28 巻セット ¥4,500

DAYS 安田剛士 31・37・40 巻 ¥200 アルスラーン戦記 荒川弘 6/9にに17巻 17 巻 ¥200

DEAR BOYS 八神ひろき 完結 全23 巻セット ¥500 アンダーニンジャ 花沢健吾 3/4に7巻 1～7 巻セット ¥2,000

DEAR BOYS ACT2 八神ひろき 完結 全30 巻セット ¥500 アンダーニンジャ 花沢健吾 1～3 巻 ¥150

DEAR BOYS ACT3 八神ひろき 完結 全21 巻セット ¥1,500 アンダーニンジャ 花沢健吾 4～7 巻 ¥300

DEAR BOYS ACT3 八神ひろき 15～21 巻 ¥100 行け！稲中卓球部 古谷実 完結 全13 巻セット ¥800

DEAR BOYS ACT4 八神ひろき 7/14に11巻 1～10 巻セット ¥2,100 いじめるヤバイ奴 中村なん 5/9に15巻 1～15 巻セット ¥3,000

DEAR BOYS ACT4 八神ひろき 1～4 巻 ¥150 イジらないで、長瀞さん ナナシ 4/8に13巻 1～13 巻セット ¥2,500

DEAR BOYS ACT4 八神ひろき 5･6 巻 ¥200 イジらないで、長瀞さん ナナシ 6 巻 ¥150

DEAR BOYS ACT4 八神ひろき 7～10 巻 ¥250 イジらないで、長瀞さん ナナシ 7～13 巻 ¥250

EDENS ZERO 真島ヒロ 6/17に21巻 1～21 巻セット ¥1,500 イジらないで、長瀞さん ナナシ 上記以外の巻数 ¥100

EDENS ZERO 真島ヒロ 13～16･18～21 巻 ¥150 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 福田直叶 4/7に17巻 1～17 巻セット ¥2,000

FAIRY　TAIL（フェアリーテイル） 真島ヒロ 完結 全63 巻セット ¥1,500 異世界マンチキン HP1のままで最強最速ダンジョン攻略 青桐良 5/9に6巻 1～6 巻セット ¥1,000

FAIRY　TAIL 真島ヒロ 30・38・39 巻 ¥50 1日外出録ハンチョウ 上原求/新井和也 3/4に13巻 1～13 巻セット ¥2,100

FAIRY　TAIL 真島ヒロ 59・63 巻 ¥200 1日外出録ハンチョウ 上原求/新井和也 1～5 巻 ¥100

FAIRY　TAIL　100 YEARS QUEST 上田敦夫 3/9に11巻 1～11 巻セット ¥1,100 1日外出録ハンチョウ 上原求/新井和也 6～11 巻 ¥150

FAIRY　TAIL　100 YEARS QUEST 上田敦夫 2・3・5～7・11 巻 ¥100 1日外出録ハンチョウ 上原求/新井和也 12・13 巻 ¥300

FAIRY　TAIL　100 YEARS QUEST 上田敦夫 8～10 巻 ¥150 頭文字Ｄ しげの秀一 完結 全48 巻セット ¥4,500

GIANT KILLING（ジャイアントキリング） ツジトモ 7/22に61巻 1～60 巻セット ¥4,000 頭文字Ｄ しげの秀一 2・28・31・33～46 巻 ¥100

GIANT KILLING　 ツジトモ 21～25 巻 ¥50 頭文字Ｄ しげの秀一 47・48 巻 ¥200

GIANT KILLING　 ツジトモ 36～38 巻 ¥100 頭文字Ｄ　※新装版 しげの秀一 完結 全24 巻セット ¥9,000

GIANT KILLING　 ツジトモ 50～56・58～60 巻 ¥250 インフェクション 及川徹 5/17に27巻 1～27 巻セット ¥2,500

GTO 藤沢とおる 完結 全25 巻セット ¥800 インベスターZ 三田紀房 完結 全21 巻セット ¥4,500

GTO 藤沢とおる 14～25 巻 ¥50 ウィッチクラフトワークス 水薙竜 3/7に17巻・完結 全17 巻セット ¥1,500

GTO SHONAN 14DAYS 藤沢とおる 完結 全9 巻セット ¥200 ウイニング・チケット 小松大幹 完結 全21 巻セット ¥1,000

GTO パラダイス・ロスト 藤沢とおる 3/4に18巻 1～18 巻セット ¥1,800 ヴィンランド・サガ 幸村誠 5/23に26巻 1～26 巻セット ¥3,000

GTO パラダイス・ロスト 藤沢とおる 13～18 巻 ¥250 うちの師匠はしっぽがない　※6/6まで1～7巻セット(同額) TNSK 6/7に8巻 1～8 巻セット ¥2,700

MFゴースト　 しげの秀一 5/6に14巻 1～14 巻セット ¥3,500 うちの師匠はしっぽがない TNSK 1～3 巻 ¥250

MFゴースト　 しげの秀一 4・5・7～9 巻 ¥200 うちの師匠はしっぽがない TNSK 4～8 巻 ¥350

MFゴースト　 しげの秀一 10・12～14 巻 ¥300 宇宙兄弟　★ 小山宙哉 5/23に41巻 1～41 巻セット ¥10,000

MFゴースト　 しげの秀一 上記以外の巻数 ¥100 宇宙兄弟 小山宙哉 5～10 巻 ¥50

RAVE 真島ヒロ 完結 全35 巻セット ¥300 宇宙兄弟 小山宙哉 14・19・20 巻 ¥100

SAMURAI DEEPER KYO 上条明峰 完結 全38 巻セット ¥800 宇宙兄弟 小山宙哉 21～27 巻 ¥200

SEVEN☆STAR MEN SOUL 柳内大樹 完結 全7 巻セット ¥800 宇宙兄弟 小山宙哉 28～32 巻 ¥300

SHAMAN KING(シャーマンキング)　※講談社 武井宏之 完結 全35 巻セット ¥3,500 宇宙兄弟 小山宙哉 33～41 巻 ¥350

SHAMAN KING(シャーマンキング)　※講談社 武井宏之 18・19・21～23 巻 ¥200 エリアの騎士 月山可也 完結 全57 巻セット ¥2,000

SHAMAN KING(シャーマンキング)　※講談社 武井宏之 30～32 巻 ¥300 エリアの騎士 月山可也 46～51 巻 ¥100

UQ HOLDER！ 赤松健 3/9に28巻・完結 全28 巻セット ¥1,500 エリアの騎士 月山可也 52～57 巻 ¥150

WIND BREAKER にいさとる 6/9に7巻 2～7 巻 ¥250 炎炎ノ消防隊 大久保篤 5/17に34巻完結 全34 巻セット ¥4,000

あいつとララバイ 楠みちはる 全39 巻セット ¥8,000 炎炎ノ消防隊 大久保篤 6～13 巻 ¥100

青野くんに触りたいから死にたい 椎名うみ 2/22に9巻 1～9 巻セット ¥2,000 炎炎ノ消防隊 大久保篤 15・19・22～24 巻 ¥150

青野くんに触りたいから死にたい 椎名うみ 1～6 巻 ¥150 炎炎ノ消防隊 大久保篤 28～34 巻 ¥250

青野くんに触りたいから死にたい 椎名うみ 7～9 巻 ¥250 代紋 TAKE2 渡辺潤 完結 全62 巻セット ¥5,000

亜人 桜井画門 完結 全17 巻セット ¥900 おかえりアリス 押見修造 4/8に4巻 1～4 巻 ¥150
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おとなりに銀河 雨隠ギド 5/6に4巻 1～4 巻セット ¥700 グラゼニ　パ・リーグ編 足立金太郎 1～13 巻セット ¥1,600

おとなりに銀河 雨隠ギド 1～4 巻 ¥150 ぐらんぶる 吉岡公威 3/7に18巻 1～18 巻セット ¥2,000

オリエント 大高忍 3/9に15巻 1～15 巻セット ¥1,000 ぐらんぶる 吉岡公威 2～6 巻 ¥100

海皇紀 川原正敏 完結 全45 巻セット ¥2,000 ぐらんぶる 吉岡公威 16 巻 ¥300

カッコウの許嫁　★ 吉河美希 5/17に12巻 1～12 巻セット ¥2,000 ぐらんぶる 吉岡公威 17･18 巻 ¥350

カッコウの許嫁 吉河美希 5 巻 ¥200 グレイプニル 武田すん 6/20に12巻 1～12 巻セット ¥1,500

カッコウの許嫁 吉河美希 9～12 巻 ¥300 くろアゲハ 加瀬あつし 6/16に19巻 1～19 巻セット ¥2,700

彼女、お借りします　★ 宮島礼吏 5/17に26巻 1～26 巻セット ¥4,000 くろアゲハ 加瀬あつし 2～9・11～13 巻 ¥100

彼女、お借りします 宮島礼吏 17～20 巻 ¥200 くろアゲハ 加瀬あつし 14～19 巻 ¥250

彼女、お借りします 宮島礼吏 21～26 巻 ¥300 恋と嘘　 ムサヲ 完結 1～11巻+12巻(美咲編・莉々奈編)の計13冊 巻セット ¥1,100

彼女、お借りします 宮島礼吏 上記以外の巻数 ¥50 恋と嘘　 ムサヲ 5 巻 ¥50

カノジョも彼女 ヒロユキ 6/17に11巻 1～11 巻セット ¥1,900 恋と嘘　 ムサヲ 9 巻 ¥100

カノジョも彼女 ヒロユキ 5～7 巻 ¥200 恋と嘘　 ムサヲ 10・11・12巻(美咲編・莉々奈編) 巻 ¥200

カノジョも彼女 ヒロユキ 8～11 巻 ¥300 恋は世界征服のあとで 若松卓宏 4/15に5巻 1～5 巻セット ¥1,600

我間乱-修羅- 中丸洋介 5/9に20巻 1～20 巻セット ¥2,000 恋は世界征服のあとで 若松卓宏 2～5 巻 ¥300

神さまの言うとおり弐 藤村緋二 完結 全21 巻セット ¥2,100 コウノドリ 鈴ノ木ユウ 完結 全32 巻セット ¥3,500

神の雫 オキモト・シュウ 完結 全44 巻セット ¥7,000 五等分の花嫁 春場ねぎ 全14 巻セット ¥3,500

神の雫 オキモト・シュウ 2～5・7・9～12・ 巻 ¥100 五等分の花嫁 春場ねぎ 1～14 巻 ¥250

神の雫 オキモト・シュウ 17～25・28～32 巻 ¥100 五等分の花嫁　フルカラー 春場ねぎ 完結 全14 巻セット ¥5,000

神の雫 オキモト・シュウ 33～35 巻 ¥200 五等分の花嫁　フルカラー 春場ねぎ 5～10 巻 ¥300

神の雫 オキモト・シュウ 36～38 巻 ¥250 五等分の花嫁　フルカラー 春場ねぎ 11～14 巻 ¥400

神の雫 オキモト・シュウ 39～44 巻 ¥300 金色のガッシュ　※文庫版 雷句誠 完結 全16 巻セット ¥3,000

カメレオン 加瀬あつし 完結 全47 巻セット ¥5,000 ザ・ファブル　★ 南勝久 完結 全22 巻セット ¥8,000

カメレオン 加瀬あつし 17・20・30・33～35・37・39 巻 ¥150 ザ・ファブル 南勝久 1～13 巻 ¥350

カメレオン 加瀬あつし 43～47 巻 ¥350 ザ・ファブル (The second contactも含む) 南勝久 上記以外の巻数 ¥200

可愛いだけじゃない式守さん　★ 真木蛍五 5/9に13巻 1～13 巻セット ¥2,300 ザ・ファブル The second contact 南勝久 5/6に3巻 3 巻 ¥300

可愛いだけじゃない式守さん 真木蛍五 6～9 巻 ¥250 サタノファニ 山田恵庸 5/6に21巻 1～21 巻セット ¥4,500

可愛いだけじゃない式守さん 真木蛍五 10～13 巻 ¥300 さよなら私のクラマー 新川直司 完結 全14 巻セット ¥1,200

寄宿学校のジュリエット 金田陽介 完結 全16 巻セット ¥1,000 さよなら私のクラマー 新川直司 5～8 巻 ¥100

寄宿学校のジュリエット 金田陽介 12～16 巻 ¥100 さよなら私のクラマー 新川直司 10･11･13･14 巻 ¥150

寄生獣　※新装版 岩明均 完結 全10 巻セット ¥700 ジゴロ次五郎 加瀬あつし 完結 全22 巻セット ¥1,500

きのう何食べた？ よしながふみ 1～19 巻 ¥3,100 シドニアの騎士 弐瓶勉 完結 全15 巻セット ¥1,100

きのう何食べた？ よしながふみ 8・10～12 巻 ¥200 シドニアの騎士　※新装版 弐瓶勉 完結 全7 巻セット ¥6,000

きのう何食べた？ よしながふみ 13～19 巻 ¥300 ジパング かわぐちかいじ 完結 全42 巻セット ¥2,500

君のいる町 瀬尾公治 完結 全27 巻セット ¥800 ジパング　※文庫版 かわぐちかいじ 完結 全22 巻セット ¥4,000

君のいる町 瀬尾公治 25・26 巻 ¥100 ジパング 深蒼海流 かわぐちかいじ 完結 全23 巻セット ¥3,000

ギャングキング　※全巻講談社のセット 柳内大樹 完結 全37 巻セット ¥1,700 島耕作　会長 弘兼憲史 完結 全13 巻セット ¥3,000

ギャングキング　※講談社 柳内大樹 1～27 巻 ¥50 島耕作　係長 弘兼憲史 完結 全4 巻セット ¥600

ギャングキング　※講談社 柳内大樹 37 巻 ¥200 島耕作　学生 弘兼憲史 完結 全6 巻セット ¥1,000

虚構推理 片瀬茶柴 5/17に17巻 1～17 巻セット ¥2,200 島耕作　学生　就活編　 弘兼憲史 完結 全3 巻セット ¥500

虚構推理 片瀬茶柴 7～9 巻 ¥150 島耕作　課長 弘兼憲史 完結 全17 巻セット ¥800

虚構推理 片瀬茶柴 10 巻 ¥200 島耕作　課長　※新装版 弘兼憲史 完結 全17 巻セット ¥1,500

虚構推理 片瀬茶柴 15～17 巻 ¥300 島耕作　社長 弘兼憲史 完結 全16 巻セット ¥1,600

虚構推理 片瀬茶柴 上記以外の巻数 ¥50 島耕作　常務 弘兼憲史 完結 全6 巻セット ¥300

ギルティサークル 山本やみー 6/9に4巻 1～4 巻 ¥200 島耕作　専務 弘兼憲史 完結 全5 巻セット ¥300

金田一少年の事件簿 さとうふみや 完結 全27 巻セット ¥700 島耕作　相談役 弘兼憲史 5/23に6巻 2～6 巻 ¥300

金田一少年の事件簿R さとうふみや 完結 全14 巻セット ¥900 島耕作　取締役 弘兼憲史 完結 全8 巻セット ¥300

空挺ドラゴンズ 桑原太矩 7/7に13巻 1～12 巻セット ¥1,500 島耕作　部長 弘兼憲史 完結 全13 巻セット ¥500

グラゼニ 足立金太郎 完結 全17 巻セット ¥500 島耕作　ヤング 弘兼憲史 完結 全4 巻セット ¥300

グラゼニ　東京ドーム編 足立金太郎 完結 全15 巻セット ¥1,000 島耕作　ヤング（主任編） 弘兼憲史 完結 全4 巻セット ¥300
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シャングリラ・フロンティア　～クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす～ 硬梨菜 4/15に8巻 1～8 巻セット ¥1,800 それでも歩は寄せてくる 山本崇一朗 6～11 巻 ¥300

シャングリラ・フロンティア　～クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす～ 硬梨菜 2～8 巻 ¥250 それでも歩は寄せてくる 山本崇一朗 上記以外の巻数 ¥50

十字架のろくにん 中武士竜 6/9に7巻 1～7 巻セット ¥1,700 ダーウィン事変 うめざわしゅん 4/21に4巻 1～4 巻 ¥250

十字架のろくにん 中武士竜 2～7 巻 ¥250 ダイヤのＡ 寺嶋裕二 完結 全47 巻セット ¥1,900

シュート！ 大島司 完結 全33 巻セット ¥2,000 ダイヤのＡ 寺嶋裕二 29～36・38・41・42・45～47 巻 ¥100

シュート！　熱き挑戦 大島司 完結 全12 巻セット ¥300 ダイヤのＡ act2 寺嶋裕二 6/17に31巻 1～31 巻セット ¥2,500

シュート！　新たなる伝説 大島司 完結 全16 巻セット ¥500 ダイヤのＡ act2 寺嶋裕二 3～7・9～11・14・16・17 巻 ¥100

柔道部物語 小林まこと 完結 全11 巻セット ¥2,000 ダイヤのＡ act2 寺嶋裕二 24・25 巻 ¥200

柔道部物語　※新装版 小林まこと 全8 巻セット ¥5,000 ダイヤのＡ act2 寺嶋裕二 29～31 巻 ¥250

十角館の殺人 清原紘 5/23に5巻 全5 巻セット ¥400 ダメスキル【自動機能】が覚醒しました～あれ、ギルドのスカウトの皆さん、俺を「いらない」って言ってませんでした？～中島零 6/9に3巻 1～3 巻 ¥150

首都高SPL 楠みちはる 6/20に8巻 1～8 巻セット ¥1,500 男子高校生を養いたいお姉さんの話 英貴 5/17に13巻完結 全13 巻セット ¥1,400

首都高SPL 楠みちはる 3・6 巻 ¥200 ちいかわ　なんか小さくてかわいいやつ　 ナガノ 7/22に4巻 1 巻 ¥300

首都高SPL 楠みちはる 4・5・7・8 巻 ¥250 ちいかわ　なんか小さくてかわいいやつ　 ナガノ 2・3 巻 ¥500

修羅の刻 川原正敏 1～19 巻セット ¥1,500 沈黙の艦隊 かわぐちかいじ 完結 全32 巻セット ¥2,500

修羅の門 川原正敏 完結 全31 巻セット ¥800 沈黙の艦隊　※文庫版 かわぐちかいじ 完結 全16 巻セット ¥1,500

修羅の門　第弐門 川原正敏 完結 全18 巻セット ¥1,600 沈黙の艦隊　※新装版 かわぐちかいじ 完結 全16 巻セット ¥2,000

修羅の門　第弐門　 川原正敏 1～7・9 巻 ¥50 釣りキチ三平 平成版 矢口高雄 完結 全12 巻セット ¥5,000

修羅の門　第弐門　 川原正敏 10～15 巻 ¥100 デスティニーラバーズ 智弘カイ 6/6に9巻 1～9 巻セット ¥1,800

修羅の門　第弐門　 川原正敏 16～18 巻 ¥150 テスラノート 三宮宏太 6/17に7巻 4～7 巻 ¥150

湘南純愛組！ 藤沢とおる 完結 全31 巻セット ¥1,700 デスラバ 智弘カイ 完結 全8 巻セット ¥600

湘南純愛組！ 藤沢とおる 2・15・17・18・20・ 巻 ¥100 哲也～雀聖と呼ばれた男～ 星野泰視 完結 全41 巻セット ¥1,500

湘南純愛組！ 藤沢とおる 21・23～31 巻 ¥100 哲也～雀聖と呼ばれた男～　※文庫版 星野泰視 完結 全22 巻セット ¥2,200

湘南純愛組！　※KCSP版 藤沢とおる 完結 全15 巻セット ¥1,500 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる～弱小領地を受け継いだので、優秀な人材を増やしていたら、最強領地になってた～井上菜摘 5/9に7巻 1～7 巻 ¥200

湘南純愛組！　※文庫版 藤沢とおる 完結 全15 巻セット ¥1,400 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 石沢庸介 5/9に7巻 1～7 巻セット ¥1,600

食糧人類 イナベカズ 完結 1･2･6 巻 ¥100 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 石沢庸介 3～7 巻 ¥300

食糧人類Re: イナベカズ 4/13に3巻 1～3 巻 ¥200 転生したらスライムだった件　★ 川上泰樹 7/7に21巻 1～20 巻セット ¥5,000

新・信長公記　～ノブナガくんと私～ 甲斐谷忍 1～8 巻セット ¥2,500 転生したらスライムだった件 川上泰樹 3～15 巻 ¥350

新・信長公記　～ノブナガくんと私～ 甲斐谷忍 2～8 巻 ¥300 天地創造デザイン部 たら子 7/22に8巻 1～7 巻セット ¥1,000

進撃の巨人 諫山創 完結 全34 巻セット ¥2,000 東京ネオンスキャンダル がしたに 6/9に3巻 1～3 巻 ¥150

進撃の巨人 諫山創 26・28～30 巻 ¥150 東京卍リベンジャーズ　★ 和久井健 6/17に28巻 1～28 巻セット ¥5,300

進撃の巨人 諫山創 31～34 巻 ¥200 東京卍リベンジャーズ 和久井健 3～5・7・9・11・13・14・ 巻 ¥250

信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！大前貴史 5/9に4巻 1～4 巻 ¥200 東京卍リベンジャーズ 和久井健 17・18・20・23 巻 ¥250

新宿スワン 諫山創 完結 全38 巻セット ¥2,000 東京卍リベンジャーズ 和久井健 26～28 巻 ¥300

新宿スワン 和久井健 4～6・16～31 巻 ¥50 東京卍リベンジャーズ 和久井健 上記以外の巻数 巻 ¥100

新宿スワン 和久井健 32～38 巻 ¥100 賭博黙示録カイジ 福本伸行 完結 全13 巻セット ¥500

スキップとローファー　※6/21まで1～6巻セット(同額) 高松美咲 6/22に7巻 1～7 巻セット ¥2,100 賭博破戒録カイジ 福本伸行 完結 全13 巻セット ¥900

スキップとローファー 高松美咲 1～7 巻 ¥300 賭博堕天録カイジ 福本伸行 完結 全13 巻セット ¥700

刷ったもんだ 染谷みのる 3/23に6巻 1～6 巻セット ¥900 賭博堕天録カイジ　和也編 福本伸行 完結 全10 巻セット ¥300

税金で買った本 系山冏 6/6に3巻 1～3 巻 ¥300 賭博堕天録カイジ　ワン・ポーカー編 福本伸行 完結 全16 巻セット ¥1,800

聖者無双 秋風緋色 2/9に9巻 1～9 巻セット ¥1,500 賭博堕天録カイジ　24億脱出編 福本伸行 5/6に17巻 1～17 巻セット ¥3,500

センゴク 宮下英樹 完結 全15 巻セット ¥900 賭博堕天録カイジ　24億脱出編 福本伸行 7～17 巻 ¥300

センゴク天正記 宮下英樹 完結 全15 巻セット ¥900 賭博覇王伝　零 福本伸行 完結 全8 巻セット ¥200

センゴク一統記 宮下英樹 完結 全15 巻セット ¥1,500 賭博覇王伝　零　ギャン鬼編 福本伸行 完結 全10 巻セット ¥300

センゴク権兵衛 宮下英樹 5/6に27巻完結？ 全27 巻セット ¥5,000 ドメスティックな彼女 流石景 完結 全28 巻セット ¥2,500

センゴク権兵衛 宮下英樹 8～10 巻 ¥150 ドメスティックな彼女 流石景 18～20・23・24 巻 ¥100

センゴク権兵衛 宮下英樹 13・15～17・21・22・ 巻 ¥250 ドメスティックな彼女 流石景 25～27 巻 ¥200

センゴク権兵衛 宮下英樹 24・25・27 巻 ¥250 トモダチゲーム 佐藤友生 4/8に20巻 1～20 巻セット ¥4,000

ソウナンですか？ さがら梨々 4/6に10巻完結 全10 巻セット ¥1,000 トモダチゲーム 佐藤友生 9～13 巻 ¥150

それでも歩は寄せてくる 山本崇一朗 4/15に11巻 1～11 巻セット ¥3,000 トモダチゲーム 佐藤友生 14～17 巻 ¥250

それでも歩は寄せてくる 山本崇一朗 1・5 巻 ¥100 トモダチゲーム 佐藤友生 18～20 巻 ¥300
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ドラゴン桜 三田紀房 完結 全21 巻セット ¥2,200 パラレルパラダイス 岡本倫 3/4に17巻 1～17 巻セット ¥2,000

ドラゴン桜2 三田紀房 完結 全17 巻セット ¥3,000 パラレルパラダイス 岡本倫 9～17 巻 ¥200

虎鶫 とらつぐみ -TSUGUMI PROJECT- ippatu 6/6に5巻 1～5 巻 ¥200 パリピ孔明　★ 小川亮 4/6に9巻 1～9 巻セット ¥3,000

とんがり帽子のアトリエ 白浜鴎 4/21に10巻 1～10 巻セット ¥1,300 パリピ孔明 小川亮 3～5 巻 ¥300

とんがり帽子のアトリエ 白浜鴎 5・6 巻 ¥100 パリピ孔明 小川亮 6～9 巻 ¥400

とんがり帽子のアトリエ 白浜鴎 7～10 巻 ¥250 ハレ婚。 NON 完結/5/6に20巻 全20 巻セット ¥1,800

七つの大罪 鈴木央 完結 全41 巻セット ¥1,000 ピーチボーイリバーサイド クール教信者 2/17に11巻 1～11 巻セット ¥1,500

七つの大罪 鈴木央 28・30・32・33 巻 ¥50 ピーチボーイリバーサイド クール教信者 6・7 巻 ¥150

七つの大罪 鈴木央 40 巻 ¥100 ピーチボーイリバーサイド クール教信者 8～11 巻 ¥200

ナニワトモアレ 南勝久 完結 全28 巻セット ¥9,000 彼岸島 松本光司 完結 全33 巻セット ¥1,400

ナニワトモアレ 南勝久 1～24 巻 ¥200 彼岸島 松本光司 17～21・25・28・30・31 巻 ¥100

ナニワトモアレ 南勝久 25～28 巻 ¥300 彼岸島 松本光司 33 巻 ¥150

なにわ友あれ 南勝久 完結 全31 巻セット ¥10,000 彼岸島　最後の47日間 松本光司 完結 全16 巻セット ¥1,900

なにわ友あれ 南勝久 1～24 巻 ¥200 彼岸島　最後の47日間 松本光司 1～12 巻 ¥100

なにわ友あれ 南勝久 25～27 巻 ¥300 彼岸島　最後の47日間 松本光司 13～16 巻 ¥150

なにわ友あれ 南勝久 28～31 巻 ¥400 彼岸島　48日後… 松本光司 6/6に34巻 1～34 巻セット ¥5,000

なんと孫六 さだやす圭 完結 全81 巻セット ¥18,000 彼岸島　48日後… 松本光司 1～13 巻 ¥100

なんと孫六　※デラックス版 さだやす圭 完結 全28 巻セット ¥4,000 彼岸島　48日後… 松本光司 14・15・17～20 巻 ¥200

忍者と極道 近藤信輔 4/13に9巻 1～9 巻セット ¥1,700 彼岸島　48日後… 松本光司 23・24・28・30～34 巻 ¥300

ノラガミ あだちとか 6/16に25巻 1～25 巻セット ¥1,500 引きこもり箱入令嬢の結婚 原口真成 6/30に2巻 1・2 巻 ¥150

ノラガミ あだちとか 22～25 巻 ¥300 左手のための二重奏 松岡健太 6/16に6巻 1～6 巻 ¥100

バガボンド 井上雄彦 1～37 巻セット ¥1,000 ヒットマン 瀬尾公治 完結 全13 巻セット ¥600

バガボンド 井上雄彦 28～30 巻 ¥50 ひとりでしにたい カレー沢薫 2/22に4巻 1～4 巻 ¥300

バガボンド 井上雄彦 31・32・34・37 巻 ¥100 100万の命の上に俺は立っている 奈央晃徳 5/9に14巻 1～14 巻セット ¥900

爆音伝説カブラギ 東直輝 1～19 巻セット ¥900 特攻の拓（大判・新装版） 所十三 完結 全27 巻セット ¥10,000

化物語 大暮維人 5/17に17巻 1～17 巻セット ¥2,700 特攻の拓（大判・新装版） 所十三 1・5・8・9・13・14 巻 ¥300

化物語　 大暮維人 9～11 巻 ¥250 特攻の拓（大判・新装版） 所十三 15～24 巻 ¥400

化物語　 大暮維人 12～17 巻 ¥300 特攻の拓（大判・新装版） 所十三 25～27 巻 ¥450

ハコヅメ～交番女子の逆襲～　★　※6/21まで1～20巻セット(同額) 泰三子 6/22に21巻 1～21 巻セット ¥6,000 特攻の拓（大判・新装版） 所十三 上記以外の巻数 ¥100

ハコヅメ～交番女子の逆襲～ 泰三子 2～21 巻 ¥250 特攻の拓（小判・青） 所十三 完結 全27 巻セット ¥9,000

はじめアルゴリズム 三原和人 完結 全10 巻セット ¥3,000 特攻の拓（小判・青） 所十三 1～27 巻 ¥300

はじめアルゴリズム 三原和人 完結 3～10 巻 ¥200 特攻の拓（小判・白） 所十三 完結 全27 巻セット ¥9,000

はじめの一歩 森川ジョージ 3/17に134巻 1～134 巻セット ¥5,000 特攻の拓（小判・白） 所十三 1～27 巻 ¥250

はじめの一歩 森川ジョージ 92・96・98・100・ 巻 ¥50 特攻の拓（KCSP版/スペシャル版） 所十三 完結 全14 巻セット ¥7,000

はじめの一歩 森川ジョージ 103・104・106 巻 ¥50 不滅のあなたへ　 大今良時 2/17に17巻 1～17 巻セット ¥2,500

はじめの一歩 森川ジョージ 107・109・111・113～120 巻 ¥100 不滅のあなたへ　 大今良時 2 巻 ¥100

はじめの一歩 森川ジョージ 121～124・129・132～134 巻 ¥200 不滅のあなたへ　 大今良時 4・6～9 巻 ¥150

恥じらう君が見たいんだ 甜米らくれ 2/18に3巻 1～3 巻 ¥200 不滅のあなたへ　 大今良時 10～17 巻 ¥200

バジリスク 甲賀忍法帖 せがわまさき 完結 全5 巻セット ¥100 フラジャイル　病理医岸京一郎の所見 恵三朗 4/21に22巻 1～22 巻セット ¥4,000

バジリスク 桜花忍法帖 シヒラ竜也 完結 全7 巻セット ¥300 プラモ狂四郎 やまと虹一 完結 全15 巻セット ¥4,000

はたらく細胞 清水茜 完結 全6 巻セット ¥1,500 プラモ狂四郎　※KCDX版 やまと虹一 完結 全11 巻セット ¥4,500

はたらく細胞 清水茜 6 巻 ¥400 監獄学園 平本アキラ 完結 全28 巻セット ¥800

はたらく細胞　BLACK 初嘉屋一生 完結 全8 巻セット ¥1,800 監獄学園 平本アキラ 26～28 巻 ¥100

はたらく細胞　BLACK 初嘉屋一生 完結 3～8 巻 ¥200 ブルーピリオド 山口つばさ 5/23に12巻 1～12 巻セット ¥3,000

はたらく細胞　WHITE 蟹江鉄史 3/9に3巻 1～3 巻 ¥200 ブルーピリオド 山口つばさ 5～12 巻 ¥300

バトルスタディーズ なきぼくろ 7/22に32巻 1～31 巻セット ¥5,000 ブルーロック　★ ノ村優介 5/17に19巻 1～19 巻セット ¥5,000

バトルスタディーズ なきぼくろ 1～5 巻 ¥100 ブルーロック ノ村優介 4～6・9～16 巻 ¥300

バトルスタディーズ なきぼくろ 18～20 巻 ¥150 ブルーロック ノ村優介 上記以外の巻数 ¥150

バトルスタディーズ なきぼくろ 21～31 巻 ¥250 紛争でしたら八田まで 田素弘 4/21に9巻 1～9 巻セット ¥2,500

はねバド 濱田浩輔 完結 全16 巻セット ¥900 ベイビーステップ 勝木光 完結 全47 巻セット ¥2,500
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へうげもの 山田芳裕 完結 全25 巻セット ¥4,000

ヘルプマン くさか里樹 完結 全27 巻セット ¥3,000

望郷太郎 山田芳裕 7/22に7巻 1～6 巻セット ¥1,600

宝石の国 市川春子 1～11 巻セット ¥1,400

鬼灯の冷徹　 江口夏実 完結 全31 巻セット ¥1,400

鬼灯の冷徹　 江口夏実 24～28 巻 ¥100

鬼灯の冷徹　 江口夏実 29～31 巻 ¥200

xxxHOLiC CLAMP 完結 全19 巻セット ¥1,500

xxxHOLiC CLAMP PREMIUM COLLECTION　※新装版 CLAMP 5/6に19巻 1～19 巻 ¥300

マイホームヒーロー 朝基まさし 2/4に17巻 1～17 巻セット ¥3,500

マイホームヒーロー 朝基まさし 1～17 巻 ¥200

ましろのおと 羅川真里茂 7/14に30巻 1～29 巻セット ¥1,800

ましろのおと 羅川真里茂 11・12・16・17・19 巻 ¥50

ましろのおと 羅川真里茂 22～29 巻 ¥150

魔法使い黎明期 タツヲ 4/7に5巻 1～5 巻セット ¥1,500

魔法使い黎明期 タツヲ 1・2 巻 ¥200

魔法使い黎明期 タツヲ 3～5 巻 ¥300

マリアージュ 神の雫 最終章 オキモト・シュウ 完結 全26 巻セット ¥8,000

マリアージュ 神の雫 最終章 オキモト・シュウ 3・4・6・8～15 巻 ¥300

マリアージュ 神の雫 最終章　 オキモト・シュウ 16・19～26 巻 ¥400

満州アヘンスクワッド 鹿子 6/6に9巻 1～9 巻セット ¥2,500

女神の鬼 田中宏 完結 全29 巻セット ¥2,000

め組の大吾 救国のオレンジ 曽田正人 8/17に5巻 1～4 巻 ¥150

メダリスト 鶴舞田 3/23に5巻 2～5 巻 ¥200

黙示録の四騎士 鈴木央 5/17に7巻 1～7 巻セット ¥1,100

黙示録の四騎士 鈴木央 2・3 巻 ¥100

黙示録の四騎士 鈴木央 4～7 巻 ¥200

山田くんと7人の魔女 吉河美希 完結 全28 巻セット ¥3,000

山田くんと7人の魔女 吉河美希 21・24 巻 ¥200

山田くんと7人の魔女 吉河美希 26・27 巻 ¥400

ヤンキー君とメガネちゃん 吉河美希 完結 全23 巻セット ¥500

雪女と蟹を食う Ｇｉｎｏ０８０８ 完結 全8 巻セット ¥1,800

雪女と蟹を食う Ｇｉｎｏ０８０８ 1・2 巻 ¥100

雪女と蟹を食う Ｇｉｎｏ０８０８ 3～5 巻 ¥200

雪女と蟹を食う Ｇｉｎｏ０８０８ 6～8 巻 ¥300

よくわからないけれど異世界に転生していたようです 内々けやき 7/7に12巻 1～11 巻セット ¥2,500

4人はそれぞれウソをつく 橿原まどか 4/7に2巻 1・2 巻 ¥200

ランウェイで笑って 猪ノ谷言葉 完結 全22 巻セット ¥2,400

リアルアカウント 渡辺静 完結 全24 巻セット ¥1,500

リエゾン ーこどものこころ診療所ー　※6/21まで1～8巻セット(同額) ヨンチャン 6/22に9巻 1～9 巻セット ¥1,800

老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます モトエ恵介 12/9に9巻 1～9 巻セット ¥1,500

湾岸ミッドナイト 楠みちはる 完結 全42 巻セット ¥6,000

湾岸ミッドナイト 楠みちはる 18～42 巻 ¥100

湾岸MIDNIGHT　C1ランナー 楠みちはる 完結 全12 巻セット ¥2,000

湾岸MIDNIGHT　C1ランナー 楠みちはる 2～12 巻 ¥150

ワンダンス　※6/21まで1～7巻セット(同額) 珈琲 6/22に8巻 1～8 巻セット ¥1,300

買　取　巻　数 買　取　巻　数

2022/06/24更新
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小学館2

タ　イ　ト　ル 作者 現在巻数 買取値段 タ　イ　ト　ル 作者 現在巻数 買取値段

アオアシ　★ 小林有吾 1～28 巻セット ¥9,000 機動戦士ガンダム サンダーボルト 太田垣康男 7・9 巻 ¥100

アオアシ　 小林有吾 6~9 巻 ¥350 機動戦士ガンダム サンダーボルト 太田垣康男 13～15・17 巻 ¥200

アオアシ　 小林有吾 16・19～21 巻 ¥400 機動戦士ガンダム サンダーボルト 太田垣康男 18・19 巻 ¥400

青のオーケストラ 阿久井真 1～10 巻セット ¥2,000 君は放課後インソムニア  浅野いにお 1～9 巻セット ¥2,000

青のオーケストラ 阿久井真 3～9 巻 ¥200 君は放課後インソムニア  浅野いにお 1～8 巻 ¥200

青のオーケストラ 阿久井真 10 巻 ¥400 君は放課後インソムニア  浅野いにお 9 巻 ¥300

あさひなぐ　 こざき亜衣 完結 全34 巻セット ¥1,500 今日から俺は！！ 西森博之 完結 全38 巻セット ¥3,000

明日、私は誰かのカノジョ をのひなお 1～10 巻セット ¥3,000 今日から俺は！！（文庫版） 西森博之 完結 全18 巻セット ¥2,500

AZUMI-あずみ- 小山ゆう 完結 全18 巻セット ¥2,500 今日から俺は！！（ワイド版） 西森博之 完結 全19 巻セット ¥4,000

あずみ 小山ゆう 完結 全48 巻セット ¥3,000 今日から俺は！！（ワイド版） 西森博之 1・3・9～14・16～19 巻 ¥200

アフロ田中　結婚　 のりつけ雅春 完結 全10 巻セット ¥1,200 KING GOLF 佐々木健 1～38 巻セット ¥4,200

アフロ田中　高校 のりつけ雅春 完結 全10 巻セット ¥400 KING GOLF 佐々木健 9 巻 ¥50

アフロ田中　さすらい のりつけ雅春 完結 全10 巻セット ¥400 KING GOLF 佐々木健 29～36 巻 ¥200

アフロ田中　しあわせ のりつけ雅春 完結 全10 巻セット ¥1,200 KING GOLF 佐々木健 38 巻 ¥300

アフロ田中　上京 のりつけ雅春 完結 全10 巻セット ¥400 銀の匙 荒川弘 完結 全15 巻セット ¥600

アフロ田中　中退 のりつけ雅春 完結 全10 巻セット ¥400 空母いぶき かわぐちかいじ 完結 全13 巻セット ¥1,000

ARMS 皆川亮二 完結 全22 巻セット ¥2,200 薬屋のひとりごと　猫猫の後宮謎解き手帳 日向夏 1～14 巻セット ¥3,000

ARMS(ワイド版) 皆川亮二 完結 全12 巻セット ¥1,000 薬屋のひとりごと　猫猫の後宮謎解き手帳 日向夏 9～13 巻 ¥300

犬夜叉 高橋留美子 完結 全56 巻セット ¥5,000 薬屋のひとりごと　猫猫の後宮謎解き手帳 日向夏 14 巻 ¥400

犬夜叉 高橋留美子 53・55 巻 ¥300 結界師 田辺イエロウ 完結 全35 巻セット ¥1,500

犬夜叉（少年サンデーコミックススペシャル） 高橋留美子 完結 全30 巻セット ¥9,000 ケンガンアシュラ だろめおん 完結 全27 巻セット ¥3,000

今際の国のアリス 麻生羽呂 完結 全18 巻セット ¥2,500 ケンガンアシュラ だろめおん 19・21・23・24・27 巻 ¥300

今際の国のアリス 麻生羽呂 16～18 巻 ¥300 古見さんは、コミュ症です。　★ オダトモヒト 1～25 巻セット ¥6,000

医龍 永井明 完結 全25 巻セット ¥1,000 古見さんは、コミュ症です。 オダトモヒト 5・13・16・18 巻 ¥200

医龍（文庫版） 永井明 完結 全16 巻セット ¥1,000 殺し屋１ 山本英夫 完結 全10 巻セット ¥600

うえきの法則 福地翼 完結 全16 巻セット ¥400 金色のガッシュ 雷句誠 完結 全33 巻セット ¥3,000

うしおととら 福地翼 完結 全33 巻セット ¥1,800 最上の命医 入江謙三 完結 全11 巻セット ¥300

うしおととら（完全版） 福地翼 完結 全20 巻セット ¥3,000 最上の明医～ザ・キング・オブ・ニート～ 入江謙三 完結 全19 巻セット ¥800

うしおととら（完全版） 福地翼 12・14・16～20 巻 ¥200 史上最強の弟子ケンイチ 松江名俊 完結 全61 巻セット ¥2,000

うしおととら（文庫版） 福地翼 完結 全19 巻セット ¥1,200 史上最強の弟子ケンイチ 松江名俊 30・40・42・43・51～54・ 巻 ¥50

うしおととら（ワイド版） 福地翼 完結 全18 巻セット ¥1,500 史上最強の弟子ケンイチ 松江名俊 56・58・59・61 巻 ¥50

うしろの正面カムイさん えろき 3～4 巻 ¥300 死神坊っちゃんと黒メイド イノウエ 1～15 巻セット ¥2,500

裏バイト:逃亡禁止 田口翔太郎 1～4・6・7 巻 ¥300 死神坊っちゃんと黒メイド イノウエ 9～13 巻 ¥350

うる星やつら（新装版） 高橋留美子 完結 全34 巻セット ¥3,000 死神坊っちゃんと黒メイド イノウエ 15 巻 ¥400

うる星やつら 高橋留美子 完結 全34 巻セット ¥2,500 ジャガーン 金城宗幸 完結 全14 巻セット ¥1,500

岳 石塚真一 完結 全18 巻セット ¥2,000 灼熱カバディ 武蔵野創 1～21 巻セット ¥5,000

ODDTAXI オッドタクシー P.I.C.S. Co., Ltd. 1～4 巻セット ¥1,500 灼熱カバディ 武蔵野創 6～17 巻 ¥350

ODDTAXI オッドタクシー P.I.C.S. Co., Ltd. 1～3 巻 ¥300 深夜食堂 安倍 夜郎 1～24 巻セット ¥4,000

ODDTAXI オッドタクシー P.I.C.S. Co., Ltd. 4 巻 ¥400 深夜食堂 安倍 夜郎 3・6・7・9・10 巻 ¥100

KATSU！ あだち充 完結 全16 巻セット ¥500 深夜食堂 安倍 夜郎 18・22・23 巻 ¥300

からかい上手の高木さん 山本崇一朗 1～18 巻セット ¥3,000 深夜食堂 安倍 夜郎 24 巻 ¥400

からかい上手の高木さん 山本崇一朗 13～16 巻 ¥300 スプリガン たかしげ宙 完結 全11 巻セット ¥1,300

からかい上手の高木さん 山本崇一朗 17・18 巻 ¥400 絶対可憐チルドレン 椎名高志 完結 全63 巻セット ¥2,000

からかい上手の（元）高木さん 山本崇一朗 1～16 巻セット ¥3,000 絶対可憐チルドレン　 椎名高志 52～55・57～59・62 巻 ¥200

からかい上手の（元）高木さん 山本崇一朗 11～14 巻 ¥300 絶対可憐チルドレン　 椎名高志 63 巻 ¥300

からかい上手の（元）高木さん 山本崇一朗 15・16 巻 ¥400 葬送のフリーレン 山田鐘人 1～8 巻 ¥1,000

からくりサーカス 藤田和日郎 完結 全43 巻セット ¥3,000 葬送のフリーレン 山田鐘人 7・8 巻 ¥300

からくりサーカス 藤田和日郎 8～11・13・15 巻 ¥50 双亡亭壊すべし　 藤田和日郎 全25 巻セット ¥2,000

からくりサーカス 藤田和日郎 37～39 巻 ¥100 だがしかし コトヤマ 6～11 巻 ¥100

からくりサーカス（スペシャル版） 藤田和日郎 完結 全23 巻セット ¥4,500 黄昏流星群 弘兼憲史 1～66 巻セット ¥10,000

2022/06/21更新

買　取　巻　数 買　取　巻　数

※状態・在庫の状況により、買取価格は予告なく変動いたします。
※価格はカバー無し、ページ割れ、抜け、落書き有り、レンタル落ちは除きます。



小学館3

タ　イ　ト　ル 作者 現在巻数 買取値段 タ　イ　ト　ル 作者 現在巻数 買取値段

黄昏流星群 弘兼憲史 2・4～8・10・14・16～20・ 巻 ¥100 MIX 高橋留美子 18 巻 ¥300

黄昏流星群 弘兼憲史 22・23・25～27・29・30 巻 ¥100 みゆき 高橋留美子 完結 全12 巻セット ¥700

黄昏流星群 弘兼憲史 32～35・48・50・51 巻 ¥200 名探偵コナン 青山剛昌 1～101 巻セット ¥7,000

黄昏流星群 弘兼憲史 53・56・58・60 巻 ¥300 名探偵コナン 青山剛昌 58・59 巻 ¥100

黄昏流星群 弘兼憲史 63～66 巻 ¥400 名探偵コナン 青山剛昌 60～62・64・66・68・68・72 巻 ¥150

ダンベル何キロ持てる？ サンドロビッチ・ヤバ子 11 巻 ¥300 名探偵コナン 青山剛昌 82・87 巻 ¥200

ダンベル何キロ持てる？ サンドロビッチ・ヤバ子 15 巻 ¥400 め組の大吾 曽田正人 完結 全20 巻セット ¥1,100

チ。-地球の運動について- 魚豊 3～7 巻 ¥400 MAJOR 満田拓也 完結 全78 巻セット ¥1,500

出会って５秒でバトル みやこかしわ 17～19 巻 ¥300 MAJOR 満田拓也 74・75 巻 ¥50

デストロ246 みやこかしわ 全7 巻セット ¥300 MAJOR　2nd 満田拓也 1～24 巻セット ¥1,500

デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 浅野いにお 完結 全12 巻セット ¥2,000 MAJOR　2nd 満田拓也 14・18 巻 ¥50

天使な小生意気 西森博之 完結 全20 巻セット ¥500 MAR 安西信行 完結 全15 巻セット ¥200

天使な小生意気（ワイド版） 西森博之 完結 全10 巻セット ¥2,500 土竜の唄 高橋のぼる 1～76 巻セット ¥4,000

Dr.コトー診療所 山田貴敏 1～25 巻セット ¥1,500 土竜の唄 高橋のぼる 45・56・59 巻 ¥150

Dr.コトー診療所 山田貴敏 22～25 巻 ¥100 土竜の唄 高橋のぼる 62～66・68～72 巻 ¥250

トニカクカワイイ 畑健二郎 1～20 巻セット ¥3,000 土竜の唄 高橋のぼる 73・75・76 巻 ¥300

トニカクカワイイ 畑健二郎 13～18 巻 ¥250 モブサイコ１００ ONE 完結 全16 巻セット ¥2,500

トニカクカワイイ 畑健二郎 19・20 巻 ¥300 モブサイコ１００ ONE 8・9 巻 ¥50

ドラえもん 藤子・Ｆ・不二雄 完結 全45 巻セット ¥4,000 モブサイコ１００ ONE 13 巻 ¥150

ドラえもん 藤子・Ｆ・不二雄 1～45 巻 ¥100 モブサイコ１００ ONE 15・16 巻 ¥300

ドラベース 藤子・Ｆ・不二雄 完結 全23 巻セット ¥1,600 モンキーターン 河合克敏 完結 全30 巻セット ¥1,800

ドラベース 藤子・Ｆ・不二雄 17～23 巻 ¥100 モンキーターン（スペシャル版） 河合克敏 完結 全18 巻セット ¥2,000

ドロヘドロ 林田球 完結 全23 巻セット ¥8,000 モンキーターン（文庫版） 河合克敏 完結 全18 巻セット ¥3,000

ドロヘドロ 林田球 3・7～13 巻 ¥300 MONSTER 浦沢直樹 完結 全18 巻セット ¥800

ドロヘドロ 林田球 18・19 巻 ¥400 YAIBA 青山 剛昌 完結 全24 巻セット ¥500

ドロヘドロ 林田球 21～23 巻 ¥600 闇金ウシジマくん　★ 真鍋昌平 完結 全46 巻セット ¥3,500

二月の勝者 高瀬志帆 1～15 巻セット ¥4,000 闇金ウシジマくん 真鍋昌平 29 巻 ¥100

二月の勝者 高瀬志帆 3～12・14 巻 ¥300 闇金ウシジマくん 真鍋昌平 30～33・36・37・39 巻 ¥200

二月の勝者 高瀬志帆 15 巻 ¥400 よふかしのうた コトヤマ 1～11 巻セット ¥2,000

20世紀少年 浦沢直樹 完結 全24 巻セット ¥500 よふかしのうた コトヤマ 3～10 巻 ¥200

20世紀少年（完全版） 浦沢直樹 完結 全12 巻セット ¥4,000 よふかしのうた コトヤマ 11 巻 ¥300

ノ・ゾ・キ・ア・ナ フルカラー 本名ワコウ 全13 巻セット ¥2,500 ヨルムンガンド 高橋慶太郎 完結 全11 巻セット ¥500

BE　BLUES！～青になれ～ 田中ﾓﾄﾕｷ 1～47 巻セット ¥5,000 らんま1/2 高橋 留美子 完結 全38 巻セット ¥2,000

響 柳本光晴 完結 全13 巻セット ¥500 らんま1/2（新装版） 高橋 留美子 完結 全38 巻セット ¥2,500

風都探偵 佐藤まさき 6～10 巻 ¥200 らんま1/2（スペシャル版） 高橋 留美子 1～6 巻 ¥100

風都探偵 佐藤まさき 11・12 巻 ¥300 らんま1/2（スペシャル版） 高橋 留美子 7～10 巻 ¥200

BLACKLAGOON 広江礼威 12 巻 ¥200 らんま1/2（スペシャル版） 高橋 留美子 11～20 巻 ¥300

BLUE GIANT 石塚真一 全10 巻セット ¥1,500 烈火の炎 安西信行 完結 全33 巻セット ¥700

BLUE GIANT SUPREME 石塚真一 全11 巻セット ¥2,000 烈火の炎（文庫版） 安西信行 完結 全17 巻セット ¥1,200

PLUTO（豪華版）※全巻付録付き 浦沢直樹 完結 全8 巻セット ¥1,500 烈火の炎（ワイド版） 安西信行 完結 全17 巻セット ¥1,500

舞妓さんちのまかないさん 小山愛子 1～19 巻セット ¥5,000

舞妓さんちのまかないさん 小山愛子 2～9 巻 ¥200

舞妓さんちのまかないさん 小山愛子 10～17 巻 ¥300

舞妓さんちのまかないさん 小山愛子 19 巻 ¥400

魔王城でおやすみ 熊之股鍵次 1～22 巻セット ¥3,500

魔王城でおやすみ 熊之股鍵次 7～21 巻 ¥200

魔王城でおやすみ　 熊之股鍵次 22 巻 ¥300

マギ 大高忍 完結 全37 巻 ¥800

マギ　シンドバッドの冒険 大高忍 完結 全19 巻セット ¥800

マギ　シンドバッドの冒険 大高忍 18・19 巻 ¥200

2022/06/21更新
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タ　イ　ト　ル 作者 現在巻数 買取値段 タ　イ　ト　ル 作者 現在巻数 買取値段

750ライダー 石井いさみ 完結 全50 巻セット ¥15,000 セトウツミ 此元(このもと)和津也 完結 全8 巻セット ¥1,000

OUT 井口達也 1～22 巻セット ¥3,000 ダーウィンズゲーム FLIPFLOPs(ふりっぷふろっぷす) 1～26 巻セット ¥2,500

OUT 井口達也 9 巻 ¥100 ダーウィンズゲーム FLIPFLOPs(ふりっぷふろっぷす) 23～26 巻 ¥300

OUT 井口達也 22 巻 ¥300 チキン「ドロップ前夜の物語」 井口達也 1～35 巻セット ¥2,000

あつまれ!ふしぎ研究部　 安部(あんべ)真弘 1・7・9～12 巻 ¥100 デメキン 佐田正樹 1～30 巻セット ¥3,000

あつまれ!ふしぎ研究部　 安部(あんべ)真弘 13 巻 ¥300 デメキン 佐田正樹 13～29 巻 ¥100

荒くれKNIGHT 黒い残響 完結編 吉田聡 完結 全20 巻セット ¥3,100 デメキン 佐田正樹 30 巻 ¥200

元祖!浦安鉄筋家族 浜岡賢次 完結 全28 巻セット ¥1,500 桃源暗鬼 漆原侑来 1～9 巻セット ¥1,000

毎度！浦安鉄筋家族 浜岡賢次 完結 全24 巻セット ¥1,000 桃源暗鬼 漆原侑来 5～7 巻 ¥200

毎度！浦安鉄筋家族 浜岡賢次 18・23・24 巻 ¥100 桃源暗鬼 漆原侑来 9 巻 ¥300

浦安鉄筋家族 浜岡賢次 完結 全31 巻セット ¥1,500 凍牌 志名坂高次 完結 全12 巻セット ¥500

浦安鉄筋家族 浜岡賢次 15・21・23・26・27・30・31 巻 ¥100 凍牌～人柱篇～ 志名坂高次 完結 全16 巻セット ¥1,000

あっぱれ!浦安鉄筋家族 浜岡賢次 6～9 巻 ¥200 凍牌～ミナゴロシ篇～ 志名坂高次 完結 全10 巻セット ¥1,000

あっぱれ!浦安鉄筋家族　 浜岡賢次 10～12 巻 ¥300 ドカベン ドリームトーナメント編 水島新司 完結 全34 巻セット ¥5,000

ANGEL VOICE 古谷野孝雄 完結 全40 巻セット ¥4,000 ドカベン 水島新司 完結 全48 巻セット ¥5,000

ANGEL VOICE 古谷野孝雄 4・5・19～22・24～40 巻 ¥100 ドロップOG　 品川ヒロシ 完結 全26 巻セット ¥500

神アプリ 栗原正尚 完結 全27 巻セット ¥3,000 ドロップ 品川ヒロシ 完結 全14 巻セット ¥400

神アプリ 栗原正尚 5・7・10・13・23・26・27 巻 ¥100 信長を殺した男～本能寺の変 431年目の真実～ 藤堂裕 完結 全8 巻セット ¥500

吸血鬼すぐ死ぬ　 盆ノ木至 1～21 巻セット ¥6,000 バウンサー みずたまこと 1～12 巻セット ¥1,500

吸血鬼すぐ死ぬ 盆ノ木至 3・4・7～21 巻 ¥300 バウンサー みずたまこと 12 巻 ¥300

巨蟲列島 藤見泰高 全6 巻 ¥500 バキ 板垣恵介 完結 全31 巻セット ¥2,000

クローズ 髙橋ヒロシ 完結 全26 巻セット ¥1,200 バキ　完全版 板垣恵介 完結 全17 巻セット ¥3,000

クローバー 平川哲弘 完結 全43 巻セット ¥1,500 バキ 新装版 板垣恵介 完結 全18 巻セット ¥1,000

絢爛たるグランドセーヌ　 Cuvie(キュービー) 1～18 巻セット ¥4,000 グラップラー刃牙 板垣恵介 完結 全42 巻セット ¥4,000

絢爛たるグランドセーヌ　 Cuvie(キュービー) 17・18 巻 ¥300 バキ道 板垣恵介 12・13 巻 ¥300

サチのお寺ごはん かねもりあやみ 1～10 巻セット ¥1,500 刃牙道 板垣恵介 完結 全22 巻セット ¥2,000

サチのお寺ごはん かねもりあやみ 1～9 巻 ¥100 範馬刃牙 板垣恵介 完結 全37 巻セット ¥3,000

サチのお寺ごはん かねもりあやみ 10 巻 ¥300 ばくおん!! おりもとみまな 1～15 巻セット ¥1,000

鮫島、最後の十五日 佐藤タカヒロ 完結 全20 巻セット ¥3,000 ばくおん!! おりもとみまな 14・15 巻 ¥300

シグルイ 南條(なんじょう)範夫 完結 全15 巻セット ¥1,500 バチバチ 佐藤タカヒロ 完結 全16 巻セット ¥1,500

実は私は 増田英二 完結 全22 巻セット ¥1,000 バチバチBURST 佐藤タカヒロ 完結 全12 巻セット ¥1,200

実は私は 増田英二 17～22 巻 ¥100 バトル・ロワイアル 高見広春 完結 全15 巻セット ¥300

紫電改のマキ 野上武志 全15 巻セット ¥1,000 ハリガネサービス 荒達哉 完結 全24 巻セット ¥2,000

紫電改のマキ　 野上武志 15 巻 ¥200 ハリガネサービス 荒達哉 12～24 巻 ¥150

死人の声をきくがよい ひよどり祥子 完結 全12 巻 ¥1,000 ハリガネサービスACE 荒達哉 1～17 巻セット ¥2,500

SHY 実樹ぶきみ 1～14 巻 ¥2,000 ハリガネサービスACE 荒達哉 6～12・14～17 巻 ¥200

SHY 実樹ぶきみ 14 巻 ¥300 BEASTARS 板垣巴留 完結 全22 巻セット ¥4,000

囚人リク 瀬口忍 完結 全38 巻セット ¥3,000 BEASTARS 板垣巴留 9～14 巻 ¥200

シュガーレス 細川雅巳 完結 全18 巻セット ¥500 BEASTARS 板垣巴留 15～22 巻 ¥300

純愛ジャンキー 葉月京 完結 全15 巻セット ¥800 ブラック・ジャック 手塚治虫 完結 全25 巻セット ¥2,000

SHONANセブン 高橋伸輔 完結 全17 巻セット ¥700 ブラック・ジャック(文庫) 手塚治虫 完結 全17 巻セット ¥1,000

JINGI(仁義) 立原あゆみ 完結 全33 巻セット ¥1,000 ヤング ブラック・ジャック 手塚治虫 完結 全14 巻セット ¥1,000

仁義 零 立原あゆみ 完結 全14 巻セット ¥2,000 放課後ていぼう日誌 小坂泰之 1～9 巻セット ¥1,800

聖闘士星矢 セインティア翔 車田正美 完結 全16 巻セット ¥1,000 放課後ていぼう日誌 小坂泰之 2・4～8 巻 ¥200

聖闘士星矢EPISODE.G アサシン 車田正美 完結 全16 巻セット ¥1,000 放課後ていぼう日誌 小坂泰之 9 巻 ¥300

聖闘士星矢NEXT DIMENSION 冥王神話 車田正美 全13 巻セット ¥1,500 僕の心のヤバイやつ 桜井のりお 1～6 巻セット ¥1,000

聖闘士星矢THE LOST CANVAS 冥王神話 車田正美 完結 全25 巻セット ¥1,500 僕の心のヤバイやつ 桜井のりお 5・6 巻 ¥300

聖闘士星矢THE LOST CANVAS 冥王神話外伝 車田正美 完結 全16 巻セット ¥800 魔入りました!入間くん　★ 西修(にしおさむ) 1～27 巻セット ¥9,000

性食鬼 稲光(いなみつ)伸二 1～17 巻 ¥1,500 魔入りました!入間くん 西修(にしおさむ) 27 巻 ¥300

性食鬼 稲光(いなみつ)伸二 15～17 巻 ¥200 魔界の主役は我々だ! 西修(にしおさむ) 1～9 巻セット ¥2,000
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タ　イ　ト　ル 作者 現在巻数 買取値段 タ　イ　ト　ル 作者 現在巻数 買取値段

魔法少女・オブ・ジ・エンド 佐藤健太郎 完結 全16 巻セット ¥1,000

魔法少女サイト 佐藤健太郎 完結 全16 巻セット ¥1,000

もういっぽん! 村岡ユウ 1～18 巻セット ¥3,300

もういっぽん! 村岡ユウ 1～10 巻 ¥150

もういっぽん! 村岡ユウ 11～17 巻 ¥200

もういっぽん! 村岡ユウ 18 巻 ¥300

野球部に花束を クロマツテツロウ 完結 全9 巻セット ¥1,000

ヤンキーJKクズハナちゃん 宗我部としのり 1～11 巻セット ¥2,000

ヤンキーJKクズハナちゃん 宗我部としのり 1・2・6～10 巻 ¥200

ヤンキーJKクズハナちゃん 宗我部としのり 11 巻 ¥300

弱虫ペダル 渡辺航 1～78 巻 ¥6,000

弱虫ペダル 渡辺航 74～77 巻 ¥200

弱虫ペダル 渡辺航 78 巻 ¥300

レイリ 岩明均 完結 全6 巻セット ¥500

六道の悪女たち 中村勇志 完結 全26 巻セット ¥2,500

六道の悪女たち 中村勇志 4～7・10～15・20・21・24 巻 ¥100

六道の悪女たち 中村勇志 25・26 巻 ¥200

WORST 髙橋ヒロシ 完結 全33 巻セット ¥500
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タ　イ　ト　ル 作者 出版社 現在巻数 買取値段 タ　イ　ト　ル 作者 出版社 現在巻数 買取値段

異世界居酒屋「のぶ」 蝉川夏哉(せみかわなつや)角川書店 1～14 巻セット ¥2,300 世話やきキツネの仙狐さん　 リムコロ 角川書店 11 巻 ¥300

異世界居酒屋「のぶ」　 蝉川夏哉 角川書店 1～13 巻 ¥150 そらのおとしもの 水無月(みなづき)すう角川書店 完結 全20 巻セット ¥300

異世界居酒屋「のぶ」　 蝉川夏哉 角川書店 14 巻 ¥300 盾の勇者の成り上がり アネコユサギ MF 1～21 巻セット ¥3,000

異世界おじさん　 殆ど(ほとんど)死んでいるMF 1～7 巻 ¥1,500 盾の勇者の成り上がり アネコユサギ MF 17～20 巻 ¥300

異世界おじさん　 殆ど(ほとんど)死んでいるMF 7 巻 ¥400 盾の勇者の成り上がり アネコユサギ MF 21 巻 ¥400

異世界チート魔術師 内田健 角川書店 10・11 巻 ¥200 ダンジョン飯 九井諒子 エンターブレイン 1～11 巻セット ¥500

異世界チート魔術師 内田健 角川書店 12 巻 ¥300 ダンジョン飯 九井諒子 エンターブレイン 10 巻 ¥300

異世界のんびり農家 内藤(ないとう)騎之介富士見書房 5～6・9 巻 ¥300 ちおちゃんの通学路 川崎直孝 MF 完結 全9 巻セット ¥400

異世界はスマートフォンとともに そと 富士見書房 1～11 巻セット ¥2,000 デスマーチからはじまる異世界狂想曲 愛七ひろ 富士見書房 1～12 巻セット ¥1,500

異世界迷宮でハーレムを 蘇我捨恥 角川書店 1～8 巻セット ¥2,000 デスマーチからはじまる異世界狂想曲 愛七ひろ 富士見書房 7～11 巻 ¥100

異世界迷宮でハーレムを 蘇我捨恥 角川書店 7・8 巻 ¥350 デスマーチからはじまる異世界狂想曲 愛七ひろ 富士見書房 12 巻 ¥300

異世界薬局 高山理図 角川書店 1～8 巻セット ¥1,500 デッドマンワンダーランド 片岡人生 角川書店 完結 全13 巻セット ¥400

金色の文字使い -勇者四人に巻き込まれたユニークチート- 十本(ともと)スイ富士見書房 1～17 巻セット ¥1,000 デンキ街の本屋さん 水あさと MF 完結 全15 巻セット ¥800

宇崎ちゃんは遊びたい 丈(たけ) 角川書店 8 巻 ¥300 とある科学の超電磁砲 冬川基 角川書店 1～17 巻セット ¥1,500

衛宮さんちの今日のごはん TAa(たー) 角川書店 1～7 巻セット ¥500 とある科学の超電磁砲 冬川基 角川書店 17 巻 ¥200

エロマンガ先生 伏見つかさ 角川書店 1～12 巻セット ¥1,000 とある科学の一方通行 鎌池(かまち)和馬メディアワークス 完結 全12 巻セット ¥600

エロマンガ先生 伏見つかさ 角川書店 8～11 巻 ¥150 東京レイヴンズ あざの耕平 角川書店 完結 全15 巻セット ¥700

エロマンガ先生　 伏見つかさ 角川書店 12 巻 ¥300 トリニティセブン サイトウケンジ 富士見書房 1～27 巻セット ¥1,500

王様ランキング 十日草輔 エンターブレイン 1～13 巻セット ¥4,000 トリニティセブン サイトウケンジ 富士見書房 26・27 巻 ¥300

王様ランキング 十日草輔 エンターブレイン 11・13 巻 ¥400 ナナマルサンバツ 杉基イクラ 角川書店 完結 全20 巻セット ¥700

狼と香辛料 支倉凍砂 メディアワークス 完結 全16 巻セット ¥1,500 日常 あらゐけいいち角川書店 完結 全10 巻セット ¥500

オーバーロード 丸山くがね 角川書店 1～17 巻セット ¥2,500 二度目の人生を異世界で まいん MF 1・2・6～9 巻 ¥100

オーバーロード 丸山くがね 角川書店 13・15・16 巻 ¥300 二度目の人生を異世界で まいん MF 10 巻 ¥300

オーバーロード 丸山くがね 角川書店 17 巻 ¥400 ねじ巻き精霊戦記 天鏡のアルデラミン 宇野朴人 メディアワークス 完結 全7 巻セット ¥400

GUNSLINGER GIRL 相田裕 メディアワークス 完結 全15 巻セット ¥1,000 のんのんびより あっと MF 完結 全16 巻セット ¥700

機動戦士ガンダム 0083 REBELLION 夏元雅人 角川書店 1～17 巻セット ¥3,000 ハクメイとミコチ 樫木(かしき)祐人エンターブレイン 1～10 巻セット ¥1,000

機動戦士ガンダムMSV-Rジョニー・ライデンの帰還 ArkPerformance角川書店 1～23 巻セット ¥4,000 はじめてのギャル　 植野メグル 角川書店 10～13 巻 ¥100

機動戦士ガンダム THE ORIGIN MSD ククルス・ドアンの島 矢立肇,富野由悠季角川書店 完結 全5 巻セット ¥1,000 はじめてのギャル　 植野メグル 角川書店 14 巻 ¥300

機動戦士ガンダムUCバンデシネ 大森倖三 角川書店 完結 全17 巻セット ¥1,000 はたらく魔王さま！ 和ヶ原聡司 メディアワークス 1～19 巻セット ¥5,000

機動戦士ガンダム -THE ORIGIN- 安彦 良和 角川書店 完結 全24 巻セット ¥2,000 はたらく魔王さま！ 和ヶ原聡司 メディアワークス 10～15 巻 ¥200

機動戦士クロスボーン・ガンダム DUST 長谷川裕一 角川書店 完結 全13 巻セット ¥1,500 はたらく魔王さま！ 和ヶ原聡司 メディアワークス 16～19 巻 ¥300

機動戦士クロスボーン・ガンダム ゴースト 長谷川裕一 角川書店 完結 全12 巻セット ¥1,000 八男って、それはないでしょう! Y.A(わいえー) MF 1～10 巻セット ¥800

機動戦士Zガンダム Define 北爪宏幸 角川書店 1～18 巻セット ¥2,000 八男って、それはないでしょう! Y.A(わいえー) MF 8・9 巻 ¥100

蜘蛛ですが、なにか? 馬場翁 角川書店 1～11 巻セット ¥1,000 八男って、それはないでしょう! Y.A(わいえー) MF 10 巻 ¥300

蜘蛛ですが、なにか? 馬場翁 角川書店 8～11 巻 ¥200 緋弾のアリア 赤松中学 MF 完結 全16 巻セット ¥700

けものみち 暁なつめ 角川書店 10 巻 ¥300 ひとりぼっちの○○生活 カツヲ メディアワークス 全8 巻 ¥500

ケロロ軍曹 吉崎観音 角川書店 25～31 巻 ¥100 ヒナまつり 大武政夫 エンターブレイン 完結 全19 巻セット ¥1,500

ケロロ軍曹 吉崎観音 角川書店 32 巻 ¥200 ヒナまつり 大武政夫 エンターブレイン 15・16・18 巻 ¥200

賢者の孫　 吉岡剛 角川書店 1～19 巻セット ¥2,000 夫婦以上、恋人未満。 金丸祐基 角川書店 1～8 巻セット ¥1,500

賢者の孫　 吉岡剛 角川書店 19 巻 ¥300 夫婦以上、恋人未満。 金丸祐基 角川書店 4～6 巻 ¥250

この素晴らしい世界に祝福を！ 暁なつめ 角川書店 1～15 巻セット ¥1,500 夫婦以上、恋人未満。 金丸祐基 角川書店 8 巻 ¥400

この素晴らしい世界に祝福を！ 暁なつめ 角川書店 13・14 巻 ¥200 Fate/EXTRA CCC FoxTail　 たけのこ星人 角川書店 9・10 巻 ¥300

この素晴らしい世界に祝福を！　 暁なつめ 角川書店 15 巻 ¥300 Fate/stay night TYPE-MOON 角川書店 完結 全20 巻セット ¥400

殺し愛 Fe メディアワークス 1～12 巻セット ¥2,000 Fate/Stay night Heaven’s Feel 奈須きのこ 角川書店 1～9 巻セット ¥700

佐々木と宮野 春園ショウ 角川書店 1～8 巻セット ¥2,000 Fate/Stay night Heaven’s Feel　 奈須きのこ 角川書店 9 巻 ¥300

佐々木と宮野 春園ショウ 角川書店 3～8 巻 ¥300 Fate/Zero 虚淵(うろぶち)玄角川書店 完結 全14 巻セット ¥300

殺戮の天使 真田(さなだ)まことMF 完結 全12 巻セット ¥1,200 プランダラ 水無月すう 角川書店 1～21 巻セット ¥2,500

女子高生の無駄づかい ビーノ 角川書店 5・8・9 巻 ¥200 プランダラ 水無月すう 角川書店 1～20 巻 ¥100

新世紀エヴァンゲリオン 庵野(あんの)秀明角川書店 全14 巻セット ¥500 プランダラ 水無月すう 角川書店 21 巻 ¥300

世話やきキツネの仙狐さん　 リムコロ 角川書店 8～10 巻 ¥200 プリズマ☆イリヤ ドライ!! TYPE-MOON 角川書店 1～13 巻セット ¥1,000
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文豪ストレイドッグス 朝霧カフカ 角川書店 1～22 巻セット ¥6,000

文豪ストレイドッグス　 朝霧カフカ 角川書店 4・6・8～14 巻 ¥200

文豪ストレイドッグス　 朝霧カフカ 角川書店 15～21 巻 ¥300

文豪ストレイドッグス　 朝霧カフカ 角川書店 22 巻 ¥400

僕だけがいない街 三部敬 角川書店 完結 全9 巻セット ¥300

僕だけがいない街 三部敬 角川書店 9 巻 ¥100

見える子ちゃん 泉朝樹 メディアワークス 4～6 巻 ¥300

見える子ちゃん 泉朝樹 メディアワークス 7 巻 ¥400

ミギとダリ 佐野菜見 エンターブレイン 全7 巻セット ¥800

三ツ星カラーズ カツヲ メディアワークス 8 巻 ¥200

未来日記 えすのサカエ 角川書店 完結 全12 巻セット ¥300

無職転生～異世界行ったら本気だす～ 理不尽な孫の手MF 1～17 巻セット ¥4,000

無職転生～異世界行ったら本気だす～ 理不尽な孫の手MF 17 巻セット ¥400

無職転生～ロキシーだって本気です～ 石見(いわみ)翔子MF 1～9 巻セット ¥2,000

無職転生～ロキシーだって本気です～ 石見(いわみ)翔子MF 4～8 巻 ¥200

無職転生～ロキシーだって本気です～ 石見(いわみ)翔子MF 9 巻 ¥400

やがて君になる 仲谷鳰 メディアワークス 完結 全8 巻セット ¥1,000

山田くんとlv999の恋をする ましろ メディアワークス 1～5 巻セット ¥1,500

幼女戦記 カルロ・ゼン 角川書店 1～24 巻セット ¥4,000

幼女戦記 カルロ・ゼン 角川書店 13～24 巻 ¥300

よつばと! あずまきよひこ角川書店 15 巻 ¥800

夜は猫といっしょ キュルZ 角川書店 1～3 巻セット ¥1,500

Re:ゼロから始める異世界生活 第一章 王都の一日編 長月達平 メディアワークス 完結 全2 巻セット ¥100

Re:ゼロから始める異世界生活 第三章 Truth of Zero 長月達平 メディアワークス 完結 全11 巻セット ¥1,000

Re:ゼロから始める異世界生活 第四章 聖域と強欲の魔女 長月達平 メディアワークス 1～6 巻セット ¥1,000

Re:ゼロから始める異世界生活 剣鬼恋歌 長月達平 メディアワークス 完結 全4 巻セット ¥300

Re:ゼロから始める異世界生活 永結の絆 長月達平 メディアワークス 完結 全3 巻セット ¥200

2022/06/21更新

買　取　巻　数 買　取　巻　数

※状態・在庫の状況により、買取価格は予告なく変動いたします。
※価格はカバー無し、ページ割れ、抜け、落書き有り、レンタル落ちは除きます。



スクエアエニックス（SQ）・少年画報社・白泉社・日本文芸社・マックガーデン(MG) 1 2022/6/23更新

※状態・在庫の状況により、買取価格は予告なく変動いたします。
※価格はカバー無し、ページ割れ、抜け、落書き有り、レンタル落ちは除きます。



タ　イ　ト　ル 作者 出版社 現在巻数 買取値段 タ　イ　ト　ル 作者 出版社 現在巻数 買取値段

３月のライオン 羽海野チカ 白泉社 9/29⑯ 1～16 巻セット ¥1,000 その着せ替え人形は恋をする　★ 福田晋一 SQ 3/25⑨ 1～9 巻セット ¥2,000

Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆 ツカハラミノリ SQ 全3完結 1・2・3 巻 ¥100 園田の歌 永田諒 少年画報社 全6完結 全6 巻セット ¥1,000

あそびあそばせ 涼川りん 白泉社 1/28⑬ 1～13 巻セット ¥1,500 園田の歌 永田諒 少年画報社 2・3 巻 ¥300

あそびあそばせ 涼川りん 白泉社 10・11・12・13 巻 ¥200 ダンまち外伝　ソードオラトリア 矢樹貴 SQ 7/22　22 1～21 巻セット ¥2,500

ヴァニタスの手記 望月淳 SQ 5/20⑩ 1～10 巻セット ¥1,200 転生賢者の異世界ライフ～第二の職業を得て、世界最強になりました～ 彭傑(PONJEA)SQ 8/10　17 1～16 巻セット ¥2,000

英雄教室 岸田こあら SQ 8/10 15 1～14 巻セット ¥1,600 転生賢者の異世界ライフ～第二の職業を得て、世界最強になりました～ 彭傑(PONJEA)SQ 15・16 巻 ¥250

英雄教室 岸田こあら SQ 14 巻 ¥200 友達の妹が俺にだけウザい 平岡平 SQ 7/7　5 3・4 巻 ¥250

賭ケグルイ 尚村透 SQ 10/21⑮ 1～15 巻セット ¥1,500 ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章～紋章を継ぐ者達へ～ 藤原 カムイ SQ 全34完結 全34 巻セット ¥2,500

賭ケグルイ 尚村透 SQ 13・14 巻 ¥300 ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章～紋章を継ぐ者達へ～ 藤原 カムイ SQ 19・20・27 巻 ¥200

賭ケグルイ双 斎木桂 SQ 10/21⑫ 1～12 巻セット ¥1,600 ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章～紋章を継ぐ者達へ～ 藤原 カムイ SQ 33・34 巻 ¥250

賭ケグルイ双 斎木桂 SQ 8・11・12 巻 ¥300 ドンケツ たーし 少年画報社 全28完結 全28 巻セット ¥5,500

神達に拾われた男 蘭々 SQ 2/7⑧ 7・8 巻 ¥250 ドンケツ たーし 少年画報社 1～17・20・21・22 巻 ¥250

ガンニバル 二宮正明 日本文芸社 全13完結 全13 巻セット ¥3,500 ドンケツ第2章 たーし 少年画報社 2/28⑧ 1・2・3・4・5・6 巻 ¥250

ガンニバル 二宮正明 日本文芸社 5～ 巻 ¥200 ドンケツ外伝 たーし 少年画報社 6/27　7 1・2・3・4 巻 ¥200

ガンニバル 二宮正明 日本文芸社 13 巻 ¥300 鋼の錬金術師 荒川弘 SQ 全27完結 全27 巻セット ¥1,500

キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 ｏｋａｍａ 白泉社 全7完結 全7 巻セット ¥500 鋼の錬金術師 荒川弘 SQ 10・16・17・19・20・21・22 巻 ¥100

鬼門街 永田晃一 少年画報社 全15完結 全15 巻セット ¥3,000 鋼の錬金術師（完全版） 荒川弘 SQ 全18完結 全18 巻セット ¥3,600

銀牙伝説WEED 高橋 よしひろ 日本文芸社 全60完結 全60 巻セット ¥2,500 鋼の錬金術師（完全版） 荒川弘 SQ 11・12・13・14・15 巻 ¥250

銀牙伝説WEED オリオン 高橋 よしひろ 日本文芸社 全30完結 全30 巻セット ¥2,000 ペリリュー　─楽園のゲルニカ─ 武田一義 白泉社 全11完結 全11 巻セット ¥2,000

金装のヴェルメイユ 梅津葉子 SQ 6/10⑥ 1～6 巻セット ¥800 ペリリュー　─楽園のゲルニカ─ 武田一義 白泉社 2～8 巻 ¥200

金装のヴェルメイユ 梅津葉子 SQ 6 巻 ¥300 ペリリュー　─楽園のゲルニカ─ 武田一義 白泉社 9・10 巻 ¥300

クズの本懐 横槍メンゴ SQ 全8完結 全9 巻セット ¥700 ペリリュー　─楽園のゲルニカ─ 武田一義 白泉社 11 巻 ¥350

薬屋のひとりごと ねこクラゲ SQ 6/23⑩ 1～10 巻セット ¥1,500 ベルセルク 三浦建太郎 白泉社 12/24㊶ 1～41 巻セット ¥2,000

薬屋のひとりごと ねこクラゲ SQ 9･10 巻 ¥200 ホリミヤ 萩原ダイスケ SQ 全16完結 全16 巻セット ¥2,000

黒執事 枢やな SQ 7/27　32 1～31 巻セット ¥2,500 ホリミヤ 萩原ダイスケ SQ 6・8・13 巻 ¥100

黒執事 枢やな SQ 31 巻 ¥300 ホリミヤ 萩原ダイスケ SQ 14・15・16 巻 ¥300

月刊少女野崎くん 椿いづみ SQ 8/10　14 1～13 巻セット ¥800 魔王学院の不適合者 かやはるか SQ 3/5④ 4 巻 ¥200

月刊少女野崎くん 椿いづみ SQ  12・13 巻 ¥200 魔法使いの嫁 ヤマザキコレ MG 9/9　18 1～17 巻セット ¥1,500

外道の歌 渡邊 ダイスケ 少年画報社 6/27 14 1～13 巻セット ¥1,500 魔法使いの嫁 ヤマザキコレ MG 17 巻 ¥300

外道の歌 渡邊 ダイスケ 少年画報社 9・10 巻 ¥150 弱キャラ友崎くん 千田衛人 SQ 4/22⑥ 1～6 巻セット ¥700

外道の歌 渡邊 ダイスケ 少年画報社 11・12 巻 ¥250 わたしの幸せな結婚 高坂りと SQ 10/12③ 3 巻 ¥350

ゴブリンスレイヤー 黒瀬浩介 SQ 8/25　13 1～12 巻セット ¥900

最近雇ったメイドが怪しい 昆布わかめ SQ 2/22⑤ 1～5 巻セット ¥900

咲　saki 小林立 SQ 11/25㉒ 1～22 巻セット ¥1,400

咲　saki 小林立 SQ 19 巻 ¥200

史上最強の大魔王、 村人Ａに転生する こぼた みすほ SQ 3/25⑥ 1～6 巻セット ¥1,000

失格紋の最強賢者 肝匠＆馮昊 SQ 6/10⑲ 11・12・13 巻 ¥250

失格紋の最強賢者 肝匠＆馮昊 SQ 14・15・16・17・18・19 巻 ¥350

地縛少年 花子くん あいだいろ SQ 2/26⑰ 1～17 巻セット ¥3,500

地縛少年 花子くん あいだいろ SQ 5・8・10・11・12・13 巻 ¥150

地縛少年 花子くん あいだいろ SQ 14・15・16・17 巻 ¥300

ジャヒー様はくじけない！ 昆布わかめ SQ 12/22⑧ 4・5・6・7・8 巻 ¥250

処刑少女の生きる道 三ツ谷亮 SQ 3/25③ 1・2・3 巻 ¥250

真・一騎当千 塩崎 雄二 少年画報社 3/29④ 2 巻 ¥250

真・一騎当千 塩崎 雄二 少年画報社 3・4 巻 ¥450

スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました シバユウスケ SQ 6/10⑪ 9・10・11 巻 ¥250

ソウルイーター 大久保篤 SQ 全25完結 全25 巻セット ¥1,600

ソウルイーター 大久保篤 SQ 23・24・25 巻 ¥200

ソウルイーター完全版 大久保篤 SQ 全17完結 全17 巻セット ¥4,000

ソウルイーター完全版 大久保篤 SQ 15・16・17 巻 ¥450

スクエアエニックス（SQ）・少年画報社・白泉社・日本文芸社・マックガーデン(MG) 2 2022/6/23更新

買　取　巻　数 買　取　巻　数

※状態・在庫の状況により、買取価格は予告なく変動いたします。
※価格はカバー無し、ページ割れ、抜け、落書き有り、レンタル落ちは除きます。



その他出版社1 2022/6/23更新

※状態・在庫の状況により、買取価格は予告なく変動いたします。
※価格はカバー無し、ページ割れ、抜け、落書き有り、レンタル落ちは除きます。



その他出版社2

タ　イ　ト　ル 作者 出版社 現在巻数 買取値段 タ　イ　ト　ル 作者 出版社 現在巻数 買取値段

アカギ 福本伸行 竹書房 全36完結 全36 巻セット ¥3,300 本好きの下剋上 第一部 鈴華 TOブックス 全7完結 全7 巻セット ¥2,000

アカギ 福本伸行 竹書房 1～24・26 巻 ¥100 本好きの下剋上 第二部 鈴華 TOブックス 4/15⑦ 1・2・3・4・5・6・7 巻 ¥400

アカギ 福本伸行 竹書房 31・33・34 巻 ¥250 本好きの下剋上 第三部 波野 涼 TOブックス 3/15⑤ 1・2・3・4・5 巻 ¥450

ありふれた職業で世界最強 RoGa オーバーラップ 5/25⑩ 7・8・9 巻 ¥200 本好きの下剋上 第四部 勝木光 TOブックス 5/13④ 1・2・3・4 巻 ¥450

異世界召喚は二度目です 嵐山 双葉社 7/20　8 4・5・6・7 巻 ¥150 政宗くんのリベンジ Ｔｉｖ 一迅社 全11完結 全11 巻セット ¥1,000

一騎当千 塩崎 雄二 ワニブックス 全24完結 全24 巻セット ¥1,800 メイドインアビス つくし あきひと 竹書房 7/29　11 1～10 巻セット ¥3,500

一騎当千 -赤壁争乱編- 新装版 塩崎 雄二 ワニブックス 全11完結 全11 巻セット ¥2,500 メイドインアビス　 つくし あきひと 竹書房 2・4～ 巻 ¥400

インゴシマ 田中克樹 ワニ 1/25⑫ 1～12 巻セット ¥2,000 八十亀ちゃんかんさつにっき 安藤正基 一迅社 4/27⑫ 1～12 巻セット ¥2,000

英雄王、武を極めるため転生す くろむら基人 ホビー 12/28③ 1・2・3 巻 ¥200 山と食欲と私 信濃川 日出雄新潮社 2/9⑮ 1～15 巻セット ¥3,500

乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… ひだか なみ 一迅社 9/30⑦ 7 巻 ¥300 ヤマノススメ しろ アーススター 9/10㉑ 1～21 巻セット ¥3,500

骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中 サワノアキラ オーバーラップ 3/25⑩ 1～10 巻セット ¥2,000 ヤマノススメ しろ アーススター 10・13・16 巻 ¥200

風の谷のナウシカ　ワイド版 宮崎 駿 徳間書店 全7完結 全7 巻セット ¥1,500 ヤマノススメ しろ アーススター 19・20・21 巻 ¥300

ガチ恋粘着獣 ～ネット配信者の彼女になりたくて～ 星来 コアミックス 4/20⑦ 1・2・3・4・5・6・7 巻 ¥250 ゆるキャン△ あｆろ 芳文社 3/10⑬ 1～13 巻セット ¥3,500

鬼人幻燈抄 里見有 双葉社 3/10② 1・2 巻 ¥300 ゆるキャン△ あｆろ 芳文社 3・4・5・7～10 巻 ¥300

くま　クマ　熊　ベアー せるげい 主婦と生活社 6/17⑧ 7・8 巻 ¥300 ゆるキャン△ あｆろ 芳文社 11・12・13 巻 ¥400

組長娘と世話係 つきや マイクロ 7/11　8 1～7 巻セット ¥2,300 理系が恋に落ちたので証明してみた。 山本アリフレッドフレックス 6/10⑬ 1～13 巻セット ¥2,000

組長娘と世話係 つきや マイクロ 6・7 巻 ¥400 鹿楓堂よついろ日和 清水ユウ 新潮社 4/8⑯ 1～16 巻セット ¥2,000

クレヨンしんちゃん 臼井 儀人 双葉社 全50完結 全50 巻セット ¥2,500 鹿楓堂よついろ日和 清水ユウ 新潮社 14・15・16 巻 ¥300

黒の召喚士 天羽銀 オーバーラップ 6/25⑬ 1～13 巻セット ¥2,000 ヲタクに恋は難しい ふじた 一迅社 全11完結 全11 巻セット ¥800

黒の召喚士 天羽銀 オーバーラップ 4～13 巻 ¥200 ヲタクに恋は難しい　 ふじた 一迅社 11 巻 ¥400

現実主義勇者の王国再建記 上田悟司 オーバーラップ 12/25⑧ 4・5・6・7・8 巻 ¥200

賢者の弟子を名乗る賢者 すえみつぢっかマイクロ 1/31⑨ 1～9 巻セット ¥1,400

賢者の弟子を名乗る賢者 すえみつぢっかマイクロ 9 巻 ¥250

極主夫道 おおのこうすけ新潮社 7/7　10 9 巻 ¥300

小林さんちのメイドラゴン クール教信者 双葉社 1/12⑫ 1～12 巻セット ¥2,000

金色のガッシュ！！ 完全版　　★ 雷句誠 クラーケンコミックス 全16完結 全16 巻セット ¥8,000

最強陰陽師の異世界転生記 オカザキトシノリ双葉社 7/29　5 1・2・3・4 巻 ¥200

最果てのパラディン 奥橋睦 オーバーラップ 3/25⑨ 1～9 巻セット ¥2,500

最果てのパラディン 奥橋睦 オーバーラップ 2～8 巻 ¥200

最果てのパラディン 奥橋睦 オーバーラップ 9 巻 ¥400

死役所 あずみきし 新潮社 7/7　21 1～20 巻セット ¥2,000

死役所 あずみきし 新潮社 19・20 巻 ¥400

邪神ちゃんドロップキック ユキヲ フレックス 6/10⑲ 1～19 巻セット ¥3,400

邪神ちゃんドロップキック ユキヲ フレックス 9・12～19 巻 ¥350

邪神ちゃんドロップキック ユキヲ フレックス 上記以外の巻数 巻 ¥50

終末のワルキューレ アジチカ 徳間・コア 6/20⑮ 1～15 巻セット ¥2,500

終末のワルキューレ アジチカ 徳間・コア 12・14・15 巻 ¥350

新クレヨンしんちゃん 臼井 儀人 双葉社 8/10　12 1～11 巻セット ¥2,000

新米錬金術師の店舗経営 ｋｉｒｅｒｏ キルタイム 4/8② 1・2 巻 ¥150

精霊幻想記 みなづきふたごホビー 4/30⑧ 5・6 巻 ¥300

蒼天の拳(新潮社) 原哲夫 新潮社 全22完結 全22 巻セット ¥900

蒼天の拳　DX版 原 哲夫 徳間書店 全14完結 全14 巻セット ¥2,000

ちるらん 新撰組鎮魂歌 橋本エイジ 徳間書店 5/20㉝ 1～33 巻セット ¥5,000

月が導く異世界道中 木野コトラ アルファポリス 3/11⑩ 1～10 巻セット ¥2,000

転生したらスライムだった件～魔物の国の歩き方～ 岡霧硝 マイクロ 8 巻 ¥400

転生したら剣でした 丸山朝ヲ 幻冬舎 3/30⑪ 2・3・4・5・6 巻 ¥150

転生したら剣でした 丸山朝ヲ 幻冬舎 7・8・9・10・11 巻 ¥200

とんでもスキルで異世界放浪メシ 赤岸K オーバーラップ 11/25⑧ 7・8 巻 ¥300

農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。 樽戸アキ 双葉社 2/26⑧ 1・2・3・4・5・6・7・8 巻 ¥150

ピーター・グリルと賢者の時間 檜山大輔 双葉社 5/12⑩ 1～10 巻セット ¥1,600

2022/6/23更新

買　取　巻　数 買　取　巻　数

※状態・在庫の状況により、買取価格は予告なく変動いたします。
※価格はカバー無し、ページ割れ、抜け、落書き有り、レンタル落ちは除きます。
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※状態・在庫の状況により、買取価格は予告なく変動いたします。
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女性向け漫画2

タ　イ　ト　ル 作者 出版社 現在巻数 買取値段 タ　イ　ト　ル 作者 出版社 現在巻数 買取値段

7SEEDS 田村由美 小学館 全35完結 全35+外伝の36 冊セット ¥4,000 夏目友人帳 緑川ゆき 白泉社 24・25・26・27・28 巻 ¥150

7SEEDS 田村由美 小学館 1～35・外伝 巻 ¥100 なまいきざかり。 ミユキ蜜蜂 白泉社 全23完結 全23 巻セット ¥4,000

BASARA 田村由美 小学館 全27完結 全27 巻セット ¥3,000 なまいきざかり。 ミユキ蜜蜂 白泉社 16～23 巻 ¥200

蒼の封印 篠原千絵 小学館 全11完結 全11 巻セット ¥700 贄姫と獣の王 友藤結 白泉社 全15完結 全15 巻セット ¥1,500

赤髪の白雪姫 あきづき空太 白泉社 5/2㉕ 1～25 巻セット ¥2,700 のだめカンタービレ 二ノ宮知子 講談社 全25完結 全25 巻セット ¥800

赤髪の白雪姫 あきづき空太 白泉社 21 巻 ¥150 のだめカンタービレ 二ノ宮知子 講談社 8・10・15 巻 ¥50

赤髪の白雪姫 あきづき空太 白泉社 22・23・24・25 巻 ¥200 のだめカンタービレ 二ノ宮知子 講談社 25 巻 ¥150

暁のヨナ 草凪みずほ 白泉社 5/20㊳ 1～38 巻セット ¥7,000 花野井くんと恋の病 森野萌 講談社 3/11⑩ 3・5・6・7・8・9・10 巻 ¥150

暁のヨナ 草凪みずほ 白泉社 6～31 巻 ¥100 花より男子 神尾葉子 集英社 全37完結 全37 巻セット ¥700

暁のヨナ 草凪みずほ 白泉社 32・33・34・35・36・37・38 巻 ¥250 花より男子　完全版 神尾葉子 集英社 全20完結 全20 巻セット ¥1,600

ウソ婚 時名きうい 講談社 11/12⑨ 7・8・9 巻 ¥150 ハニーレモンソーダ 村田真優 集英社 3/25⑲ 1～19 巻セット ¥5,000

うちの弟どもがすみません オザキアキラ 集英社 6/23⑦ 1・2・3・4・5・6・7 巻 ¥150 ハニーレモンソーダ 村田真優 集英社 3・5～17 巻 ¥200

海が走るエンドロール たらちね 秋田書店 7/14　3 1・2 巻 ¥450 ハニーレモンソーダ 村田真優 集英社 18・19 巻 ¥350

海の闇、月の影 篠原千絵 小学館 全18完結 全18 巻セット ¥1,300 薔薇王の葬列 菅野文 秋田書店 全17完結 全17 巻セット ¥2,000

うるわしの宵の月 やまもり三香 講談社 5/13④ 1～4 巻セット ¥650 美少女戦士セーラームーン 完全版 武内直子 講談社 全10完結 全10 巻セット ¥4,000

うるわしの宵の月 やまもり三香 講談社 1・2・3・4 巻 ¥150 美少女戦士セーラームーン（新装版） 武内直子 講談社 全12完結 全12 巻セット ¥2,000

桜蘭高校ホスト部 葉鳥ビスコ 白泉社 全18完結 全18 巻セット ¥600 美少女戦士セーラームーン（新装版） 武内直子 講談社 1～12 巻 ¥150

桜蘭高校ホスト部 葉鳥ビスコ 白泉社 16・17・18 巻 ¥100 フルーツバスケット 高谷奈月 白泉社 全23完結 全23 巻セット ¥700

大奥 よしながふみ 白泉社 全19完結 全19 巻セット ¥1,000 フルーツバスケット　愛蔵版 高谷奈月 白泉社 全12完結 全12 巻セット ¥1,800

思い　思われ　ふり　ふられ 咲坂伊緒 集英社 全12完結 全12 巻セット ¥500 フルーツバスケット　愛蔵版 高谷奈月 白泉社 8・9 巻 ¥200

俺物語！！ アルコ 集英社 全13完結 全13 巻セット ¥500 ミステリと言う勿れ　★ 田村由美 小学館 6/10⑪ 1～11 巻セット ¥2,500

カードキャプターさくら　新装版 CLAMP 講談社 全12完結 全12 巻セット ¥1,000 モエカレはオレンジ色 玉島 ノン 講談社 7/13　13 1～12 巻セット ¥1,500

カードキャプターさくら　なかよし60周年記念版 CLAMP 講談社 全9完結 全9 巻セット ¥1,500 モエカレはオレンジ色 玉島 ノン 講談社 1～12 巻 ¥100

神様はじめました 鈴木ジュリエッタ 白泉社 全25完結 全25 巻セット ¥1,200 ゆびさきと恋々 森下ｓｕｕ 講談社 9/13　7 1・2・3・4・5・6 巻 ¥200

君がトクベツ 幸田もも子 集英社 4/25⑨ 1・2・3・4・5・6・7・8・9 巻 ¥150 夢の雫、黄金の鳥籠 篠原千絵 小学館 12/10⑯ 1～16 巻セット ¥1,500

君に届け 椎名軽穂 集英社 24～30 巻 ¥100 わたしのお嫁くん 柴 なつみ 講談社 3/11⑥ 1・2・3・4・5・6 巻 ¥150

キャンディ・キャンディ いがらしゆみこ 講談社 全9完結 全9 巻セット ¥4,000

きょうは会社休みます。 藤村真理 集英社 全13完結 全13 巻セット ¥650

きょうは会社休みます。 藤村真理 集英社 8・9・10・11・12・13 巻セット ¥100

銀砂糖師と黒の妖精～シュガーアップル・フェアリーテイル～ 幸村アルト 白泉社 全2完結 全2 巻セット ¥150

恋と弾丸 箕野希望 小学館 5/26⑪ 8・9・10・11 巻 ¥150

コレットは死ぬことにした 幸村アルト 白泉社 全20完結 全20 巻セット ¥3,000

スキップ・ビート！ 仲村佳樹 白泉社 6/20　48 1～47 巻セット ¥2,500

スキップ・ビート！ 仲村佳樹 白泉社 36 巻 ¥100

スキップ・ビート！ 仲村佳樹 白泉社 45・47 巻 ¥200

素敵な彼氏 河原和音 集英社 全14完結 全14 巻セット ¥700

素敵な彼氏 河原和音 集英社 10・11 巻 ¥100

素敵な彼氏 河原和音 集英社 12・13 巻 ¥150

聖女の魔力は万能です 藤小豆 角川書店 12/13⑦ 1～7 巻セット ¥1,500

聖女の魔力は万能です 藤小豆 角川書店 1～7 巻 ¥200

ちはやふる 末次由紀 講談社 2/10㊽ 1～48 巻セット ¥4,000

ちはやふる 末次由紀 講談社 37～43 巻 ¥200

ちはやふる 末次由紀 講談社 44・45・46・47・48 巻 ¥300

作りたい女と食べたい女 ゆざさきかおみ 角川書店 12/15② 1・2 巻 ¥450

ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん 逆木 ルミヲ 角川eb 12/27④ 1・2・3・4 巻 ¥150

天使なんかじゃない　新装再編版 矢沢あい 集英社 全5完結 全5 巻セット ¥1,000

天は赤い河のほとり 篠原千絵 小学館 全28完結 全28 巻セット ¥3,000

動物のお医者さん　愛蔵版 佐々木倫子 白泉社 全6完結 全6 巻セット ¥1,600

夏目友人帳 緑川ゆき 白泉社 5/2㉘ 1～28 巻セット ¥2,500

夏目友人帳 緑川ゆき 白泉社 17～22 巻 ¥100

2022/6/23更新
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