
発売日 買取価格
ア行 2014/2/22 ¥3,000

2013/6/30 ¥1,800
2017/9/28 ¥1,700
2015/1/23 ¥2,000
2015/7/1 ¥2,200
2011/2/1 ¥1,800

2017/12/29 ¥1,800
2018/4/6 ¥1,100

2016/10/26 ¥1,000
2013/3/21 ¥3,600
2011/7/30 ¥3,000
2017/3/10 ¥2,000
2018/5/10 ¥1,200

カ行 2016/3/23 ¥1,000
2014/10/17 ¥5,000
2015/3/1 ¥1,800
2015/9/26 ¥1,500
2015/11/27 ¥5,500
2018/6/22 ¥1,500
2017/11/28 ¥1,000
2009/5/1 ¥1,300
2017/6/5 ¥1,800

2016/12/31 ¥1,500
2015/6/1 ¥1,500

サ行 ¥1,500
2015/1/29 ¥2,000
2018/6/29 ¥2,200
2017/8/29 ¥4,000
2018/3/28 ¥1,000

2013/9/19 ¥3,000

2018/5/1 ¥1,000
2015/3/30 ¥3,000
2015/8/7 ¥1,400
2015/3/13 ¥1,000
2016/12/20 ¥2,000
2015/12/19 ¥1,300
2012/12/17 ¥3,500
2018/5/26 ¥1,600
2012/10/6 ¥4,800

マニャ子 画集　ストライク・ザ・ブラッド
ストリートファイター アートワークス 極

スロウスタート　TVアニメガイドブック Slow-blooming flower
戦姫絶唱シンフォギア 公式設定画集

ジョジョの奇妙な冒険25周年記念画集
JOJOVELLER 豪華BOX仕様 完全限定版

SHIROBAKO　アートワークス
新・世界樹の迷宮1＆2 公式設定資料集

新世紀エヴァンゲリオン TVアニメーション設定資料集 2015edition
かんざきひろ画集　Sweet

すーぱーそに子 10th Anniversary Book

ゴッドイーター 5th ANNIVERSARY 公式設定資料集
冴えない彼女の作りかた♭　原画集

BUNBUN画集 THE LAST ROSE
梱枝りこ 画集　銃皇無尽のファフニール

設定資料集『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?』
TVアニメ 少女終末旅行　公式設定資料集

杉菜水姫作品第二集 『花葬』
カリギュラ オーバードーズ　ザ・コンプリートガイド+設定資料集

映画「傷物語」COMPLETE GUIDE BOOK
銀河英雄伝説 COMPLETE GUIDE

GRANBLUE FANTASY グランブルーファンタジー GRAPHIC ARCHIVE III
甲鉄城のカバネリ 設定資料集

小梅けいと画集 狼と香辛料 十年目の林檎酒
ALICESOFT Creator Works Vol.2 織音画集 織音計画　　通常版

カードキャプターさくら 連載開始20周年記念 イラスト集
ガールズ＆パンツァー 完全設定資料集

CHAOS;CHILD 公式原画集 OFFICIAL ORIGINAL PICTURES
CHAOS;CHILD 公式資料集 Here Without You

アニメーターズ・サバイバルキット 増補
AMADUYU TATSUKI　ART WORKS　通常版

ヴァイオレット・エヴァーガーデン 公式ファンブック
藤真拓哉画集　Takuya Fujima Illustrations ViVidgarden

AKB0048 設定資料集 完全版
文倉十画集 狼と香辛料

タイトル
アーマード・コア ヴァーディクトデイ 公式設定資料集 -the AFTER-

アニメ　RDG レッドデータガール 設定資料集
ゆーげん画集　アウトブレイクカンパニー 萌える侵略者

NiθART WORKS Vol.2 続・艶姿戯画 上巻
NiθART WORKS Vol.2 続・艶姿戯画 下巻

文倉十画集 狼と香辛料
結城友奈は勇者である
ビジュアルファンブック

バンドリ! ガールズバンド
パーティ! 　ビジュアルブック

武内直子 美少女戦士セー
ラームーン 原画集 Vol.∞

¥3,000 ¥3,000 ¥1,000 ¥75,000

ビジュアルブック買取表
買取表に載っていない商品も買取しています！

発売から３ヶ月以内→定価の６割買取
発売から４ヶ月以内→定価の４割買取
発売から１年以内→定価の３割買取

発売から５年以内→１００円～定価の１割買取
上記以外→１０円買取



2014/9/29 ¥1,800
2018/3/30 ¥1,300
2018/3/24 ¥1,000

2018/4/2 ¥2,000

タ行 2015/3/13 ¥2,000
2016/4/10 ¥2,000
2013/12/27 ¥1,000
2017/2/1 ¥1,000

2012/12/25 ¥1,500
 2016/12/29 ¥2,000
2017/8/11 ¥1,500

¥3,500
2018/4/20 ¥1,000

ナ行 2012/2/22 ¥2,000
2015/1/29 ¥2,600
2018/3/16 ¥1,800
2014/10/31 ¥1,500

ハ行 2017/11/22 ¥1,500
2013/8/10 ¥1,800
2015/2/28 ¥3,900
2007/1/4 ¥7,400
2011/10/9 ¥1,300
2018/3/30 ¥1,000
1999/10/1 ¥19,500
1994/10/5 ¥2,000
1994/10/5 ¥1,600
1996/10/5 ¥7,600
1996/9/25 ¥5,500
1997/9/25 ¥13,500
1997/6/30 ¥75,000
2016/6/29 ¥2,500

2016/7/29 ¥4,000

2018/3/30 ¥1,200

2017/1/17 ¥1,500
2017/8/10 ¥2,000
2016/2/1 ¥1,500

2012/12/20 ¥6,000
2007/4/1 ¥3,000
2015/2/9 ¥2,000
2010/6/25 ¥1,800
2014/12/28 ¥1,000
2016/11/25 ¥1,100
2008/12/23 ¥3,600
2013/3/28 ¥6,500

マ行 2006/4/11 ¥2,800
2014/2/21 ¥1,100

¥6,000

2017/8/31 ¥1,100
2015/6/19 ¥7,000
1999/10/1 ¥2,700
2004/4/1 ¥3,000
2015/9/26 ¥1,000

ヤ・ラ・ワ行 2016/5/3 ¥1,200
2016/9/24 ¥1,300
2015/6/30 ¥3,000
2018/3/9 ¥1,500

2014/12/28 ¥3,000
2017/9/23 ¥1,800
2015/6/10 ¥2,100
2018/6/9 ¥1,900
2014/3/10 ¥1,800

楽園追放3DCG原画集
Re:ゼロから始める異世界生活　大塚慎一郎 ArtWorks Re:BOX

黒星紅白画集 rouge
武田日向 画集　lumiere
redjuice画集 REDBOX

The Art of Metal Gear Solid by Yoji Shinkawa ver1.5
モンスターハンター イラストレーションズIII

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続 原画集 上巻
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続 原画集 下巻

結城友奈は勇者である　ビジュアルファンブック
夢王国と眠れる100人の王子様 公式設定集 vol.2

てぃんくるイラストレーションズ 月夜茶会
魔女と百騎兵 公式アートブック

魔法少女まどか☆マギカ KEY ANIMATION NOTE 全6巻セット
付属品完備

KEI画集　mikulife
蟲師 画集

THE ART OF METAL GEAR SOLID

The Art of ベイマックス
大槍葦人 ラフ画集総集編 「BETAGRAPH COLLECTION」

鬼灯の冷徹　設定資料集
出水ぽすかアートブック ポーン

北斗の拳イラスト集－究極ULTIMATE－
xxxHOLiC 胡蝶ノ夢

ファイアーエムブレム Echoes もうひとりの英雄王
設定資料集 ： バレンシア・アコーディオン

Fair wind　瀬尾公治画集
Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Prismanimation Illust Komplette!

Fate/Zero 美術集
ふしぎの海のナディア THE SECRET OF BLUE WATER 設定資料集

ブラックラグーン設定資料集

武内直子 美少女戦士セーラームーン 原画集 Vol.III
武内直子 美少女戦士セーラームーン 原画集 Vol.Ⅳ
武内直子 美少女戦士セーラームーン 原画集 vol.V
武内直子 美少女戦士セーラームーン 原画集 Vol.∞

響け!ユーフォニアム 公式設定資料集
ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 設定資料集

テリウス・リコレクション 上

バジリスク～甲賀忍法帖～ オフィシャルファンブック
花咲くいろは　花咲く設定資料集

バンドリ! ガールズバンドパーティ! 　ビジュアルブック
武内直子 美少女戦士セーラームーン 設定資料集
武内直子 美少女戦士セーラームーン 原画集 Vol.I
武内直子 美少女戦士セーラームーン 原画集 Vol.II

狗神煌Artworks 猫毒PARADE　限定版
ネプテューヌシリーズ　超次元ビジュアルクロニクル

TVアニメ ノーゲーム・ノーライフ COMPLETE FANBOOK
荒川弘イラスト集 鋼の錬金術師

化物語 KEY ANIMATION NOTE 上巻
化物語 KEY ANIMATION NOTE 下巻

中二病でも恋がしたい! 公式設定資料集
「刀剣乱舞-花丸-」動画工房公式 設定資料集 上巻
「刀剣乱舞 花丸」動画工房公式 設定資料集 下巻

怒首領蜂大復活 公式設定資料集
となりの怪物くん ろびこイラストレーション SPECIAL EDITIO

NO.6 toi8デザイン＆アートワークス

ゲーム ソードアート･オンライン　5周年記念 公式設定資料集
ソフィー・フィリス・リディー&スールのアトリエ
不思議シリーズ　公式ビジュアルコレクション

W -三嶋くろね ART WORKS-
飯塚晴子　イラスト集 たまゆら

ダンガンロンパ1・2 Reload 超高校級の公式設定資料集 -再装填-
三嶋くろね画集　Cheers! この素晴らしい世界に祝福を! (通常版)

戦姫絶唱シンフォギアGアニメ原画集+more
副島成記 & P-STUDIOアートユニット　ART WORKS 2010-2017


