
あ行 単巻 買取金額 セット 買取金額 さ行 単巻 買取金額 セット 買取金額

ｉショウジョ 1～ ¥250 13巻セット ¥3,500 蒼天の拳 22巻セット ¥2,300

アイシールド21 21～ ¥150 37巻セット ¥5,700 た行 単巻 買取金額 セット 買取金額

青の祓魔師 13～ ¥250 19巻セット ¥5,000 ダブルハード 1～ ¥150 30巻セット ¥4,650

アナノムジナ 1～ ¥200 D.Gray-man 11～ ¥200 25巻セット ¥5,200

甘い生活 1～ ¥250 40巻セット ¥10,250 テラフォーマーズ 17～ ¥200 20巻セット ¥4,200

甘い生活season2 1～ ¥250 デリバリーシンデレラ 1～ ¥250 11巻セット ¥3,000

磯部磯部衛物語 12巻セット ¥1,950 電影少女 15巻セット ¥1,600

いちご100％ 1～ ¥150 19巻セット ¥3,000 東京喰種 1～ ¥400 14巻セット ¥6,000

いぬまるだしっ 1～ ¥150 11巻セット ¥1,800 東京喰種：Re １～ ¥400 １1巻セット ¥4,800

嘘喰い 1～ ¥350 45巻セット ¥16,100 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険 1～ ¥150 37巻セット ¥5,700

８７ＣＬＯＫＥＲＳ 1～ ¥200 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険　文庫版 1～ ¥200 22巻セット ¥4,600

江戸川乱歩異人館 1～ ¥200 13巻セット ¥2,800 ドラゴンボール(新・旧版) 1～ ¥200 42巻セット ¥8,600

エルドライブ 3～ ¥250 7巻セット ¥2,000 ドラゴンボール(完全版) 34巻セット ¥10,500

エルフェンリート 1～ ¥300 12巻セット ¥3,900 Ｔｏ　ＬＯＶＥる ダークネス 8～ ¥100 18巻セット ¥1,900

炎炎ノ消防隊 4～ ¥250 9巻セット ¥2,500 な行 単巻 買取金額 セット 買取金額

エンジェル伝説 1～ ¥150 15巻セット ¥2,300 ナルト 72巻セット ¥7,300

逢魔ヶ刻動物園 1～ ¥150 5巻セット ¥900 ニセコイ 15～ ¥150

オトメの帝国 3～ ¥250 11巻セット ¥3,000 ノーガンズ・ノーライフ 2～ ¥350 4巻セット ¥1,750

終わりのセラフ 11～ ¥200 14巻セット ¥3,000 は行 単巻 買取金額 セット 買取金額

か行 単巻 買取金額 セット 買取金額 ハイキュー！！ 15～ ¥300 25巻セット ¥7,800

カウンタック 28巻セット ¥5,800 バクマン。 20巻セット ¥2,100

かぐや様は告らせたい 2～ ¥350 5巻セット ¥2,100 花の慶次 1～ ¥150 18巻セット ¥2,850

かっとび一斗 45巻セット ¥4,600 ハンター×ハンター 9/32～ ¥150 34巻セット ¥5,250

家庭教師ヒットマンREBOON！ 42巻セット ¥4,300 ヒカルの碁 1～ ¥200 23巻セット ¥4,800

CUFFS-傷だらけの地図- 1～ ¥200 32巻セット ¥6,600 ヒカルの碁(完全版) 1～ ¥300 20巻セット ¥6,300

カラダ探し 2～ ¥250 12巻セット ¥3,250 火ノ丸相撲 4～ ¥250 15巻セット ¥4,000

KISS×DEATH 1～ ¥250 貧乏神が!　 16巻セット ¥2,550

キャプテン翼 37巻セット ¥3,800 ファイアアパンチ 3～ ¥250

キングダム 1～ ¥400 46巻セット ¥18,800 BTOOM! 21巻セット ¥3,300

銀魂 46～ ¥150 68巻セット ¥10,350 不能犯 2～ ¥350 5巻セット ¥2,100

黒子のバスケ 1～ ¥150 30巻セット ¥4,650 プラチナエンド 4～ ¥250 6巻セット ¥1,750

群青戦記 14巻セット ¥3,000 ブラッククローバー 2～ ¥300 １０巻セット ¥3,300

血界戦線 6～ ¥300 10巻セット ¥3,300 不倫食堂 1～ ¥200

潔癖男子！青山くん 1～ ¥250 10巻セット ¥2,750 ＢＬＥＡＣＨ 55～ ¥100 74巻セット ¥7,500

高校鉄拳伝　タフ 42巻セット ¥4,300 へ～せいポリスめん 14巻セット ¥3,000

TOUHG　タフ 39巻セット ¥4,000 冒険王ビイト 1～ ¥150 13巻セット ¥2,100

ゴールデンカムイ 4～ ¥350 10巻セット ¥3,850 僕のヒーローアカデミア 1～ ¥300 14巻セット ¥4,500

さ行 単巻 買取金額 セット 買取金額 ボルト 2～ ¥150

斉木楠雄のΨ難 2～ ¥250 21巻セット ¥5,500 ま行 単巻 買取金額 セット 買取金額

ＰＳＹＲＥＮ-サイレン- 16巻セット ¥2,250 魔人探偵脳噛ネウロ　 12～ ¥200 23巻セット ¥4,800

左門くんはサモナー 2～ ¥250 9巻セット ¥2,500 魔人探偵脳噛ネウロ　文庫版 12巻セット ¥3,900

サラリーマン金太郎 1～ ¥150 30巻セット ¥4,650 めだかボックス 1～ ¥150 22巻セット ¥3,450

地獄先生ぬ～べ～ 1～ ¥100 31巻セット ¥3,200 もぐささん 3～ ¥200

死役所 2～ ¥350 8巻セット ¥3,150 や行 単巻 買取金額 セット 買取金額

１/１１(じゅういちぶんのいち) 1～ ¥250 9巻セット ¥2,500 夜王 29巻セット ¥4,500

終末のハーレム 1～ ¥350 幽遊白書 1～ ¥250 18巻セット ¥4,750

ジョジョの奇妙な冒険 8～ ¥150 63巻セット ¥9,600 幽遊白書(完全版) 1～ ¥350 15巻セット ¥5,600

ジョジョの奇妙な冒険(文庫版) 27～ ¥200 50巻セット ¥10,200 妖怪少女-モンスガ- 4～ ¥350 13巻セット ¥4,900

ストーン・オーシャン 5～ ¥150 17巻セット ¥2,700 ら行 単巻 買取金額 セット 買取金額

スティール・ボール・ラン 6～ ¥150 24巻セット ¥3,750 ライジングインパクト 1～ ¥150 17巻セット ¥2,700

ジョジョリオン 11～ ¥150 14巻セット ¥2,250 ルーキーズ 24巻セット ¥3,750

食戟のソーマ 4～ ¥150 25巻セット ¥3,300 るろうに剣心 28巻セット ¥2,900

JIN－仁－ 20巻セット ¥3,150 ろくでなしBLUES 1～ ¥100 42巻セット ¥4,300

スラムダンク 1～ ¥250 31巻セット ¥8,000 わ行 単巻 買取金額 セット 買取金額

スラムダンク(完全版) 9～ ¥400 24巻セット ¥10,000 ワールドトリガー 1～ ¥250 18巻セット ¥4,750

世紀末リーダー伝たけし 1～ ¥100 24巻セット ¥2,500 わたるがぴゅん! 1～ ¥200 58巻セット ¥11,800

世紀末リーダー伝たけし　デラックス版 1～ ¥200 13巻セット ¥2,800 ワンダーラビットガール 1～ ¥200 6巻セット ¥1,400

7thGARDEN 3～ ¥250 6巻セット ¥1,750 ワンパンマン 6～ ¥250 13巻セット ¥3,500

双星の陰陽師 4～ ¥250 11巻セット ¥3,000 ワンピース 1～ ¥100 85巻セット ¥8,600
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あ行 単巻 買取金額 セット 買取金額 最上の明医～キングオブニート～ 1～ ¥150 19巻セット ¥3,000

アイ・アムア・ヒーロー ５～ ¥200 21巻セット ¥4,400 史上最強の弟子ケンイチ 1～ ¥150 62巻セット ¥9,450

あいの結婚相談所 1～ ¥250 重版出来！ 8巻セット ¥1,800

あさひなぐ 1～ ¥150 22巻セット ¥3,450 深夜食堂 1～ ¥250 16巻セット ¥4,250

あずみ 48巻セット ¥4,900 双亡帝壊すべし 3～ ¥200

アトム　ザ・ビギニング 1～ ¥250 6巻セット ¥1,750 た行 単巻 買取金額 セット 買取金額

アフロ田中シリーズ 1～ ¥250 だがしかし 5～ ¥200 7巻セット ¥1,600

市場クロガネは稼ぎたい 1～ ¥300 13巻セット ¥4,200 黄昏流星群 1～ ¥250 52巻セット ¥13,250

ＩＴｓ　ＭＹ　ＬＩＦＥ 4～ ¥200 懲役339年 1～ ¥200 4巻セット ¥1,000

犬夜叉 57巻セット ¥5,800 デッドデッドデ・モンズデデデデデストラクション 3～ ¥350 5巻セット ¥2,100

今際の国のアリス 1～ ¥200 18巻セット ¥3,800 でんじゃらすじーさん（シリーズ） 1～ ¥150

今際の路のアリス 1～ ¥200 道士郎でござる 1～ ¥150 8巻セット ¥1,350

うしおととら 3～ ¥150 33巻セット ¥5,100 東京カラス 1～ ¥250

黄金のラフ 1～ ¥300 33巻セット ¥10,200 トクサツガガガ 5～ ¥250 7巻セット ¥2,000

お茶にごす。 3～ ¥150 11巻セット ¥1,800 Dr.コトー診療所 25巻セット ¥2,600

おやすみプンプン 13巻セット ¥2,100 ドラえもん １～ ¥200 45巻セット ¥9,200

か行 単巻 買取金額 セット 買取金額 な行 単巻 買取金額 セット 買取金額

海皇紀 45巻セット ¥6,900 ノ・ゾ・キ・ア・ナ 1～ ¥200

怪盗ジョーカー 24巻セット ¥2,500 は行 単巻 買取金額 セット 買取金額

からかい上手の高木さん 2～ ¥250 5巻セット ¥1,500 白書クロニクル 4～ ¥250

からくりサーカス 43巻セット ¥6,600 ＢＩＲＤＭＥＮ 1～ ¥150 10巻セット ¥1,650

ギャラリーフェイク 1～ ¥250 33巻セット ¥8,500 HEAT-灼熱- 1～ ¥150 17巻セット ¥2,700

境界のRINNE ８～ ¥300 35巻セット ¥10,800 プリンセス・メゾン 1～ ¥250

今日から俺は!! 1～ ¥150 38巻セット ¥5,850 BLUE GIANT 1～ ¥350 10巻セット ¥3,850

キリングバイツ 2～ ¥350 7巻セット ¥2,800 Ｈelck(ヘルク) 1～ ¥250 9巻セット ¥2,500

KING GOLF 3～ ¥150 29巻セット ¥4,500 忘却のサチコ 1～ ¥200 10巻セット ¥2,200

銀狼ブラッドボーン 1～ ¥300 5巻セット ¥1,800 ぼくらの 11巻セット ¥1,200

空母いぶき 3～ ¥350 6巻セット ¥2,450 ま行 単巻 買取金額 セット 買取金額

競女！ 1～ ¥250 17巻セット ¥4,500 マギ 25～ ¥150 34巻セット ¥5,250

ケシカスくん 1～ ¥100 マギ　シンドバットの冒険 4～ ¥150 14巻セット ¥2,350

月光条例 10～ ¥150 29巻セット ¥4,500 名探偵コナン 1～ ¥150 92巻セット ¥13,950

ケンガンアシュラ 2～ ¥350 20巻セット ¥7,350 ＭＡＪＯＲ 78巻セット ¥7,900

恋は雨上がりのように 3～ ¥300 7巻セット ¥2,400 土竜の唄 54巻セット ¥8,250

鋼鉄の華っ柱 9巻セット ¥1,500 モブサイコ１００ 4～ ¥300 14巻セット ¥4,500

心が叫びたがってるんだ。 1～ ¥250 モンキーターン 1～ ¥250

古見さんはコミュ症です。 1～ ¥200 や行 単巻 買取金額 セット 買取金額

殺し屋イチ 10巻セット ¥1,100 YAIBA 24巻セット ¥3,750

金色のガッシュ!! 1～ ¥200 33巻セット ¥6,800 闇金ウシジマくん 1～ ¥350 39巻セット ¥14,000

金色のガッシュ!!　文庫版 1～ ¥300 16巻セット ¥5,100 ら行 単巻 買取金額 セット 買取金額

さ行 単巻 買取金額 セット 買取金額 勇者が死んだ！ 1～ ¥250 8巻セット ¥2,250

サイケまたしても 1～ ¥150 らんま1/2(新・旧版) 25～ ¥200 33巻セット ¥6,800

最終兵器彼女 7巻セット ¥1,200 烈火の炎 33巻セット ¥5,100
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あ行 単巻 買取金額 セット 買取金額 さ行 単巻 金額 セット 金額
ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ 5～ ¥150 21巻セット ¥3,300 セブンスター 1～ ¥200 9巻セット ¥2,000

あげくの果てのカノン 1～ ¥250 ゼロセン 1～ ¥150 8巻セット ¥1,350

亜人 9～ ¥200 10巻セット ¥2,200 た行 単巻 金額 セット 金額
A-BOUT! 19巻セット ¥3,000 ダイヤのＡ 1～ ¥250 47巻セット ¥12,000

アビス 4～ ¥250 ７巻セット ¥2,000 たんさんすいぶ 4～ ¥350 7巻セット ¥2,800

あひるの空 30～ ¥150 48巻セット ¥7,350 中間管理職トネガワ 3～ ¥250 5巻セット ¥1,500

アホガール 5～ ¥200 9巻セット ¥2,000 ツバサ 28巻セット ¥2,900

甘々と稲妻 1～ ¥300 8巻セット ¥2,700 つりキチ三平 1～ ¥250 39巻セット ¥10,000

蟻の王 1～ ¥200 7巻セット ¥2,000 徒然チルドドレン 1～ ¥150 8巻セット ¥1,350

行け！稲中卓球部 1～ ¥200 13巻セット ¥2,800 ディアポリス　異邦警察 1～ ¥250

頭文字Ｄ 1～ ¥100 48巻セット ¥4,900 DAYS 1～ ¥300 22巻セット ¥6,900

いぬやしき 7～ ¥200 8巻セット ¥1,800 鉄拳チンミ 35巻セット ¥5,400

インベスターZ 1～ ¥350 18巻セット ¥6,650 新　鉄拳チンミ 20巻セット ¥3,150

ヴィンランドサガ 18巻セット ¥3,800 デビルズライン 1～ ¥200 6巻セット ¥1,400

宇宙兄弟 3～ ¥350 31巻セット ¥11,200 亜人(デミ)ちゃんは語りたい 4～ ¥350 5巻セット ¥2,100

エムゼロ 1～ ¥200 10巻セット ¥2,200 天空侵犯 3～ ¥350 10巻セット ¥3,850

エリアの騎士 1～ ¥250 57巻セット ¥14,500 天才柳沢教授の生活 34巻セット ¥3,500

エリートヤンキー三郎（１部、２部含む） 51巻セット ¥5,200 伝説の頭　翔 1～ ¥150 11巻セット ¥1,800

代紋(エンブレム)2 62巻セット ¥6,300 ドメスティックな彼女 3～ ¥250 12巻セット ¥3,250

ALL　OUT!! 1～ ¥250 10巻セット ¥2,750 トモダチゲーム 1～ ¥250 9巻セット ¥2,250

か行 単巻 金額 セット 金額 ドラゴン桜 21巻セット ¥4,400

加治隆介の議 1～ ¥150 20巻セット ¥3,150 ドリィ・キルキル １～ ¥250 ９巻セット ¥2,500

累 1～ ¥200 11巻セット ¥2,400 な行 単巻 金額 セット 金額
風光る 44巻セット ¥4,500 七つの大罪 6～ ¥250 25巻セット ¥6,500

疾風伝説　特攻の拓(小版) 1～ ¥150 27巻セット ¥4,200 なにわ友あれ 31巻セット ¥4,800

疾風伝説　特攻の拓（大版） 1～ ¥250 27巻セット ¥7,000 ナニワトモアレ 28巻セット ¥4,350

奏～かなで～ 1～ ¥200 9巻セット ¥2,000 ナニワ金融道 19巻セット ¥3,000

神の雫 １～ ¥250 44巻セット ¥11,250 ノラガミ 5/15～ ¥150 18巻セット ¥2,850

カメレオン 1～ ¥200 47巻セット ¥9,600 は行 単巻 金額 セット 金額
kiss×sis 1～ ¥200 17巻セット ¥3,600 莫逆家族 11巻セット ¥2,400

きのう何食べた？ 12巻セット ¥1,950 はじめの一歩 1～ ¥100 117巻セット ¥11,800

君のいる町 1～ ¥200 27巻セット ¥5,600 はたらく細胞 4～ ¥250

ＧＥ～グッドエンディング～ 7～ ¥250 16巻セット ¥4,250 はねバド！ 1～ ¥350 9巻セット ¥3,500

ぐらんぶる 1～ ¥350 8巻セット ¥3,150 ハレ婚。 2～ ¥300 12巻セット ¥3,900

GREEN　WORLDS(グリーンワールズ) 2～ ¥250 5巻セット ¥1,500 ハロー張りネズミ 1～ ¥250 24巻セット ¥6,250

くろアゲハ 1～ ¥150 9巻セット ¥1,500 ピアノの森 1～ ¥150 26巻セット ¥4,050

恋と嘘 5～ ¥200 6巻セット ¥1,400 ＢＥ-ＢＯＰ-ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ 48巻セット ¥4,900

攻殻機動隊 1～ ¥300 5巻セット ¥1,800 彼岸島（シリーズ） 33巻セット ¥3,400

コウノドリ 1～ ¥200 18巻セット ¥3,800 風夏 1～ ¥200 16巻セット ¥3,400

聲の形 1～ ¥300 7巻セット ¥2,400 フェアリーテイル 1～ ¥200 61巻セット ¥12,400

こもりちゃんはヤる気を出せ 3～ ¥150 ふらいんぐうぃっち 1～ ¥250 6巻セット ¥1,750

さ行 単巻 金額 セット 金額 ベイビーステップ 1～ ¥250 45巻セット ¥11,500

ザ・ファブル 1～ ¥150 10巻セット ¥1,650 宝石の国 5～ ¥250 7巻セット ¥2,000

さぼリーマン 1～ ¥250 鬼灯の冷徹 24巻セット ¥3,750

サルチネス 4巻セット ¥1,000 僕達がやりました 1～ ¥150 9巻セット ¥1,500

さよならクライマー 1～ ¥200 骨が腐るまで 2～ ¥200

四月は君の嘘 1～ ¥300 11巻セット ¥3,600 ボールルームへようこそ 1～ ¥150 9巻セット ¥1,500

ジゴロ次五郎 1～ ¥150 22巻セット ¥3,450 Ｗｈａｔ‘ｓ　Ｍｉｃｈａｅｌ？　ホワッツマイケル 1～ ¥250 8巻セット ¥2,250

ＧＴＯ 25巻セット ¥2,600 ま行 単巻 金額 セット 金額
修羅の門　第弐門 5～ ¥150 18巻セット ¥2,850 マージナルオペレーション 2～ ¥200 8巻セット ¥1,800

柔道部物語 1～ ¥300 11巻セット ¥3,600 女神の鬼 10～ ¥200 29巻セット ¥6,000

修羅の刻 1～ ¥100 15巻セット ¥1,600 もやしもん 13巻セット ¥2,800

修羅の門 1～ ¥100 31巻セット ¥3,200 ら行 単巻 金額 セット 金額
将国のアルタイル 1～ ¥250 19巻セット ¥5,000 山田くんと七人の魔女 16～ ¥150 28巻セット ¥4,350

湘南純愛組 1～ ¥150 31巻セット ¥4,800 UQ HOLDER 1～ ¥250 13巻セット ¥3,500

食糧人類 1～ ¥250 妖怪アパートの幽雅な日常 1～ ¥250 13巻セット ¥3,500

新宿スワン 38巻セット ¥9,750 欲鬼 4～ ¥250 4巻セット ¥1,250

進撃の巨人 1～ ¥150 22巻セット ¥3,450 リアルアカウント 4～ ¥250 15巻セット ¥4,000

涼風 1～ ¥200 18巻セット ¥3,800 打撃王（リトルスラッガー）　凛 1～ ¥150 17巻セット ¥2,700

砂の栄冠 1～ ¥350 25巻セット ¥9,100 煉獄のカルマ 1～ ¥250 5巻セット ¥1,500

生徒会役員共 14巻セット ¥2,250 わ行 単巻 金額 セット 金額
セーラーエース 1～ ¥300 6巻セット ¥2,100 わにとかげきす 1～ ¥250 4巻セット ¥1,250

赤橙(せきとう) 3～ ¥200
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セットのみ

セットのみ

セットのみ

セットのみ

セットのみ

セットのみ

セットのみ

単巻のみ

単巻のみ

単巻のみ

単巻のみ

セットのみ

単巻のみ

単巻のみ

セットのみ

セットのみ

セットのみ

セットのみ

セットのみ

セットのみ

単巻のみ

セットのみ

セットのみ

単巻のみ



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
あ行 さ行 美少女戦士セーラームーン（旧版） 1～ ¥200
青空エール 12～ ¥250 砂漠のハレム 1～ ¥150 （1～18巻セット） セット ¥3,800
（1～19巻セット） セット ¥5,000 ４月の君、スピカ 1～ ¥250 美少女戦士セーラームーン（新装版） 1～ ¥200
蒼の封印（１～１１巻セット) セット ¥1,200 死と彼女と僕シリーズ 1～ ¥200 （1～12巻セット） セット ¥2,600
赤髪の白雪姫 9～ ¥250 12歳。 8～ ¥300 人は見た目が100パーセント 1～ ¥350
(1～16巻セット） セット ¥4,250 （1～12巻セット） セット ¥3,900 ヒノコ 1～ ¥100
暁のヨナ 1～ ¥300 10万分の１ 1～ ¥200 雛鳥のワルツ 1～ ¥150
(1～23巻セット） セット ¥7,200 昭和元禄落語心中 6～ ¥250 ヒミツのアイちゃん（1～15巻セット） セット ¥1,600
アシガール 2～ ¥250 水神の生贄（はなよめ） 1～ ¥150 姫ちゃんのリボン（1～10巻セット） セット ¥1,100
あなたのことはそれほど 2～ ¥250 ＳＳＢ-青春姉妹ｓ- 1～ ¥150 ひるなかの流星 1～ ¥150
兄に愛され過ぎて困ってます 1～ ¥300 センセイ君主 1～ ¥250 （１～12巻セット） セット ¥1,950
（１～7巻セット） セット ¥2,400 （1～12巻セット） セット ¥3,250 覆面系ノイズ 1～ ¥300
兄友 1～ ¥200 た行 ふしぎ遊戯（1～18巻セット） セット ¥1,900
イタズラなkiss 1～ ¥150 地獄少女シリーズ どの巻でも ¥100 ふつうの恋子ちゃん 1～ ¥200
(1～23巻セット） セット ¥3,600 地球のおわりは恋のはじまり 1～ ¥150 BLACK　BIRD（1～18巻セット） セット ¥1,900
歌うたいの黒うさぎ 1～ ¥100 ちはやふる 15～ ¥250 僕の家においで 1～ ¥250
嘘解きレトリック 1～ ¥200 （１～34巻セット） セット ¥8,750 僕の地球を守って（1～21巻セット） セット ¥2,200
海街diary 2～ ¥200 ちゃおホラーコミックスシリーズ どの巻でも ¥100 ボクラノキセキ（1～15巻セット） セット ¥2,400
王子さまには毒がある 1～ ¥150 超少女明日香シリーズ 1～ ¥100 ホットロード 1～ ¥500
俺様ティーチャー 3～ ¥250 椿町ロンリープラネット 2～ ¥200 僕の花にメランコリー 1～ ¥200
(1～24巻セット） セット ¥6,000 天上の虹 1～ ¥100 煩悩パズル 2～ ¥100
か行 電撃デイジー（１～１６巻セット） セット ¥1,700 ま行
架刑のアリス 3～ ¥200 東京タラレバ娘(1～９巻セット) セット ¥2,000 町田くんの世界 1～ ¥100
カードキャプターさくら(なかよし60周年記念版) 2～ ¥450 透明なゆりかご 4～ ¥150 ママレード・ボーイ（1～8巻セット） セット ¥900
カードキャプターさくら クリアカード編 2～ ¥150 とりかえ・ばや 1～ ¥250 メイちゃんの執事（１～２０巻セット） セット ¥2,100
カードキャプターさくら 1～ ¥150 ドーリィ♪カノン 2～ ¥150 メイちゃんの執事 DX 1～ ¥100
(1～12巻セット） セット ¥1,950 な行 や行
影野だって青春したい 1～ ¥250 ナゾトキ姫は名探偵 1～ ¥100 やじきた学園道中記 1～ ¥100
学園ベビーシッターズ（1～14巻セット） セット ¥2,250 夏目友人帳 9～ ¥200 やじきた学園道中記Ⅱ 1～ ¥100
学園アリス 4～ ¥100 (1～21巻セット） セット ¥4,400 闇のパープルアイ（1～12巻セット） セット ¥1,300
(1～31巻セット） セット ¥3,200 なないろ革命 1～ ¥200 夕暮れライト 1～ ¥150
片翼のラビリンス 1～ ¥200 菜の花の彼 1～ ¥250 夢みる太陽 1～ ¥200
ガラスの仮面 1～ ¥150 なまいきざかり 1～ ¥250 （１～１０巻セット） セット ¥4,400
(1～49巻セット） セット ¥7,500 逃げるは恥だが役に立つ 1～ ¥250 夢みる太陽（新装版 双葉社） 5～ ¥300
カンナとでっち 1～ ¥200 (1～9巻セット） セット ¥2,500 夢の雫、黄金の鳥籠 8～ ¥200
カンナさーん！ 1～ ¥250 捏造トラップ -NTR- 1～ ¥100 ら行
1～13巻セット 1～ ¥3,500 は行 ラストゲーム 3～ ¥150
キジトラ猫の小梅さん（１～16巻セット） セット ¥3,400 はじめてのケダモノ 1～ ¥200 LOVE SO LIFE 6～ ¥100
キャンディ・キャンディ 1～ ¥500 ハチミツとクローバー（１～１０巻セット） セット ¥1,100 (1～17巻セット） セット ¥1,800
キャンディ・キャンディ【初版】 1～ ¥1,000 ハツ・ハル 2～ ¥150 Ｌａｎｄｒｅａａｌｌ 1～ ¥200
黒崎くんの言いなりになんてならない 4～ ¥300 ハッピー！（１～３３巻セット） セット ¥3,400 ReReハロ 8～ ¥200
（１～9巻セット） セット ¥3,000 ハッピー！ハッピー♪ 1～ ¥150 わ行
こいいじ 1～ ¥150 バディゴ! 1～ ¥200 私たちには壁がある。 2～ ¥250
恋するカラフル～ぜんぶキミとはじめて～ 1～ ¥150 パーフェクトワールド 1～ ¥200 （１～7巻セット） セット ¥2,000
コレットは死ぬことにした 1～ ¥200 パレスメイジ 1～ ¥150 私がモテてどうすんだ 8～ ¥250
これはきっと恋じゃない 1～ ¥150 光とともに．．．-自閉症児を抱えて- 2～ ¥350 わたしの上司 1～ ¥200


