
あ行 単巻 買取金額 セット 買取金額 双星の陰陽師 4～ ¥250 12巻セット ¥3,250

ｉショウジョ 1～ ¥250 14巻セット ¥3,500 蒼天の拳 22巻セット ¥2,300

アイシールド21 26～ ¥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～ ¥150 25巻セット ¥3,900

甘い生活 1～ ¥250 40巻セット ¥10,250 テラフォーマーズ 9.12～ ¥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 12巻セット ¥5,200

嘘喰い 1～ ¥350 47巻セット ¥16,800 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険 1～ ¥150 37巻セット ¥5,700

８７ＣＬＯＫＥＲＳ 6～ ¥200 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険　文庫版 1～ ¥150 22巻セット ¥3,450

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 31巻セット ¥6,400

エルドライブ 3～ ¥250 8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～ ¥250 12巻セット ¥3,250 Ｔｏ　ＬＯＶＥる ダークネス 8～ ¥150 18巻セット ¥2,850

炎炎ノ消防隊 4～ ¥250 10巻セット ¥2,750 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 25巻セット ¥3,900

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 27巻セット ¥8,400

カウンタック 23～ ¥200 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 6巻セット ¥2,450 花の慶次 1～ ¥150 18巻セット ¥2,850

かっとび一斗 1～ ¥100 45巻セット ¥4,600 ハンター×ハンター 9～ ¥200 34巻セット ¥6,800

家庭教師ヒットマンREBOON！ 42巻セット ¥4,300 ヒカルの碁 1～ ¥250 23巻セット ¥6,000

CUFFS-傷だらけの地図- 1～ ¥250 32巻セット ¥8,250 ヒカルの碁(完全版) 1～ ¥350 20巻セット ¥7,350

カラダ探し 2～ ¥250 14巻セット ¥3,750 火ノ丸相撲 4～ ¥250 15巻セット ¥4,000

KISS×DEATH 1～ ¥250 5巻セット ¥1,500 貧乏神が!　 16巻セット ¥2,550

鬼滅の鬼 １～ ¥150 ７巻セット ¥1,200 ファイアアパンチ 2～ ¥250 6巻セット ¥1,750

キャプテン翼 1～ ¥100 37巻セット ¥3,800 BTOOM! 21巻セット ¥3,300

キングダム 1～ ¥400 47巻セット ¥19,200 不能犯 1～ ¥350 5巻セット ¥2,100

銀魂 54～ ¥200 69巻セット ¥14,000 プラチナエンド 3～ ¥250 6巻セット ¥1,750

黒子のバスケ 1～ ¥150 30巻セット ¥4,650 ブラッククローバー 1～ ¥300 12巻セット ¥3,900

群青戦記 5～ ¥250 14巻セット ¥3,000 ＢＬＥＡＣＨ 62～ ¥100 74巻セット ¥7,500

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 へ～せいポリスめん 1～ ¥200 14巻セット ¥3,000

高校鉄拳伝　タフ 42巻セット ¥4,300 冒険王ビイト 1～ ¥150 13巻セット ¥2,100

TOUHG　タフ 39巻セット ¥4,000 僕のヒーローアカデミア 1～ ¥300 14巻セット ¥4,500

ゴールデンカムイ 4～ ¥350 11巻セット ¥4,200 ボルト 2～ ¥150

こちら葛飾区亀有公園前派出所 1～ ¥100 200巻セット ¥20,100 ま行 単巻 買取金額 セット 買取金額

この音とまれ! 1～ ¥150 15巻セット ¥2,400 魔人探偵脳噛ネウロ　 12～ ¥150 23巻セット ¥3,600

さ行 単巻 買取金額 セット 買取金額 魔人探偵脳噛ネウロ　文庫版 5～ ¥150 12巻セット ¥1,950

斉木楠雄のΨ難 2～ ¥250 22巻セット ¥5,750 めだかボックス 1～ ¥150 22巻セット ¥3,450

ＰＳＹＲＥＮ-サイレン- 16巻セット ¥2,250 もぐささん 3～ ¥200 10巻セット ¥2,200

左門くんはサモナー 2～ ¥250 10巻セット ¥2,750 や行 単巻 買取金額 セット 買取金額

サラリーマン金太郎 1～ ¥250 夜王 5～ ¥150 29巻セット ¥4,500

地獄先生ぬ～べ～ 1～ ¥150 31巻セット ¥4,800 約束のネバーランド 1～ ¥150

死役所 2～ ¥350 9巻セット ¥3,500 幽遊白書 1～ ¥250 18巻セット ¥4,750

１/１１(じゅういちぶんのいち) 3～ ¥250 9巻セット ¥2,500 幽遊白書(完全版) 1～ ¥350 15巻セット ¥5,600

終末のハーレム 1～ ¥350 ゆらぎ壮の幽奈さん 1～ ¥150 6巻セット ¥1,050

食戟のソーマ 2～ ¥150 25巻セット ¥3,900 妖怪少女-モンスガ- 4～ ¥350 14巻セット ¥4,900

ジョジョの奇妙な冒険 8～ ¥200 63巻セット ¥12,800 ら行 単巻 買取金額 セット 買取金額

ジョジョの奇妙な冒険(文庫版) 27～ ¥300 50巻セット ¥15,300 ライジングインパクト 1～ ¥150 17巻セット ¥2,700

ストーン・オーシャン 5～ ¥250 17巻セット ¥4,500 ルーキーズ 7～ ¥150 24巻セット ¥3,750

スティール・ボール・ラン 6～ ¥250 24巻セット ¥6,250 るろうに剣心 28巻セット ¥2,900

ジョジョリオン 9～ ¥150 15巻セット ¥2,400 ろくでなしBLUES 1～ ¥100 42巻セット ¥4,300

JIN－仁－ 8～ ¥150 20巻セット ¥3,150 わ行 単巻 買取金額 セット 買取金額

スラムダンク 1～ ¥250 31巻セット ¥8,000 ワールドトリガー 7～ ¥250 18巻セット ¥4,750

スラムダンク(完全版) 9～ ¥400 24巻セット ¥10,000 わたるがぴゅん! 1～ ¥250 58巻セット ¥14,750

世紀末リーダー伝たけし 1～ ¥150 24巻セット ¥3,750 ワンダーラビットガール 1～ ¥200 7巻セット ¥1,600

世紀末リーダー伝たけし　デラックス版 1～ ¥250 13巻セット ¥3,500 ワンパンマン 6～ ¥250 14巻セット ¥3,750

7thGARDEN 3～ ¥250 6巻セット ¥1,750 ワンピース 1～ ¥150 86巻セット ¥13,050

セットのみ

単巻のみ

単巻のみ

セットのみ

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

単巻のみ

単巻のみ

セットのみ

セットのみ

単巻のみ

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


