
タイトル 巻数 買取金額 カンナさーん！ 1～ ¥300
あ行 1～13巻セット セット ¥4,200
青空エール 12～ ¥150 キジトラ猫の小梅さん（１～16巻セット） セット ¥3,400
（1～19巻セット） セット ¥3,000 君じゃなきゃダメなんだ 1～ ¥150
蒼の封印（１～１１巻セット) セット ¥1,200 キミとだけは恋に堕ちない 2～ ¥100
赤髪の白雪姫 9～ ¥150 君とユリイカ 1～ ¥100
(1～16巻セット） セット ¥2,550 君は宙のすべて 3～ ¥100
暁のヨナ 1～ ¥300 キャンディ・キャンディ 1～ ¥500
(1～24巻セット） セット ¥7,500 キャンディ・キャンディ【初版】 4～ ¥1,000
あさりちゃん 1～ ¥100 銀盤騎士（1～11巻セット） セット ¥1,800
(1～100巻セット） セット ¥10,500 黒崎くんの言いなりになんてならない 5～ ¥250
アシガール 2～ ¥250 （１～9巻セット） セット ¥3,000
アセメくんののんびり肉食日誌 1～ ¥200 黒伯爵は星を愛でる 1～ ¥150
アトリエ777 1～ ¥200 群青にサイレン 1～ ¥200
青AO-Natsu夏 2～ ¥250 こいいじ 1～ ¥150
兄に愛され過ぎて困ってます 1～ ¥300 恋がヘタでも生きてます 1～ ¥250
（１～7巻セット） セット ¥2,400 校舎のうらには天使が埋められている 2～ ¥150
兄友 1～ ¥200 恋するカラフル～ぜんぶキミとはじめて～ 1～ ¥150
あやかし緋扇 4～ ¥150 紅茶王子（1～25巻セット） セット ¥2,600
(1～12巻セット） セット ¥1,950 黒曜のシークは愛を囁く 1～ ¥100
イタズラなkiss 1～ ¥150 高台家の人々 1～ ¥250
(1～23巻セット） セット ¥3,600 午前0時キスしに来てよ 4～ ¥200
一礼して、キス 1～ ¥150 こどものおもちゃ 1～ ¥100
ういらぶ～初々しい恋のおはなし～ 1～ ¥150 コレットは死ぬことにした 1～ ¥200
歌うたいの黒うさぎ 1～ ¥100 これはきっと恋じゃない 1～ ¥150
うそカノ 3～ ¥150 さ行
嘘つきボーイフレンド 1～ ¥200 桜の花の紅茶王子 1～ ¥100
嘘解きレトリック 1～ ¥200 砂漠のハレム 1～ ¥150
海街diary 2～ ¥200 さばげぶっ！（1～13巻セット） セット ¥2,100
エリートジャック！！ 1～ ¥200 ４月の君、スピカ 1～ ¥250
王様に捧ぐ薬指 1～ ¥250 死と彼女と僕シリーズ 1～ ¥200
王子さまには毒がある 1～ ¥150 12歳。 8～ ¥300
狼陛下の花嫁（1～16巻セット） セット ¥3,400 （1～11巻セット） セット ¥3,600
オコジョさん 1～ ¥100 10万分の１ 2～ ¥200
オットに恋しちゃダメですか？ 1～ ¥200 昭和元禄落語心中 6～ ¥250
俺様ティーチャー(1～24巻セット） セット ¥6,000 吹彩 1～ ¥200
オレ嫁～オレの嫁になれよ～ 1～ ¥200 水神の生贄（はなよめ） 2～ ¥150
Orange（1～６巻セット） セット ¥700 好きって言わせる方法（１～９巻セット） セット ¥1,500
か行 スミカスミレ 2～ ¥200
架刑のアリス 3～ ¥200 ３D彼女（リアルガール） （1～12巻セット） セット ¥2,600
カードキャプターさくら(なかよし60周年記念版) 2～ ¥450 ＳＳＢ-青春姉妹ｓ- 1～ ¥150
カードキャプターさくら クリアカード編 2～ ¥100 制服でヴァニラ・キス 2～ ¥100
カードキャプターさくら 1～ ¥150 セキララにキス 1～ ¥200
(1～12巻セット） セット ¥1,950 ７SEEDS 1～ ¥200
怪盗アマリリス 1～ ¥100 （1～35巻セット） セット ¥7,200
カカフカカ 1～ ¥100 センセイ君主 1～ ¥250
影野だって青春したい 1～ ¥250 （1～13巻セット） セット ¥3,500
学園ベビーシッターズ（1～14巻セット） セット ¥2,250 それでも世界は美しい（1～16巻） セット ¥2,550
学園アリス 1～ ¥100 た行
(1～31巻セット） セット ¥3,200 男水 1～ ¥250
ＫＡＴＡＮＡ(ASUKACOMICS DX版) 1～ ¥200 ちはやふる 15～ ¥250
片翼のラビリンス 1～ ¥200 （1～35巻セット） セット ¥9,000
学校の怪談　小川京美 作 1～ ¥200 ちゃおホラーコミックスシリーズ どの巻でも ¥100
神木兄弟おことわり 1～ ¥200 超少女明日香シリーズ 1～ ¥100
ガラスの仮面 1～ ¥150 椿町ロンリープラネット 2～ ¥200
(1～49巻セット） セット ¥7,500 つばさとホタル 1～ ¥200
カンナとでっち 1～ ¥200 悪魔（デイモス）の花嫁シリーズ 1～ ¥200



た行 姫ちゃんのリボン（1～10巻セット） セット ¥1,100
タイトル 巻数 買取金額 ひるなかの流星 1～ ¥150
出口ゼロ ５～ ¥200 （１～12巻セット） セット ¥1,950
天上の虹 1～ ¥100 覆面系ノイズ 1～ ¥300
電撃デイジー（１～１６巻セット） セット ¥1,700 ふしぎ遊戯（1～18巻セット） セット ¥1,900
東京タラレバ娘 1～ ¥250 ふつうの恋子ちゃん 1～ ¥200
（1～8巻セット） セット ¥2,250 BLACK　BIRD（1～18巻セット） セット ¥1,900
動物のお医者さん 1～ ¥150 放課後カルテ（1～14巻セット） セット ¥3,000
（1～12巻セット） セット ¥1,950 僕の家においで 4～ ¥250
動物のお医者さん(愛蔵版) 1～ ¥250 僕の地球を守って（1～21巻セット） セット ¥2,200
(1～6巻セット） セット ¥1,750 ボクラノキセキ（1～15巻セット） セット ¥2,400
透明なゆりかご 1～ ¥150 ホットロード 1～ ¥500
ときめきトゥナイト 1～ ¥100 僕の花にメランコリー 1～ ¥200
(1～30巻セット） セット ¥3,100 煩悩パズル 2～ ¥100
ときめきミッドナイト（1～9巻セット） セット ¥1,000 ま行
都市伝説　亜月亮　作 1～ ¥250 町田くんの世界 1～ ¥150
突然ですが、明日結婚します 1～ ¥250 ママレード・ボーイ（1～8巻セット） セット ¥900
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
ドーリィ♪カノン 2～ ¥150 メイちゃんの執事 DX 1～ ¥100
な行 や行
ナゾトキ姫は名探偵 1～ ¥100 やじきた学園道中記 1～ ¥100
夏目友人帳 9～ ¥200 やじきた学園道中記Ⅱ 1～ ¥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
なないろ革命 1～ ¥200 夕暮れライト 1～ ¥150
菜の花の彼 10～ ¥200 夢みる太陽 1～ ¥250
なまいきざかり 1～ ¥250 （１～１０巻セット） セット ¥2,750
逃げるは恥だが役に立つ 1～ ¥300 夢みる太陽（新装版 双葉社） 3～ ¥300
(1～9巻セット） セット ¥3,000 夢の雫、黄金の鳥籠 6～ ¥150
猫絵十兵衛御伽草紙(1～18巻セット） セット ¥4,750 ら行
猫田のことが気になって仕方ない 1～ ¥200 ラストゲーム 3～ ¥150
は行 LOVE SO LIFE 6～ ¥100
はじめてのケダモノ 1～ ¥200 (1～17巻セット） セット ¥1,800
ハチミツとクローバー（１～１０巻セット） セット ¥1,100 Ｌａｎｄｒｅａａｌｌ 1～ ¥200
ハツ・ハル 3～ ¥150 わ行
ハッピー！（１～３３巻セット） セット ¥3,400 私たちには壁がある。 6～ ¥150
ハッピー！ハッピー♪ 1～ ¥150 私がモテてどうすんだ 4～ ¥250
バディゴ! 1～ ¥200 わたしの上司 1～ ¥200
パーフェクトワールド 1～ ¥200
花にけだもの(1～10巻セット） セット ¥1,650
花のち晴れ～花男Nest Season～ 1～ ¥200
ハニーレモンソーダ 1～ ¥150
薔薇王の葬列 2～ ¥150
春待つ僕ら 1～ ¥300
パレスメイジ 1～ ¥150
光とともに．．．-自閉症児を抱えて- 2～ ¥350
PとJK 1～ ¥300
（1～9巻セット） セット ¥3,000
美少女戦士セーラームーン（旧版） 1～ ¥200
（1～18巻セット） セット ¥3,800
美少女戦士セーラームーン（新装版） 1～ ¥200
（1～12巻セット） セット ¥2,600
ピーチガール 1～ ¥150
（１～１８巻セット） セット ¥2,850
人は見た目が100パーセント 1～ ¥350
ヒノコ 1～ ¥100
雛鳥のワルツ 1～ ¥150
ヒミツのアイちゃん（1～15巻セット） セット ¥1,600


