
あ行 著者 買取金額 さ行 著者 買取金額
AX　アックス 伊坂幸太郎 400¥           錆びた太陽 恩田陸  ¥             200
R帝国 中村文則 300¥           猿の見る夢 桐野夏生  ¥             200

愛のかたち 岸恵子 300¥           三鬼
宮部みゆ
き

 ¥             300

石つぶて 警視庁 二課刑事の
残したもの
wowwow　（’１７，７発売）

600¥           サンタのおばさん 東野圭吾 200¥              

いのち(ハードカバー) 瀬戸内寂聴 550¥           慈雨 柚木裕子 300¥              
雲上雲下(うんじょううんげ 朝井まかて 700¥           １２人の死にたい子供たち 冲方丁 200¥              
裏切りのホワイトカード　池袋
ウエストゲートパーク１３

石田衣良 200¥           四月になれば君は 河村元気 200¥              

大家さんと僕 矢部太郎 400¥           昭和の犬
姫野カオ
ルコ

 ¥             200

おらおらでひとりでいぐも 若竹千佐子 500¥           死の島
小池真理
子

 ¥             800

桜風堂ものがたり 村山早紀 250¥           私小説 市川拓司 800¥              

か行 発行年月 買取金額 屍人荘の殺人 今村昌弘  ¥             500
果悦 黒川博行 300¥           素敵な日本人  ¥             400
かがみの孤城 辻村深月 200¥           た行 著者 買取金額
か「」く「」し「」ご「」と 住野よる 300¥           騙し絵の牙 塩田武  ¥             500
影裏 沼田真祐 300¥           たゆたえども沈まず 浜田マハ  ¥             500
鏡の孤城 辻村深月 200¥           沈黙法廷　（’１６，１１発売）  ¥             600
風は西から 村山由香  ¥          400 出会いなおし 森絵都  ¥             250
がん消滅の罠  ¥          150 デンジャラス 桐野夏生 250¥              

騎士団長殺し 村上春樹  各400 な行 著者 買取金額
危険なビーナス 東野圭吾  各 300 ナイルパーチの女子会 柚木裕子 200¥              
キャロリング 有川浩  ¥          200 人魚の眠る家 東野圭吾 300¥              

教団X 中村文則  ¥          200
ネメシスの使者

中山七里
300¥              

クリスマスを探偵と 伊坂幸太郎  ¥          400 は行 著者 買取金額
眩　（くらら） 朝井まかて  ¥          350 バック・ステージ 芦沢央 300¥              
ぐるぐる問答 森見登美彦  ¥          200 獏の耳たぶ 芦沢央 300¥              
幻庵　上下 百田尚樹  各300 盤上の向日葵 柚月裕子 450¥              
喧嘩 黒川博行  ¥          300 百貨の魔法 村山早紀 500¥              
恋のゴンドラ 東野圭吾  ¥          200 百年泥 石井遊佳 500¥              
コーヒーが冷めないうちに  ¥          200 標的　　’１７，６発売 真山仁 400¥              
琥珀の夢 上 下　小説 鳥井
信治郎

伊集院静  各650
ぼくがきみをころすまで あさのあつこ 950¥              

この世の春　上下 宮部みゆき  各300 星の子 今村夏子 300¥              
コンビニ人間  各300 ホワイトラビット 伊坂幸太郎 300¥              

一般書籍  文庫・ハードカバー　買取表

¥800 ¥950 ¥800¥700



イラスト集・コンプリートブック 発行年月 買取価格 タイトル 発行年月 買取価格
ウルトラ怪獣アートワークス

1971−1980
17,2  ¥           800

新木優子1st写真集
「ガールフレンド」

17,4 900¥                

Cheers! この素晴らしい
世界に祝福を!
三嶋くろね画集

17,2  ¥           800 綾瀬はるか写真集 『BREATH』 17,4 550¥                

君の名は。美術画集 17,7  ¥         1,000 板野友美 写真集「release」 17,8 700¥                
黒執事 Book of the Atlantic

DVD&Blueray 一律
17,7  ¥         1,800 稲村亜美1st写真集「どまんなか」 17,6 1,200¥             

黒星紅白画集 rouge 15,6  ¥         2,000 泉里香1st写真集「Rika!」 17,4 1,450¥             
カントクアートワークス 通常版

pure
17,7  ¥         1,300 筧美和子写真集　ヴィーナス誕生 14,4 700¥                

金子一馬画集IV 17,6  ¥         1,000 黒木メイサ写真集「INCARNATION 17,9 1,100¥             
虐殺器官 アートワークス 17,2  ¥           800 川口春奈写真集「restart」 17,3 700¥                

ソードアート・オンライン abec画 16,1  ¥           900 武井咲フォトブック　bloom 15,6 750¥                
Finale ゼロの使い魔コンプリー
トイラストコレクション 兎塚エイ

ジ アートワークス
17,3  ¥         1,300 玉井詩織 BirthdayBOOK 22 17,6 1,300¥             

トリニティセブン 奈央晃徳アート
ワークス

17,10  ¥           700 高城れに BirthdayBOOK 24 17,6 1,400¥             

「BLAME!」劇場版 弐瓶勉描き
おろし設定資料集

17,5  ¥         1,000 な
長澤茉里奈 ファースト写真集

 『 20歳の約束』
16,9 1,100¥             

バトルガール ハイスクール 【オ
フィシャルアートワークス】

17,8  ¥           900 橋本マナミ 写真集 『 あいのしずく』 14,6 800¥                

ポケモンSP20thアニバーサリー
データブック ポケSPedia (原画

集・イラストブック)
17,8  ¥           700 笛木優子 写真集 『 Ｆの旋律』 15,5 900¥                

魔法科高校の劣等生 石田可奈
画集

17,8  ¥           900 譜久村聖 写真集 『 二十歳』 17,7 650¥                

メアリと魔女の花　絵コンテ集 17,7  ¥         1,100 福原遥 写真集 『 いつのまにか。』 17,8 650¥                

ようこそ実力至上主義の教室へ
トモセシュンサク Art Works

17,9  ¥         1,100 ま 三吉彩花ファースト写真集わたし 16,10 650¥                

幼女戦記 アニメ完全設定資料
集

17,5  ¥           700 や
吉田朱里

ビューティーフォトブック
IDOL MAKE BIBLE@アカリン

17,7 400¥                

夜明け告げるルーのうた アート
ブック

17,5  ¥           700

Re:ゼロから始める異世界生活
大塚真一郎

Art Works Re:BOX
17,9  ¥         1,450

ラブライブ!サンシャイン!!
TVアニメオフィシャルBOOK

17,8  ¥           600

STAR WARS Chronicles 17,1  ¥         8,000
荒川弘イラスト集 鋼の錬金術 17,11  ¥         1,400
エロマンガFes! エロマンガ先生

原画集
そんな名前の原画集知らない！

17,11  ¥         3,900

島田フミカネ THE WORLD
WITCHES 2018

 ¥         1,600

狼と香辛料―文倉十画集  ¥         2,600

た

は

1,300¥               

ビジュアルブック　買取表

8,000¥                     3,900¥                  2,000¥                       

あ

か






