
ＣＨＡＮＥＬ／ＤＩＯＲ
ＧＵＣＣＩ／ＢＬＧＡＲＩ 他
ＣＨＡＮＥＬ／ＤＩＯＲ
ＧＵＣＣＩ／ＢＬＧＡＲＩ 他

金・プラチナ・ダイヤモンド金・プラチナ・ダイヤモンド

その他、金、プラチナ製品なら何でもOK!!その他、金、プラチナ製品なら何でもOK!!

キズだらけでも!壊れていても!!デザインが古くてもOK!!!キズだらけでも!壊れていても!!デザインが古くてもOK!!!

あなたの家にも眠ってませんか？あなたの家にも眠ってませんか？
・コイン　・めがね　・金杯　・工事用貴金属　・金の贈答品・コイン　・めがね　・金杯　・工事用貴金属　・金の贈答品

地域NO.1の

高額査定!
地域NO.1の

高額査定!

財布財布 強化買取ブランド 強化買取ブランド

etc…他etc…他

強化買取中!!強化買取中!!
サングラスサングラス

G-SHOCK
5600番 FROGMAN
G-SHOCK
5600番 FROGMAN

ミリタリー／スポーツウォッチミリタリー／スポーツウォッチ

当店指定ブランド

※上記の買取金額は状態、デザイン等で変動しますのでご了承ください。※上記の買取金額は状態、デザイン等で変動しますのでご了承ください。

少年コミック・三大出版
（集英社・小学館・講談社）

初版発行
一か月以内 小版¥200買

取　大版¥250買
取

雑誌買取

絵本・児童書買取書籍買取

コミック買取コミック買取

Play Station4 買取額

Nintendo 3DS 買取額

最低¥500買取最低¥200買取

裏モノJAPAN（最新号） 鉄人社 定価の4割
コアコミックス（最新号） コアマガジン 定価の3割
ミリオンムック（発売3ヶ月以内） ミリオン出版 定価の3割
レディコミ雑誌 官能系・ご近所系 （最新号） 定価の5割

アンパンマンの絵本 やなせ たかし 定価の3割
オオカミがキケンってほんとうですか? せき ゆうこ ¥450
Gus & Me（CD付き） キース リチャーズ ¥1,000
ぜったいに おしちゃダメ? ビル・コッター ¥350
ノンタン シリーズ 大友 幸子 定価の3割
はらぺこあおむし エリック・カール 定価の2割
胸ギュン フクザワ×HAJIME FANTASY ¥300
よるくまシリーズ 酒井 駒子 定価の3割
ルビィのぼうけん リンダ・リウカス ¥750

AX 伊坂 幸太郎 ¥450
悪魔とのおしゃべり さとう みつろう ¥300
頭に来てもアホとは戦うな! 田村 耕太郎 ¥700
青くて痛くて脆い 住野 よる ¥400
一億人の英文法 大西 泰斗 ¥600
お金2.0 新しい経済のルールと生き方 佐藤  航陽 ¥400
音楽と洗脳 苫米地 英人 ¥750
夫のちんぽが入らない こだま ¥200
かがみの孤城 辻村 深月 ¥1,000
神さまとのおしゃべり さとう みつろう ¥250
カラヴァル ステファニー・ガーバー ¥1,000
キラキラ共和国 小川 糸 ¥450
崩れる脳を抱きしめて 知念 実希人 ¥600
こうやって、考える。 外山 滋比古 ¥400
言葉にできるは武器になる 梅田 悟司 ¥400
仕事の問題地図 沢渡 あまね ¥450
自己啓発の源流「アドラー」の教え 岸見 一郎 ¥450
嫌われる勇気シリーズ
屍人荘の殺人 今村 昌弘 ¥600
たゆたえども沈まず 原田 マハ ¥850
騙し絵の牙 塩田 武士 ¥800
誕生日大全 増補版 サッフィ・クロフォード ¥1,000
知の整理術 pha ¥350
裸足で逃げる 上間 陽子 ¥600
盤上の向日葵 柚月 裕子 ¥1,000
原宿ゴローズ大全シリーズ ワールドムック999 ¥1,000
百貨の魔法 村山 早紀 ¥400
ヘンテコノミクス 佐藤 雅彦 ¥450
星の子 今村 夏子 ¥350
マジ文章書けないんだけど 前田 安正 ¥450
漫画 君たちはどう生きるか 吉野 源三郎 ¥800

あ　行
アイシールド21 26～集英社 37 巻セット¥150 ¥5,700 
青の祓魔師 16～集英社 単巻のみ¥150
あひるの空 6.8.15.20.22～講談社 48巻セット¥100 ¥4,900 
アホガール 9～講談社 12巻セット¥150 ¥1,950 
市場クロガネは稼ぎたい 11～小学館 13巻セット¥200 ¥2,800 
井の頭ガーゴイル 4～講談社 5 巻セット¥200 ¥1,200 
インベスターZ 8～講談社 21巻セット¥200 ¥4,400 
うしおととら 1～小学館 33巻セット¥150 ¥5,100 
宇宙兄弟 7.12.19.22～講談社 33巻セット¥200 ¥6,800 
うっちゃれ五所瓦 1～小学館 12巻セット¥150 ¥1,950 
エリアの騎士 17～講談社 57巻セット¥100 ¥5,800 
炎炎ノ消防隊 10～講談社 13巻セット¥150 ¥2,100 
お茶にごす。 1～小学館 11巻セット¥200 ¥2,400 

か　行
かぐや様は告らせたい 8～集英社 8 巻セット¥250 ¥2,250 
疾風伝説 特攻の拓 2.6.13.18.20～講談社 27巻セット¥250 ¥7,000 
疾風伝説 特攻の拓 B6版 3～講談社 27巻セット¥300 ¥8,400 
カメレオン 1～講談社 47巻セット¥250 ¥12,000 
からかい上手の高木さん 5～小学館 8 巻セット¥300 ¥2,700 
からかい上手の元高木さん 3～小学館 単巻のみ¥300
からくりサーカス 2.11.13～小学館 43巻セット¥150 ¥6,600 
カラダ探し 7～集英社 17巻セット¥200 ¥3,600 
君のいる町 2.3.4.5.9～講談社 27巻セット¥150 ¥4,200 
鬼滅の刃 1～集英社 10巻セット¥200 ¥2,200 
キャプテン翼 1～集英社 37巻セット¥100 ¥3,800 
QあんどA 3～小学館 6 巻セット¥100 ¥700 
境界のRINNE 20～小学館 40巻セット¥150 ¥6,150 
今日から俺は!! 1-4.6.8-13.25.28.30～小学館 38巻セット¥200 ¥7,800 
キングダム 1～38,48,50集英社 50巻セット¥300 ¥15,300 
銀魂 1～10,19,38,40,54～集英社 72巻セット¥200 ¥14,600 
空母いぶき 5～小学館 9 巻セット¥300 ¥3,000 
GE～グッドエンディング～ 1～講談社 16巻セット¥150 ¥2,550 
グラゼニ 14～講談社 17巻セット¥150 ¥2,700 
グラゼニ～東京ドーム編～ 3～講談社 13巻セット¥150 ¥2,100 
ぐらんぶる 1.2.5.6講談社 10巻セット¥200 ¥2,200 
GREEN WORLDS（グリーンワールズ） 3～講談社 5 巻セット¥200 ¥1,200 
くろアゲハ 2～講談社 9 巻セット¥250 ¥2,500 
黒子のバスケ セットのみ集英社 30巻セット ¥3,100 
クロスゲーム 13～小学館 17巻セット¥100 ¥1,800 
月光条例 9～10,16～小学館 29巻セット¥150 ¥4,500 
ケンガンアシュラ 11～小学館 24巻セット¥250 ¥6,250 
恋と嘘 2.7～講談社 7 巻セット¥200 ¥1,600 
恋は雨上がりのように 5～小学館 10巻セット¥300 ¥3,300 
鋼鉄の華っ柱 セットのみ小学館 9 巻セット ¥1,500 
コウノドリ 7-9.13～講談社 22巻セット¥300 ¥6,900 
聲の形 セットのみ講談社 7 巻セット ¥1,200 
ゴールデンカムイ 3～集英社 13巻セット¥350 ¥4,900 
刻刻 1～講談社 7 巻セット¥300 ¥2,400 
こち亀 1～集英社 200巻セット¥100 ¥20,100 
古見さんはコミュ症です。 7～小学館 8 巻セット¥250 ¥2,250 

さ　行
斉木楠雄のΨ難 1～集英社 25巻セット¥250 ¥6,500 

さよなら私のクライマー 2～講談社 5 巻セット¥150 ¥900 
GTO セットのみ講談社 25巻セット ¥2,600 
四月は君の嘘 4.6.8講談社 11巻セット¥150 ¥1,800 
地獄先生ぬ～べ～ 1～集英社 31巻セット¥150 ¥4,800 
ジゴロ次五郎 1～講談社 22巻セット¥150 ¥3,450 
史上最強の弟子ケンイチ 2.8.12.19.20～22.24小学館 61巻セット¥100 ¥6,200 
死役所 2～集英社 10巻セット¥300 ¥3,300 
終末のハーレム 5～集英社 5 巻セット¥300 ¥1,800 
湘南純愛組 1～講談社 31巻セット¥150 ¥4,800 
少年アシベ 1～集英社 8 巻セット¥150 ¥1,350 
食戟のソーマ 6,7,9,10.12.14.16～集英社 28巻セット¥200 ¥5,800 
食糧人類 5～講談社 単巻のみ¥350
ジョジョの奇妙な冒険 17～集英社 63巻セット¥150 ¥9,600 
ジョジョの奇妙な冒険（文庫版） セットのみ集英社 50巻セット ¥7,650 
ジョジョリオン 9～集英社 17巻セット¥150 ¥2,700 
進撃の巨人 19～講談社 25巻セット¥100 ¥2,600 
進撃の巨人 Befor the fall 5～講談社 14巻セット¥150 ¥2,250 
涼風 8～講談社 18巻セット¥150 ¥3,800 
スティール・ボール・ラン 5～集英社 24巻セット¥200 ¥5,000 
ストーン・オーシャン 6～集英社 17巻セット¥200 ¥3,600 
砂の栄冠 1～講談社 25巻セット¥350 ¥9,100 
スラムダンク 1～集英社 31巻セット¥250 ¥8,000 
スラムダンク（完全版） 1～集英社 24巻セット¥400 ¥10,000 
スラムダンク（完全版） 1～集英社 24巻セット¥400 ¥10,000 
ゼロセン 1～講談社 8 巻セット¥150 ¥1,350 
蒼天の拳 5.12～集英社 22巻セット¥100 ¥2,300 
双亡亭壊すべし 3～小学館 8 巻セット¥200 ¥1,800 

た　行
ダイヤのA 6.21～講談社 47巻セット¥200 ¥9,600 
だがしかし 7.1小学館 10巻セット¥250 ¥2,750 
たくのみ。 5～小学館 5 巻セット¥350 ¥2,100 
中間管理録トネガワ 5～講談社 6 巻セット¥250 ¥1,750 
徒然チルドレン 3～講談社 11巻セット¥150 ¥1,800 
出会って5秒ですぐバトル 6～小学館 7 巻セット¥350 ¥2,800 
DAYS 10～講談社 26巻セット¥250 ¥6,750 
天空侵犯 2～講談社 16巻セット¥300 ¥5,100 
天使な小生意気 7～小学館 20巻セット¥150 ¥3,150 
東京喰種 3～6集英社 14巻セット¥300 ¥4,500 
東京喰種:Re 11～集英社 15巻セット¥300 ¥4,800 
道士郎でござる 4.5.7～小学館 8 巻セット¥150 ¥1,350 
Dr.STONE 1～集英社 単巻のみ¥250
Dr,スランプ 1～集英社 18巻セット¥200 ¥3,800 
Dr,スランプ 完全版 1～集英社 15巻セット¥350 ¥5,600 
Dr,スランプ 文庫版 1～集英社 9 巻セット¥250 ¥2,500 
ドメスティックな彼女 4,12～講談社 18巻セット¥200 ¥3,800 
ドラえもん 1～小学館 45巻セット¥150 ¥6,900 
ドラゴンボール（完全版） セットのみ集英社 34巻セット ¥7,000 
ドラゴンボール（新・旧版）超（スーパー） 1～集英社 42巻セット¥200 ¥8,600 
ドラベース 1.4.10.13～小学館 23巻セット¥150 ¥3,600 

な　行
七つの大罪 8～10.17～講談社 31巻セット¥250 ¥8,000 
波よ聞いてくれ 3～講談社 4 巻セット¥200 ¥1,000 
ナルト セットのみ集英社 72巻セット ¥7,300 
ハイキュー!! 5.27～集英社 31巻セット¥250 ¥8,000 
爆音伝説カブラギ 8～講談社 19巻セット¥200 ¥4,000 

は　行
バクマン。 17～集英社 20巻セット¥100 ¥2,100 
はじめの一歩 1.3.6.7.8.9.19講談社 119巻セット¥100 ¥12,000 
はたらく細胞 3～講談社 5 巻セット¥250 ¥1,500 
バックストリートガールズ 5～講談社 10巻セット¥250 ¥2,750 
はねバド! 5～講談社 12巻セット¥250 ¥3,250 
パラダイス・ロスト 3～講談社 11巻セット¥200 ¥2,400 
ハレ婚。 3～講談社 15巻セット¥350 ¥5,600 
ハンター×ハンター 35～集英社 34巻セット¥150 ¥5,250 
ピアノの森 1～9.19～講談社 26巻セット¥250 ¥6,750 
柊様は自分を探している 4～小学館 8 巻セット¥150 ¥1,350 
ヒカルの碁 セットのみ集英社 23巻セット ¥4,800 
ヒカルの碁（完全版） 5～集英社 20巻セット¥300 ¥6,300 
響 小説家になる方法 2～小学館 9 巻セット¥250 ¥2,500 
風夏 5～講談社 20巻セット¥200 ¥4,200 
フェアリーテイル セットのみ講談社 63巻セット ¥5,000 
不能犯 4～集英社 7 巻セット¥200 ¥1,600 
不滅のあなたへ 2～講談社 6 巻セット¥200 ¥1,400 
ブラッククローバー 2～10.15～集英社 15巻セット¥300 ¥4,800 
BLEACH 53～集英社 74巻セット¥100 ¥7,500 
BLUE GIANT（ブルージャイアント） 2～小学館 10巻セット¥350 ¥3,850 
ベイブレード バースト 1～小学館 9 巻セット¥150 ¥1,500 
ペルソナ5 1～小学館 単巻のみ¥200
鬼灯の冷徹 2～6.14～講談社 単巻のみ¥150
ボールルームへようこそ 5.7.9講談社 9 巻セット¥200 ¥2,000 
僕のヒーローアカデミア 12～集英社 18巻セット¥250 ¥4,750 
ポケットモンスターSPECIAL 2～小学館 52巻セット¥150 ¥7,950 
ボルト 3～集英社 単巻のみ¥150

ま　行
マージナル・オペレーション 9～講談社 10巻セット¥350 ¥3,850 
マギ 1.9.27.29～小学館 36巻セット¥100 ¥3,700 
マギ シンドバットの冒険 10～小学館 17巻セット¥100 ¥1,800 
ムヒョとロージーの魔法相談所 9～集英社 18巻セット¥150 ¥2,850 
MAJOR 2nd 3～小学館 13巻セット¥100 ¥1,400 
モブサイコ100 6～小学館 15巻セット¥300 ¥4,800 

や　行
約束のネバーランド 2～集英社 8 巻セット¥250 ¥2,250 
闇金ウシジマくん 3.7.13～18.30.39～小学館 42巻セット¥200 ¥8,600 
UQ HOLDER（ユーキューホルダー） 3.8～講談社 16巻セット¥200 ¥3,400 
勇者が死んだ! 7～小学館 8 巻セット¥200 ¥1,800 
幽遊白書 2.6.8～集英社 18巻セット¥200 ¥3,800 
幽遊白書（完全版） 5.7～9.13～集英社 15巻セット¥250 ¥4,000 
ゆらぎ壮の幽奈さん 2～集英社 10巻セット¥200 ¥2,200 
妖怪ウォッチ 9～小学館 14巻セット¥100 ¥1,500 

ら　行
らんま1/2（新・旧版） 1-5.9-12.13～小学館 33巻セット¥150 ¥5,100 
るろうに剣心 セットのみ集英社 28巻セット ¥2,900 
烈火の炎 セットのみ小学館 33巻セット ¥3,400 

わ　行
ワールドトリガー セットのみ集英社 18巻セット ¥4,750 
わたるがぴゅん! 1～集英社 58巻セット¥250 ¥14,750 
ワンパンマン 10.12～集英社 16巻セット¥250 ¥4,250 
ワンピース 1～49.77～集英社 88巻セット¥150 ¥13,350 

アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝 ¥1,500
イーグルフライト ¥2,000
ウイニングポスト8 2018 ¥4,000
ウォーキングデッド ¥1,000
ウォーキングデッド シーズン2 ¥1,000
F1 2016 ¥1,000
カーズ3 勝利への道 ¥2,500
GUILTY GEAR Xrd REVELATOR ¥1,000
銀星囲碁 ¥3,500
GRAVITYDAZE ¥2,000
GRAVITYDAZE2 ¥2,000
Gravel ¥3,500
ゲーム天国 ¥2,000
現代大戦略2017 ¥4,000
コールオブデューティ モダンウォーフェア ¥3,000
ゴジラVS ¥4,000
ゴッドオブウォー3リマスター ¥1,500
ザ キング オブ ファイターズ14 ¥3,000
ザ クルーアルティメットエディション ¥2,500
三國志13Withパワーアップキット ¥5,000
ジョジョの奇妙な冒険 ¥2,000
シルバー2425 ¥3,000
深夜廻 ¥3,500
SIMPLEシリーズG4U.Vol.1THE麻雀 ¥1,000
スーパーロボット大戦OGムーン・デュエラーズ ¥1,000
スーパーロボット大戦Ⅴ ¥2,500
千の刃濤、桃花染の皇姫 ¥2,500
閃乱カグラ PEACH BEACH SPLASH ¥2,000
ダークソウル2スカラーオブザファーストシン ¥3,000
ダイイングライト ¥1,000
ダイイングライト ザ・フォロイング エンハンスト・エディション ¥3,000

大戦略 大東亜興亡史3 ¥3,500
大戦略パーフェクト4.0 ¥3,500
ダライアスバースト ¥3,000
W2K18 DELUXE EDITION ¥5,000
月に寄りそう乙女の作法 ¥2,500
デート・ア・ライブ凛緒リンカーネイションHD ¥2,500
DJMAX RESPECT ¥2,500
デヴィニティ:オリジナル・シン エンハンスド・エディション ¥2,500
鉄拳7 ¥3,000
DEAD OR ALIVE5 Last Round ¥4,000
DEAD OR ALIVE Xtreme3Fortune ¥4,000
デビルメイクライ4スペシャルエディション ¥1,000
DOOM VFR ¥2,000
慟哭 そして ¥4,000
ドラゴンクエストヒーローズ2 ¥2,000
MEGA盛りトロピコ5コンプリートコレクション ¥2,500
夏色ハイスクル ¥2,000
NewみんなのGOLF ¥2,000
信長の野望 創造Withパワーアップキット ¥5,000
バイオショック コレクション ¥2,500
ファーミングシミュレーター15 ¥2,000
ファーミングシミュレーター17 ¥3,000
ファイナルファンタジーⅫ ¥2,500
不思議の幻想卿 ¥4,000
PROJECT CARS ¥2,000
ぷよぷよテトリス ¥2,000
WHITEDAY ¥1,500
魔女と百騎兵 Revival ¥2,500
メタルマックス Xeno ¥3,500
メトロ リダックス ¥3,000
メモリーズオフ Innocent Fille ¥3,500
よるのないくに2 ¥1,000
ライズ オブ ザ トゥームレイダー ¥3,000

ライフ イズ ストレンジ ¥1,500
Re:ゼロから始める異世界生活 ¥2,500
レイジングループ ¥1,500
レゴ ジュラシックワールド ¥2,500

アイカツ!My NO.1 Stage! ¥1,500
アイドルタイムプリパラ 夢オールスターライブ! ¥2,000
遊んで将棋が強くなる! 銀星将棋DX ¥1,800
アライアンス・アライブ ¥1,500
アンパンマンとタッチでわくわくトレーニング ¥2,000
イナズマイレブン1・2・3!!円堂守伝説 ¥2,500
F1 2011 ¥2,500
カービィ バトルデラックス! ¥2,300
かいておぼえる ドラがな ¥1,500
怪盗ジョーカー 時を超える怪盗と失われた宝石 ¥1,500
逆転裁判123 成歩堂セレクション ¥800
キューブクリエイターDX ¥800
黒子のバスケ 未来へのキズナ ¥2,500
喧嘩番長6 ソウル&ブラッド ¥1,000
昆虫モンスター スーパーバトル ¥1,500
斉木楠雄のΨ難 史上Ψ大のΨ難!? ¥2,300
三國志 ¥2,500
実況パワフルプロ野球ヒーローズ ¥1,000
進撃の巨人～人類最後の翼～CHAIN～ ¥800
真・女神転生 DEEP STRANGE JOURNEY ¥2,500
すみっコぐらし おみせはじめるんです ¥1,500
すみっコぐらし ここ、どこなんです? ¥2,700
世界樹の迷宮Ⅳ 伝承の巨人 ¥800
戦闘中 伝説の忍とサバイバルバトル! ¥800
大逆転裁判 成歩堂龍ノ介の冒険 ¥800
太鼓の達人 どんとかつの時空大冒険 ¥1,000
大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS ¥1,000

ディスク・ウォーズ:アベンジャーズ アルティメットヒーローズ ¥1,500
TEKKEN（鉄拳）3D プライムエディション ¥2,000
デビルサバイバー2ブレイクレコード ¥1,000
デビルサマナーソウルハッカーズ ¥800
トーマスとあそんでおぼえる ことばとかずとABC ¥2,000
洞窟物語3D ¥2,500
ドラゴンクエストⅧ 
空と海と大地と呪われし姫君 ¥2,000
NARUTOナルト疾風伝
忍立体絵巻最強忍界決戦 ¥1,500
NEWラブプラス+  ¥800
信長の野望 ¥2,000
信長の野望2 ¥2,000
バイオハザード リベレーションズ ¥800
薄桜鬼3D ¥2,000
パックマン&ギャラガディメンションズ ¥800
初音ミク Project mirai2 ¥800
百ますドラ算 のび太のタイムバトル ¥1,500
ファミコンリミックス ベストチョイス ¥800
名探偵コナンマリオネット交響曲 ¥1,500
メタルマックス4月光のディーヴァ ¥2,500
メダロット クラシックス カブトVer. ¥1,700
メダロット クラシックス クワガタVer. ¥1,700
モンスターハンターXX ¥800
ルーンファクトリー4 ¥800
ロックマン クラシックスコレクション ¥800
ぷよぷよ!! ¥800
プロ野球スピリッツ2011 ¥3,500
Hey! ピクミン ¥1,500
ベイブレードバースト ゴッド（「バルドゥール.β.β 邪神Ver.」 同梱） ¥2,500
牧場物語 3つの里の大切な友だち ¥1,500
星のカービィロボボプラネット ¥2,000
まめゴマはっぴー!スイーツファーム ¥1,500

¥5,000買取保証
光るキーボード&
アコギ &三線
光るキーボード&
アコギ &三線
動作良好付属品完品なら動作良好付属品完品なら

※全て状態美品、完動品が対象です。在庫状況により変動致します。詳しくは担当スタッフまで※全て状態美品、完動品が対象です。在庫状況により変動致します。詳しくは担当スタッフまで

磁気ネックレス高価買取中!!

その他磁気ネックレスも高価買取いたします。

SEV ルーパーtypeG

～¥7,000
上記の買い取り金額は状態良好の物が対象となり状態により金額が
異なります。

 国内外問わず、
状態良好品は高価買取!!
 国内外問わず、

状態良好品は高価買取!!
壊れていても買取OK! 捨てずにお持ち下さい。壊れていても買取OK! 捨てずにお持ち下さい。

管楽器買取強化中!!管楽器買取強化中!!

楽器壊れていても買い取ります。
まずは一度お電話下さい!!

買取!!

SEV ルーパーtype3G

～¥14,000 買取!!

メーカー
問わず、買取強化!!

DAIWA、SHIMANO、がまかつなどのトップメーカーはもちろん、沖縄ローカルブランドも大歓迎！！

壊れている物も買取ります!!

磯竿＆スピニングリール

CHANEL・Dior
高価買取中!

ダイビングコンピューターダイビングコンピューター

強化買取中!!強化買取中!!

アニメ・キャラクター・アーティスト・コラボアニメ・キャラクター・アーティスト・コラボ

その他化粧品も買い取り実施中!!

電池切れでも
破損しても
買取いたします

電池切れでも
破損しても
買取いたします

強化買取中!!強化買取中!!

高額ヴィトン買取告知 定番モノグラム商品も高額買取

H0968 
白セラメンズ

H0685
黒セラメンズ

シーマスター 600 
プラネットオーシャン

シーマスター 
アクアテラ クロノメーター

スピードマスター
デイト 3210．50

ラジオミールベース
PAM00210

バロンブルー
MM W6920046

モノグラム
スピーディ各種

モノグラム
パピヨン各種

モノグラム
バティニョール各種

モノグラム
アルマ各種

モノグラム
ルーピング各種

モノグラム
ドーヴィル各種

モノグラム
ポシェット
ガンジュ

モノグラム
エリプス各種

モノグラム
ブローニュ各種

モノグラム
モンスリ各種

モノグラム
リポーター各種

モノグラム
ナイル

モノグラム
アマゾン

モノグラム
ダヌーブ

モノグラム
ヴォワヤージュ

モノグラム
ノエ

モノグラム
ミュゼット各種

モノグラム
トロカデロ各種

モノグラム
長財布　旧型

モノグラム
ガマ口財布

モノグラム
コンパクトジップ

モノグラム
2つ折り財布

モノグラム
キーケース各種

モノグラム
コインケース各種

高級時計 県内一の買取目指します。高級時計 県内一の買取目指します。

沖縄でNO.1の高価買取実施中沖縄でNO.1の高価買取実施中

販売が好調な為在庫がたりません！幅広い強化買取ブランド！あなたのブランド売ってください！！販売が好調な為在庫がたりません！幅広い強化買取ブランド！あなたのブランド売ってください！！

エクスプローラー
114270

エクスプローラー
214270

サブノンデイト
14060

サブマリーナ
16610ルーレット

エクスプローラーⅡ
16570黒

デイトジャスト
116234

デイトジャストⅡ
116300

1着最低¥10保証1着最低¥10保証

キッズ衣料
集めてます

※汚れ・破れ等がございましたら最低保証の対象外となる場合がございます。予めご了承下さい。※汚れ・破れ等がございましたら最低保証の対象外となる場合がございます。予めご了承下さい。

まずはマンガ倉庫那覇店無料査定へお持ち下さい

キッズ衣料は最低保証の
対象外となります。

1着最低¥100保証します1着最低¥100保証します

是
非
当
店
に

お
売
り
下
さ
い
!

着なくなったお洋服お家に眠ってませんか？

※汚れ・破れ等がございましたら最低保証の対象外となる場合がございます。予めご了承下さい。※汚れ・破れ等がございましたら最低保証の対象外となる場合がございます。予めご了承下さい。

買います!!

その他、SHOEI製フルフェイス
ヘルメット各種
その他、SHOEI製フルフェイス
ヘルメット各種

Arai RX-7シリーズ各種Arai RX-7シリーズ各種

Arai ASTRO-IQシリーズ各種Arai ASTRO-IQシリーズ各種

その他、Arai製フルフェイスヘルメット各種その他、Arai製フルフェイスヘルメット各種

Arai RX-7RR5シリーズ各種Arai RX-7RR5シリーズ各種

HONDA J-Cruiseシリーズ各種・各色HONDA J-Cruiseシリーズ各種・各色

¥10,000買取保証¥10,000買取保証2015年以降
製造で美品ならば、
最低でも¥10,000買取保証¥10,000買取保証

¥5,000買取保証¥5,000買取保証2015年以降製造で美品ならば、
最低でも

¥8,000買取保証¥8,000買取保証2015年以降
製造で美品ならば、
最低でも

¥18,000買取保証¥18,000買取保証2015年以降
製造で美品ならば、最低でも

¥10,000買取保証¥10,000買取保証2015年以降
製造で美品ならば、最低でも

¥5,000買取保証¥5,000買取保証2015年以降
製造で美品ならば、最低でも

2015年以降
製造で美品ならば、最低でも

AGV AX-8 EVO Rossiシリーズ各種AGV AX-8 EVO Rossiシリーズ各種

¥12,000買取保証¥12,000買取保証2015年以降
製造で美品ならば、
最低でも

MOMO DESIGN Fighterシリーズ各種・各色MOMO DESIGN Fighterシリーズ各種・各色

ブランドヘルメット

¥18,000買取保証¥18,000買取保証

¥18,000買取保証¥18,000買取保証
X-Fourteenシリーズ各種X-Fourteenシリーズ各種 SIMPSON SPEEDWAY RX12各色SIMPSON SPEEDWAY RX12各色
2015年以降
製造で美品ならば、最低でも

Z-7シリーズ各種Z-7シリーズ各種
2015年以降
製造で美品ならば、最低でも

GT-Airシリーズ各種GT-Airシリーズ各種
2015年以降
製造で美品ならば、最低でも

¥20,000買取保証¥20,000買取保証

¥15,000買取保証¥15,000買取保証

2015年以降
製造で美品ならば、
最低でも

¥1,000～買取¥1,000～買取
●沖縄物語 ●珊瑚物語
●月桃物語

ハーフパンツ サーフパンツ

どんどんお持ちください。高価買取致します。
総柄、リゾート柄なら査定UP↑↑↑総柄、リゾート柄なら査定UP↑↑↑

超
¥1,500～買取¥1,500～買取

※上記金額は状態美品に限ります。又、在庫状況により変動いたします。※上記金額は状態美品に限ります。又、在庫状況により変動いたします。

¥1,000～買取¥1,000～買取
●MAJUN●PAIKAJI

●SUN SURF
●TORI RICHARD
●reyn spooner

かりゆしウェア
アロハシャツ
売ってください
かりゆしウェア
アロハシャツ
売ってください

和柄系アロハなら
査定UPしちゃいます!!

ど
こ
よ
り
も

  

高
く
買
取

   

致
し
ま
す
!!!

ど
こ
よ
り
も

  

高
く
買
取

   

致
し
ま
す
!!!

集めています。

各メーカーカタログ
記載の現行モデル プラス10％UP

¥10,000買取
保証¥10,000買取
保証

査定金額3０％ＵＰ

カメラカメラ

MacBookMacBook
（完品、動作良好で傷なし美品が対象です）

査定金額3０％ＵＰ

防水対応Blue toothスピーカー

（動作良好、国内正規品が対象です）（ただし、動作良好・目立つキズがないものが対象です）

Mac Book、デスクトップPCも高価買取中!Mac Book、デスクトップPCも高価買取中!
但し：キズ無し、付属品揃っててリカバリ可能、正常動作品が対象但し：キズ無し、付属品揃っててリカバリ可能、正常動作品が対象

※再生 PC、企業・学生向けモデルは除く。

¥10,000買取
保証¥10,000買取
保証

さらにCPUがCOREi3、i5、i7ならさらにCPUがCOREi3、i5、i7なら

2013年以降のモデルで
13インチ以上の国内メーカーモデルなら
2013年以降のモデルで
13インチ以上の国内メーカーモデルなら

¥20,000買取
保証¥20,000買取
保証

MacBookPro
2010年以降のモデル 本体のみでも
MacBookPro
2010年以降のモデル 本体のみでも

MacBookair
2010年以降のモデル 本体のみでも
MacBookair
2010年以降のモデル 本体のみでも

¥15,000買取
保証¥15,000買取
保証

AQUOS、REGZA
VIERA、BRAVIA
REAL

AQUOS、REGZA
VIERA、BRAVIA
REAL

ビデオカメラ
防水カメラ
アクションカメラ

ビデオカメラ
防水カメラ
アクションカメラ

（リモコン、B-CASカード動作良好、傷なし美品が対象です）（リモコン、B-CASカード動作良好、傷なし美品が対象です）

32インチ
2012年以降
外付HDD対応モデル

32インチ
2012年以降
外付HDD対応モデル

¥10,000買取
保証¥10,000買取
保証

32

¥1,800買取 ¥1,600買取

ベイブレードバーストミリタリー
コーナー ガスブローバックハンドガン

B-100
スプリガンレクイエム.0.Zt

B-88
ベイランチャーLR

在庫不足につき!緊急高価買取!!

※買取はいずれも状態、在庫、再販などにより価格が変動することがございます。また、仕分けが困難な場合は記載の買取額で買取出来ない場合がありますのでご了承下さい。※買取はいずれも状態、在庫、再販などにより価格が変動することがございます。また、仕分けが困難な場合は記載の買取額で買取出来ない場合がありますのでご了承下さい。

※同一商品は対象外となる場合があります。
※パーツが揃っていて、傷、汚れなしのものが対象です。
※同一商品は対象外となる場合があります。
※パーツが揃っていて、傷、汚れなしのものが対象です。

¥200～買取¥200～買取
箱なしでも

未組立
HGUC MG

ガンプラ素組品ガンプラ素組品

トミカ・チョロQ

その他レアチョロQお売りください！

¥200買取
保証¥200買取
保証

¥800買取
保証¥800買取
保証

¥7,000買取
保証¥7,000買取
保証

箱付き
美品で

開封品でも

¥200買取
保証¥200買取
保証

¥500¥500 ¥1,500¥1,500 ¥5,000¥5,000 上
乗
せ

上
乗
せ

1
コ
1
コ

汚れ無しで

¥10買取
保証¥10買取
保証

1
本
1
本

トミカ&チョロＱ
 高価買取！
トミカ&チョロＱ
 高価買取！

※未開封で状態美品の物が対象のなります。

プラレール

44
5566

本体のみでも
付属品フルセット付属品フルセット

4466
東京マルイ製
動作・状態美品で動作・状態美品で

動作・状態美品で動作・状態美品で
さらにまとめUP!!
10個で10個で

箱付き・状態美品で箱付き・状態美品で

20個で20個で 50個で50個で

箱付き箱付き 箱付き箱付き

¥100買取
保証¥100買取
保証さらに！日本製黒箱・青箱や

リミテッドビンテージはさらに高価買取！

箱無しでも目立つ傷無く、動作良好で

¥50～買取¥50～買取¥50～買取¥50～買取

きゅんキャラきゅんキャラきゅんキャラきゅんキャラ

最
低

¥10～買取¥10～買取¥10～買取¥10～買取最
低

その他アニメグッズ類、
古いものでも小さいものでも

人
気
作
な
ら

さ
ら
に
高
価
買
取
！

その他特撮系フィギュア・ソフビも高価買取！

ISLAND SLIPPERISLAND SLIPPER

SHAKASHAKA

KEENKEEN

TevaTeva SUICOKESUICOKE 日本発!
Tevaに続く
新進気鋭

スポーツサンダル

サンダルサンダル

レザートングサンダル
PT202各種

スエードレザーサンダル
PT203各種

26.0～28.5 26.0～28.5

ミラノ
レザーシリーズ各種

ネオバンジー各種

SHAKA Hiker
スポーツサンダル

Supreme 14SS
slide sandals

Supreme 14SS
slide sandals

ラリースライド各種

スエードサンダルシリーズ
223各種

クリアウォーターCNX
各種

26.0～28.5

26.0～28.5

26.0～28.526.0～28.5 納品書原本
半タグ付きならば

ユニーク02各種

26.0～28.5

26.0～28.5

フリーフォール各種

26.0～28.5

チルアウト各種

26.0～28.5

ラリー各種

26.0～28.5

26.0～28.5

テラフロート
スライド各種

26.0～28.5

アローウッド スウィフト
スリッポン各種

26.0～28.5

26.0～28.5
ユニバーサル
プレミアムレザー各種

DEPA-V
サンダル各種

26.0～28.5

DEPA
サンダル各種

26.0～28.5

SEL V サンダル各種

26.0～28.5

MOTO OG
サンダル各種

ハリケーンXLT各種

26.0～28.5

26.0～28.5

2 3 当店へお持ち
できますか？

4

荷物が多くても、専用駐車場を
150台ご用意しております。24
時間、いつでもお持ちください!

当店の取り扱い品
目なら、何でも買取
いたします。

どんどん
お持ち下さい。過去を売って　未来を買う!

平成00年00
月00日

平成00年00
月00日

平成00年00
月00日

平成00年
00月00日

平成24年
 3月 1日

沖縄県浦
添市城間

2689
マンガ倉庫

 浦添店

1234567
89000号

平成00年0
0月00日まで

有効

身分証明書は
お持ちですか？
運転免許証、パスポートま
たは官公庁発行による身
分証明書に限ります。

1 19歳以上
ですか？

2

3 当店へお持ち
できますか？

4

19歳の誕生日を迎え
ていれば、OK!

荷物が多くても、
専用駐車場を150台
ご用意しております。
24時間、いつでも
お持ちください!

当店の取り扱
い品目なら、
何でも買取い
たします。

どんどんお持ち
下さい。 過去を売って　未来を買う!

平成00年00
月00日

平成00年00
月00日

平成00年00
月00日

平成00年
00月00日

平成24年
 3月 1日

沖縄県浦
添市城間

2689
マンガ倉庫

 浦添店

1234567
89000号

平成00年0
0月00日まで

有効

身分証明書は
お持ちですか？
運転免許証、パスポートまたは官公庁発行に
よる身分証明書に限ります。

●以上がそろえば当店買取カウンターへお越し下さい。●不明な点がありましたら、お気軽にお電話下さい!

那覇店☎098-891-8181☎098-891-8181

高額買取 買
ネットで売るより簡単・確実!!ネットで売るより簡単・確実!!

キラ

キラ

カード買
取

未使用プレイマット未開封カードスリーブ

※未使用品のみ対象となります。※キズ、汚れなどによって、
対象外となる場合がございます。※プライズ品は対象外となります。

※未開封品のみ対象となります。
※レギュラーサイズ、60枚以上のものに限ります。
※キズ、汚れなどによって、対象外となる場合がございます。
※無地、透明スリーブは対象外となります。

No.1

売
っ
て
く
だ
さ
い
！

売
っ
て
く
だ
さ
い
！

未開封カードスリーブ＆未使用プレイマット

の絵本の絵本

高価買取中高価買取中

・あきやまただし・いわいとしお
・かがくいひろし・工藤のりこ
・島田ゆか・鈴木のりたけ
・とよたかずひこ・tupera tupera
・トロル・なかがわひろたか
・のぶみ・長谷川義史・SAKAE
・ふくべあきひろ・益田ミリ
・宮西達也・ヨシタケ シンスケ
・よしながこうたく・わたなべちなつ

・あきやまただし・いわいとしお
・かがくいひろし・工藤のりこ
・島田ゆか・鈴木のりたけ
・とよたかずひこ・tupera tupera
・トロル・なかがわひろたか
・のぶみ・長谷川義史・SAKAE
・ふくべあきひろ・益田ミリ
・宮西達也・ヨシタケ シンスケ
・よしながこうたく・わたなべちなつ

超高価買取中超高価買取中

ワールドオブイングリッシュ・苫
米地英人クライシスサイコロジ
ー・ダイナマイトモチベーショ
ン･モーツァルト脳 等ビジネス教
材等ビジネスオーディオブック

ワールドオブイングリッシュ・苫
米地英人クライシスサイコロジ
ー・ダイナマイトモチベーショ
ン･モーツァルト脳 等ビジネス教
材等ビジネスオーディオブック

官能小説・音楽ムック本
アングラ系雑誌

高価買取中

初版発行1ヶ月以内の本、

定価の1割から５割で
買い取りいたします。

初版発行1ヶ月以内の本、

定価の1割から５割で
買い取りいたします。

文芸(小説)文庫文芸(小説)文庫

(ジャンルや作家、作品、状態により買取価格は変動い
たします。尚、宗教布教本、自費出版本等は除きます。)
(ジャンルや作家、作品、状態により買取価格は変動い
たします。尚、宗教布教本、自費出版本等は除きます。)

アニメ Blu-ray BOX & 全巻セット 強化買取情報!!

アニソン 強化買取情報!!

¥10,000¥10,000 ¥10,000¥10,000 ¥11,000¥11,000 ¥5,500¥5,500 ¥10,000¥10,000
全6巻セット

ユーリ!!!on｠ICE
ゆるゆり さん☆ハイ! 

ぶる～れい
こんぷり～とぼっくす

このはな綺譚
全4巻セット

Fate/Apocrypha
BD BOX   Ⅱ

Fate/Apocrypha
BD BOX   Ⅰ

うたプリ
Shining

Masterpiece
Showシリーズ

各
¥1,200¥1,200

続『刀剣乱舞-花丸-』
歌詠集
其の十一
特装盤

¥700¥700

アイドルマスター
SideM

ORIGIN@L
PIECES07～9

各
¥900¥900

アイドルマスター
LIVETHE@TER
HARMONY
03～06
各

¥700¥700

あんさんぶる
スターズ!

アルバムシリーズ
初回版
各

¥1,200¥1,200

ペパプ・
イン・ザ・
スカイ!

通常 ¥1,000¥1,000
初回 ¥1,400¥1,400

Fate/Grand
OrderOriginal
SoundtrackII
初回版
各

¥1,400¥1,400

『ウマ娘
プリティーダービー』
STARTINGGATE

シリーズ
各

¥500¥500
★ＢＯＸ・セット買ＢＯＸ・セット買取は、まとめＵＰ対象外です。

★上記買取金額は、初回版、および完品･美品の国内版での買取金額となっております。
また在庫や相場の状況により、予告なく金額が変動することがございます。

★ＢＯＸ・セット買ＢＯＸ・セット買取は、まとめＵＰ対象外です。
★上記買取金額は、初回版、および完品･美品の国内版での買取金額となっております。

また在庫や相場の状況により、予告なく金額が変動することがございます。

マンガ倉庫那覇店はどんどん買い取りますマンガ倉庫那覇店はどんどん買い取ります

中古・美品状態なら

¥28,000買取

中古・美品状態なら

¥7,000買取
New NINTENDO 
2DSLL
New NINTENDO 
2DSLL

Nintendo SwitchNintendo Switch
スプラトゥーン２セット

PS VITA
CUH-2000
PS VITA
CUH-2000

中古・美品状態なら

¥10,000買取

中古・美品状態なら

高価買取中

中古・美品状態なら

¥20,000買取
New NINTENDO 
3DSLL
New NINTENDO 
3DSLL

PlayStation4　
500GB（現行モデル）
PlayStation4　
500GB（現行モデル）

Nintendo　
Switch
Nintendo　
Switch

中古・美品状態なら

¥10,000買取

ゲーム買
取

ゲームソフト
まとめUP査定
ゲームソフト
まとめUP査定 ¥800¥800UPUP3本3本 ¥1,600¥1,600UPUP5本5本 ¥5,200¥5,200UPUP

15本15本

¥3,400¥3,400UPUP
10本10本

¥8,000¥8,000UPUP20本20本
PS4・Switch・３DSPS4・Switch・３DS

※記載の買取金額は、在庫、相場に伴い金額が告知なく変動する場合がございますので予めご了承ください。※記載の買取金額は、在庫、相場に伴い金額が告知なく変動する場合がございますので予めご了承ください。※記載の買取金額は、在庫、相場に伴い金額が告知なく変動する場合がございますので予めご了承ください。※記載の買取金額は、在庫、相場に伴い金額が告知なく変動する場合がございますので予めご了承ください。

※ハンドビラ記載のタイトルが対象です。　※キズ・タイトル被り・限定版・イタミ等の商品は、まとめUP査定対象外となります。予めご了承ください。

東宝30cm
シリーズ
東宝30cm
シリーズ

ムービーモンスターソフビシリーズムービーモンスターソフビシリーズ

漫画 サバイバルシリーズ 
チームガリレオ
　　　　  定価の 5割買

取

ｱｲﾄ ﾙ゙ ﾏｽ ﾀｰ ｼﾝﾃ ﾚ゙ﾗｶﾞー ﾙ ｽ 劇゙場 2期1巻～ ¥1,500 キノの旅 the A nim ated Series B lu-ray 上巻 ¥3,500 干物妹! うまるちゃんR　3巻～4巻 ¥2,100

宇宙よりも遠い場所　1巻～2巻 ¥2,500 キノの旅 the A nim ated Series B lu-ray 中巻 ¥4,500 干物妹! うまるちゃんR　5巻 ¥2,100

ガールズ＆パンツァー最終章　第1話 ¥2,500 恋は雨上がりのように　上 ¥6,000 宝石の国　B lu-ray　3巻～ 5巻 ¥2,000

からかい上手の高木さん　1巻 ¥2,000 進撃の巨人 Season2 1巻～ ¥6,000 魔法使いの嫁　1巻 ¥3,300

からかい上手の高木さん　2巻 ¥2,500 戦姫絶唱シンフォギアA XZ 5巻～6巻 ¥2,500 魔法使いの嫁　2巻 ¥5,000


