
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

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ 5～ ¥150 21巻セット ¥3,300 赤橙(せきとう) 3～ ¥200
あげくの果てのカノン 1～ ¥250 セブンスター 1～ ¥200 9巻セット ¥2,000
亜人 9～ ¥200 10巻セット ¥2,200 ゼロセン 1～ ¥150 8巻セット ¥1,350
A-BOUT! 1～ ¥150 19巻セット ¥3,000 天のプラタナス 28巻セット ¥4,350
アビス 3～ ¥250 ７巻セット ¥2,000 た行 単巻 買取金額 セット 買取金額

あひるの空 30～ ¥150 48巻セット ¥7,350 ダイヤのＡ 20～ ¥250 47巻セット ¥12,000
アホガール 2～ ¥200 9巻セット ¥2,000 たんさんすいぶ 1～ ¥350 7巻セット ¥2,800
甘々と稲妻 1～ ¥250 9巻セット ¥2,500 中間管理職トネガワ 3～ ¥250 5巻セット ¥1,500
蟻の王 1～ ¥250 7巻セット ¥2,000 ツバサ 28巻セット ¥2,900
行け！稲中卓球部 1～ ¥250 13巻セット ¥3,500 つりキチ三平 1～ ¥250 39巻セット ¥10,000
頭文字Ｄ 1～ ¥200 48巻セット ¥9,800 徒然チルドドレン 1～ ¥150 8巻セット ¥1,350
いぬやしき 7～ ¥200 8巻セット ¥1,800 ディアポリス　異邦警察 1～ ¥250
井の頭ガーゴイル 3～ ¥200 5巻セット ¥1,200 DAYS 1～ ¥300 23巻セット ¥7,200
インフェクション 1～ ¥150 7巻セット ¥1,200 鉄拳チンミ 1～ ¥150 35巻セット ¥5,400
インベスターZ 1～ ¥250 18巻セット ¥4,750 新　鉄拳チンミ 1～ ¥150 20巻セット ¥3,150
ヴィンランドサガ 1～ ¥200 18巻セット ¥3,800 デビルズライン 1～ ¥250 10巻セット ¥2,750
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 1～ ¥350 5巻セット ¥2,100
エムゼロ 6～ ¥150 10巻セット ¥1,650 天空侵犯 3～ ¥350 13巻セット ¥4,900
エリアの騎士 23～ ¥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 14巻セット ¥3,750
ALL　OUT!! 2～ ¥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 買取金額 セット 買取金額 ドラゴン桜 21巻セット ¥4,400
累 1～ ¥250 11巻セット ¥3,000 ドリィ・キルキル １～ ¥250 10巻セット ¥2,750
加治隆介の議 1～ ¥250 20巻セット ¥5,250 な行 単巻 買取金額 セット 買取金額

疾風伝説　特攻の拓 1～ ¥250 27巻セット ¥7,000 七つの大罪 6.7.14～¥250 27巻セット ¥7,000
疾風伝説　特攻の拓 1～ ¥350 27巻セット ¥9,800 なにわ友あれ 1～ ¥200 31巻セット ¥6,400
風光る 1～ ¥100 44巻セット ¥4,500 ナニワトモアレ 1～ ¥200 28巻セット ¥5,800
奏～かなで～ 1～ ¥150 9巻セット ¥1,500 ナニワ金融道 1～ ¥200 19巻セット ¥4,000
神さまの言うとおり 5巻セット ¥900 ノラガミ 5.15～¥150 18巻セット ¥2,850
神さまの言うとおり 弐 3～ ¥150 21巻セット ¥3,300 は行 単巻 買取金額 セット 買取金額

神の雫 １～ ¥250 44巻セット ¥11,250 爆音伝説カブラギ 9～ ¥150 19巻セット ¥3,000
カメレオン 1～ ¥250 47巻セット ¥1,200 莫逆家族 1～ ¥200 11巻セット ¥2,400
kiss×sis 1～ ¥200 17巻セット ¥3,600 はじめの一歩 1～ ¥100 118巻セット ¥11,900
きのう何食べた？ 1～ ¥150 12巻セット ¥1,950 はたらく細胞 3～ ¥250 5巻セット ¥1,500
君のいる町 9～ ¥200 27巻セット ¥5,600 はねバド！ 1～ ¥350 9巻セット ¥3,500
ＧＥ～グッドエンディング～ 7～ ¥250 16巻セット ¥4,250 パラダイス・ロスト 5～ ¥200 9巻セット ¥2,000
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～ ¥200 26巻セット ¥5,400
恋と嘘 5～ ¥250 6巻セット ¥1,750 ＢＥ-ＢＯＰ-ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ 1～ ¥150 48巻セット ¥7,350
攻殻機動隊 1～ ¥350 5巻セット ¥2,100 彼岸島 1～ ¥150 33巻セット ¥5,100
コウノドリ 3～ ¥250 18巻セット ¥4,750 風夏 1～ ¥250 16巻セット ¥4,250
聲の形 1～ ¥300 7巻セット ¥2,400 フェアリーテイル 38～ ¥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
紺田照の合法レシピ 1～ ¥200 4巻セット ¥1,000 監獄学園(プリズンスクール) 4～ ¥200 24巻セット ¥5,000
今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね 3～ ¥150 5巻セット ¥900 ベイビーステップ 13～ ¥250 45巻セット ¥11,500
さ行 単巻 金額 セット 金額 宝石の国 3～ ¥250 7巻セット ¥2,000
ザ・ファブル 1～ ¥200 10巻セット ¥2,200 鬼灯の冷徹 1～ ¥200 24巻セット ¥5,000
さぼリーマン 1～ ¥250 30巻セット ¥7,750 ボールルームへようこそ 1～ ¥150 9巻セット ¥1,500
さよならクライマー 1～ ¥200 僕達がやりました 1～ ¥250 9巻セット ¥2,500
サルチネス 4巻セット ¥1,000 骨が腐るまで 2～ ¥250 4巻セット ¥1,250
ＧＴＯ 25巻セット ¥2,600 Ｗｈａｔ‘ｓ　Ｍｉｃｈａｅｌ？　ホワッツマイケル 1～ ¥250 8巻セット ¥2,250
四月は君の嘘 1～ ¥300 11巻セット ¥3,300 ま行 単巻 買取金額 セット 買取金額

ジゴロ次五郎 1～ ¥150 22巻セット ¥3,450 マージナルオペレーション 2～ ¥250 8巻セット ¥2,250
修羅の門　第弐門 3～ ¥150 ましろのおと 1～ ¥150 18巻セット ¥2,850
柔道部物語 1～ ¥250 11巻セット ¥3,000 女神の鬼 10～ ¥200 29巻セット ¥6,000
修羅の刻 1～ ¥150 15巻セット ¥2,400 もやしもん 1～ ¥200 13巻セット ¥2,800
修羅の門 1～ ¥150 31巻セット ¥4,800 や行 単巻 買取金額 セット 買取金額

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
少女ファイト 1～ ¥200 14巻セット ¥3,000 UQ HOLDER 1～ ¥250 13巻セット ¥3,500
湘南純愛組 1～ ¥200 31巻セット ¥6,400 妖怪アパートの幽雅な日常 1～ ¥250 14巻セット ¥3,750
食糧人類 2～ ¥300 欲鬼 4～ ¥250 4巻セット ¥1,250
進撃の巨人 1～ ¥150 23巻セット ¥3,600 ら行 単巻 買取金額 セット 買取金額

新宿スワン 38巻セット ¥9,750 リアルアカウント 4～ ¥250 16巻セット ¥4,250
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 1～ ¥150 １４巻セット ¥2,250 わ行 単巻 買取金額 セット 買取金額

セーラーエース 1～ ¥350 6巻セット ¥2,450 わにとかげきす 1～ ¥250 4巻セット ¥1,250
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