
タ行 作者 出版社 SET巻数 買取金額ア行 作者 出版社 SET巻数 買取金額

愛気 ISUTOSHI 少年画報 全14巻 \800
アカギ　 福本伸行 竹書房 1～34巻 \4,000
ＡＩの遺伝子 山田 胡瓜 秋田書店 全巻 \300
ＯＵＴ みずたまこと 秋田書店 7巻～ \300
アクメツ 余湖裕輝 秋田書店 全18巻 \1,000
アホリズム 宮条カルナ スクエニ 全14巻 \1,500
荒くれKNIGHT 新書版 吉田聡 秋田書店 全28巻 \2,500
荒くれKNIGHT 吉田聡 少年画報社 全28巻 \2,500
荒くれKNIGHT 高校爆走編 吉田聡 少年画報社 全11巻 \1,000
ＡＲＩＡ　アリア 天野こずえ マッグガーデン 全12巻 \1,000
異世界居酒屋「のぶ」 転 角川書店 全巻 \400
異世界で「黒の癒しの手」っ
て呼ばれてます

ふじま美耶 アルファポリス 全巻 \400

異世界でカフェを開店しまし
た。

甘沢林檎 アルファポリス 全巻 \400

一騎当千 塩崎雄二 ワニブックス 1～24巻 \2,000
いっぽん！ 佐藤タカヒロ 秋田書店 全14巻 \2,500
ＩＭーイム 森下 真 スクエニ 7巻～ \200
伊藤潤二傑作集 伊藤潤二 朝日コミック 全巻 \500
殷周伝説～太公望伝奇 横山光輝 潮出版社 全巻 \200
兎 伊藤誠 竹書房 1～16巻 \500
ウダウダやってるヒマはねェ 米原秀幸 秋田書店 全21巻 \1,000

浦安鉄筋家族 浜岡賢次 秋田書店 全31巻 \3,000
ウルフガイ 平井和正 秋田書店 全12巻 \500
ウロボロス警察ヲ裁クハ我ニ
アリ

神崎裕也 新潮社 全24巻 \2,000

エアマスター　 柴田ヨクサル 白泉社 全28巻 \1,500
エイケン　 松山せいじ 秋田書店 全18巻 \800
衛府の七忍 山口貴由 秋田書店 3巻～ \350
エクセルサーガ 六道紳士 少年画報社 全27巻 \1,000
エマ 森薫 エンターブレイン 全10巻 \500
エルフを狩るモノたち 矢上裕 メディア 全21巻 \500
ＡＮＧＥＬ 遊人 日本文芸 全7巻 \500
エンジェルハート 北条司 新潮社 全33巻 \1,000
オーバーロード 深山フギン 角川書店 全巻 \400
オーダーメイド 高橋一仁 芳文社 3巻～ \350
乙嫁語り 森薫 エンター 1～9巻 \1,000
男どアホウ甲子園 水島新司 秋田書店 全28巻 \1,000
鬼組 藤井克乙 秋田書店 全18巻 \800

全巻 \350
1～101巻 \36,000

おはようKジロー 水島新司 秋田書店 全29巻 \1,000

鬼平犯科帳 さいとうたかを 文春時代

カ行 作者 出版社 SET巻数 買取金額

覚悟のススメ 山口貴由 秋田書店 全11巻 \500
風が如く 米原秀幸 秋田書店 全8巻 \500
香取センパイ 秋好賢一 秋田書店 全11巻 \300
賭ケグルイ 斎木桂 スクエニ 全巻 \400
神様のバレー 西崎泰正 芳文社 全巻 \430
神アプリ 栗原正尚 秋田書店 7巻～ \350
喰霊 瀬川はじめ 角川書店 全12巻 \300

全巻 \200
全21巻 \4,500

ガンスリンガーガール 相田裕 メディア 全14巻 \500
元祖・浦安鉄筋家族　 浜岡賢次 秋田書店 全28巻 \2,000
かんなぎ 武梨えり 一迅社 1～11巻 \500
機動戦士ガンダム0079 近藤和久 メディア 全12巻 \500
義風堂々 原泰久 新潮社 全9巻 \300
義風堂々　酒語り 原泰久 新潮社 全10巻 \800
ギフト± ナガテユカ 日本文芸 全巻 \350
ギャングキング 柳内大樹 少年画報社 1～29巻セット \1,000
QP 全8巻 \500
QP　Ｒ 全8巻 \500
キューティクル探偵因幡 もち スクエニ 1～17巻セット \1,000
ギリギリアウト ソウマトウ 電撃 2巻～ \350
京四郎 樋田博之 秋田書店 全25巻 \1,000
キリン 東本昌平 少年画報社 全35巻 \4,000
銀牙伝説　ウィ－ド　 高橋よしひろ 日本文芸 全60巻 \5,000
クズの本懐 横倉メンゴ スクエニ 全巻 \350
蜘蛛ですが、なにか？ かかし朝浩 角川書店 全巻 \350
グレアー 田中広 少年画報 全16巻 \500
クレヨンしんちゃん 臼井儀人 双葉社 1～50巻セット \2,000
クローズ　 高橋ヒロシ 全26巻 \1,000
クローズ完全版 高橋ヒロシ 全19巻 \2,000
クローズZERO 内藤ケンイチロウ 秋田書店 全9巻 \500
クローバー 平川哲弘 秋田書店 全43巻 \1,500
黒神 朴晟佑 スクエニ 全18巻 \800
鉄のラインバレル 清水栄一 秋田書店 全25巻 \800
黒鷲死体宅配便 大塚英志 角川書店 全24巻 \800
黒×羊 木根ヲサム 小学館 全8巻 \300
黒執事 枢やな スクエニ 1～24巻セット \2,000
賢者の孫 緒方俊輔 角川書店 全巻 \350

全巻 \300
1～28巻 \9,000

拳闘暗黒伝セスタス　 技来静也 白泉社 全15巻 \300
GO AND GO 古谷野孝雄 秋田書店 全30巻 \1,500
交響詩篇エウレカセブン 片岡人生 角川書店 全6巻 \300
ゴールド　 山本隆一郎 少年画報社 全16巻 \800
小林さんちのメイドドラゴン クール教信者 双葉社 2巻～ \300
悟空道 山口貴由 秋田書店 全13巻 \800
ゴッドサイダーセカンド 巻来功士 新潮社 全16巻 \500
この素晴らしい世界に祝福を！ 渡真仁 角川書店 3巻～ \420
ゴルゴ13 さいとう・たかを リイド社 1～184巻セット \15,000
コンシェルジュ 藤栄道彦 新潮社 全21巻 \500

少年画報社

秋田書店

高橋ヒロシ

項羽と劉邦 横山光輝 潮出版社

剣客商売 大島やすいち リイド社

サ行 作者 出版社 SET巻数 買取金額

裁判長！ここは懲役4年でどう
すか

松橋大輔 新潮社 全13巻 \500

冴えない彼女の育て方 守姫武士 角川書店 3巻～ \150
咲‐saki‐ 小林立 スクエ二 1～16巻 \1,000
ＴＨＥ　ＮＥＷ　ＧＡＴＥ 三輪ヨシユキ アルファポリス 全巻 \400
酒のほそ道 ラズウェル細木 日本文芸 1～40巻 \8,000
６６６「サタン」 岸本聖史 スクエニ 全19巻 \500
サバイバル さいとうたかを リイド社 全巻 \300

サライ 柴田昌弘 少年画報 全19巻 \800
真説 ザ・ワールド・イズ・マ
イン

新井英樹 エンターブレイン 全5巻 \1,000

３月のライオン 羽海野チカ 白泉社 1～12巻 \3,000
12巻～ \200

1～19巻セット \4,000
全巻 \300

全25巻 \7,800

サンセットローズ 米原秀幸 秋田書店

サンケンロック Boichi 少年画報

全巻 \250
1～11巻セット \3,400

屍姫 赤人義人 ＳＥ 全23巻 \800
死がふたりを分かつまで ＤＯＵＢＬ-Ｓ ＳＥ 全26巻 \800
シグルイ 南條範夫 秋田書店 全15巻 \1,000
静かなるドン 新田たつお 日本文芸社 全108巻 \8,000
シマウマ 小幡文生 少年画報 7巻～ \250
少年ラケット 掛丸翔 秋田書店 全巻 \250
女王騎士物語 下村トモヒロ スクエニ 全12巻 \300
職業・殺し屋 西川秀明 白泉社 全15巻 \500
女帝 和気一作 日本文芸 全24巻 \2,500
女帝　花舞 和気一作 日本文芸 全28巻 \3,000

Ｇメン 小沢としお 秋田書店

ＪＩＮＧＩ　仁儀 立原あゆみ 秋田出版 全33巻 \2,500
新月譚　月姫 佐々木少年 メディア 全10巻 \300
新世紀エヴァンゲリオン 貞本義行 角川書店 全14巻 \1,000
新世紀エヴァンゲリオン碇シ
ンジ育成計画

高橋　脩 角川書店 全18巻 \800

真説　ザワールドイズマイン 新井英樹 ｅｐ 全5巻 \1,000
鈴木先生 武富健治 双葉社 全11巻 \1,500
涼宮ハルヒの憂鬱 ツガノガク 角川書店 全20巻 \500
涼宮ハルヒちゃんの憂鬱 谷川　流 角川書店 1～11巻 \1,000
砂ぼうず うすね正後 エンター 1～18巻 \1,500
スパイラル　 城平京 ＳＥ 全15巻 \300
スピーシズドメイン 野呂 俊介 秋田書店 全巻 \150
すもももももも　地上最強の
ヨメ

大高忍 スクエニ 全12巻 \500

すんドめ 岡田和人 秋田書店 全8巻 \500
聖痕のクエイサー 吉野弘幸 秋田書店 1～24巻 \1,000
聖闘士星矢G 岡田芽武 秋田書店 全20巻 \1,000
セキレイ 極楽院桜子 SE 全18巻 \500
瀬戸の花嫁 木村太彦 スクエニ 全16巻 \500

ゼロイン いのうえ空 富士見 全12巻 \500
戦線スパイクヒルズ 井田ヒロト スクエニ 全7巻 \300
ＳＯＩＬ ソイル カネコアツシ ｅｂ 全11巻 \500
ソウルイーター 大久保篤 ＳＥ 全25巻 \1,000
そらのおとしもの 水無月すう 角川書店 全20巻 \500
それでも町は廻っている 石黒正数 秋田書店 1～16巻 \2,000

大甲子園 水島新司 秋田書店 全26巻 \1,500
ダイモンズ 米原秀幸 秋田書店 全13巻 \1,500
多重人格探偵サイコ 田島昭 角川書店 全24巻 \500
盾の勇者の成り上がり ＭＦ 藍屋球 全巻 \400
弱虫（チンピラ）　 立原あゆみ 秋田書店 全30巻 \2,000
罪と罰 落合尚之 双葉社 全10巻 \300

デッドマンワンダーランド 片岡人生 角川書店 全11巻 \1,000

鉄鍋のジャン！　秋田書店版 全27巻 \1,000
鉄鍋のジャン！　メディアファクトリー版 全13巻 \500
鉄鍋のジャンＲ 全10巻 \300
転生したらスライムだった件 川上泰樹
デトロイトメタルシティ 若杉公徳 白泉社 全10巻 \100
デメキン ゆうはじめ 秋田書店 8巻～ \250
デリバリー ｕｓｉ 芳文社 全巻 \350
天　 福本伸行 竹書房 全18巻 \2,000

秋田書店西条信二

とある魔術の禁書目録 近木野中哉 スクエニ 1～18巻 \800
とある科学の超電磁砲 鎌池 和馬 スクエニ 1～11巻 \800
東京アンダーグランド 有楽彰展 スクエニ 全14巻 \300
東京ＥＳＰ 瀬川はじめ 角川書店 全16巻 \800
TOKYO TRIBE2 井上三太 祥伝社 全12巻 \300
ドカベン 全48巻 \4,000
ドカベンープロ野球編ー　 全52巻 \3,000
ドカベン　スーパース
ターズ編

全45巻 \3,000

特攻天女 みさき速 秋田書店 全30巻 \1,000
全巻 \250

全14巻 \3,800
トライピース 丸智之 SE 全11巻 \300

ドラゴンクエスト　エデ
ンの戦士たち

全14巻 \300

ドラゴンクエスト　列伝
ロトの紋章　完全版

全15巻 \2,000

ドロップ 鈴木大 秋田書店 全14巻 \500

SE

水島新司秋田書店

トライガン　マキシマム 内藤泰弘 少年画報

藤原カムイ



ハ行 作者 出版社 SET巻数 買取金額

BER　レモンハート 古谷三敏 双葉社 1～31巻 \5,000

ムダヅモ無き改革 大和田秀樹 竹書房 全16巻 \800
無敵看板娘 全17巻 \500
無敵看板娘Ｎ 全5巻 \100
無敵道 楠本哲 少年画報 全9巻 \500

佐渡川準 秋田書店

ヤ行 作者 出版社 SET巻数 買取金額

野球しようぜ！ いわさわ正泰 秋田 全10巻 \800
もっと野球しようぜ！ いわさわ正泰 秋田 全15巻 \800
よつばと　 あずまきよひこ メディア 1～13巻 \1,000
世にも奇妙な漫☆画太郎 漫☆画太郎 集英社 全7巻 \300

ナ行 作者 出版社 SET巻数 買取金額

内閣権力犯罪強制取締官 財前
丈太郎

渡辺保裕 新潮社 全17巻 \500

ナナマルサンバツ 杉基イクラ 角川書店 全巻 \200

ながされて藍蘭島 藤代健 スクエニ 1～28巻 \800
隠の王 鎌谷悠希 スクエニ 全14巻 \300
ナイツ＆マジック 加藤拓弐 スクエニ 全巻 \400
ナポレオン　獅子の時代 長谷川哲也 少年画報 全15巻 \2,000
ナンバデットエンド 小沢としお 秋田書店 全15巻 \800
ナンバＭＧ５ 小沢としお 秋田書店 全18巻 \1,000
日常 あらゐけいいち 角川 全10巻 \300
信長のシェフ 梶川卓郎 芳文社 11巻～ \250
信長 池上遼一 メディア 全8巻 \500

バキ　 板垣恵介 秋田書店 全31巻 \2,500
全巻 \200

全21巻 \4,500
全巻 \200

全46巻 \10,000
バチバチ 全16巻 \2,000
バチバチBURST 全12巻 \2,000
BAD　BOYS 田中　宏 少年画報 全22巻 \2,000
BAD　BOYS　グレアー 田中　宏 少年画報 全16巻 \1,000
バトルロワイヤル　 田口雅之 秋田書店 全15巻 \1,000
はじめてのギャル 植野メグル 角川書店 全巻 \250
ぱにぽに 氷川へきる スクエニ 全17巻 \300

白竜 渡辺 みちお 日本文芸社

白竜ＬＥＧＥＮＤ 渡辺 みちお 日本文芸社

佐藤 タカヒロ 秋田書店

3巻～ \200
1～14巻 \3,000

番長連合 阿部秀司 秋田書店 全16巻 \800
パンドラハーツ 望月淳 スクエニ 全24巻 \1,000
バンブーブレイド 五十嵐あぐり SE 全14巻 \500
範馬刃牙 板垣恵介 秋田書店 全37巻 \2,500
ＢＴＸ　ビートエックス 車田正美 角川書店 全16巻 \1,000
卓球（ピンポン）Dash 本田真吾 秋田書店 全15巻 \1,000
不安の種 中山昌亮 秋田書店 全3巻 \500
不安の種　＋ 中山昌亮 秋田書店 全4巻 \800
ＶＦ　 林崎文博 白泉社 全27巻 \3,000
Fate/stay night 西脇だっと 角川書店 全20巻 \2,000
フジケン 小沢利雄 秋田書店 全22巻 \1,000
ふたりエッチ　 克・亜樹 白泉社 1～70巻 \5,000
BTOOOM! ブトゥーム 井上淳哉 新潮社 1～23巻 \5,000

Ｂ．Ｍ．Ｎ　ブラックマン
デーナイト

SP☆なかてま 秋田書店 全13巻 \500

Ｂ.Ｍ.Ｎ.ジャパン　ブラック
マンデーナイトジャパン

SP☆なかてま 秋田書店 全12巻 \500

フルアヘッド！ココ 米原秀幸 秋田書店 全29巻 \1,500
ブレイブストーリー　新説 小野洋一郎 新潮社 全20巻 \800

ハリガネサービス 荒達哉 秋田書店

Hey！リキ 永田晃一 少年画報 全31巻 \2,000
全巻 \100

全10巻 \1,500
1～10巻 \100
34巻～ \150
1～39巻 \5,000

ホーリーランド 森垣恒二 白泉社 全18巻 \1,000
僕らはみんな河合荘 宮原 るり 少年画報 1～9巻 \2,500

ベルセルク　 三浦健太郎 白泉社

ヘルシング　 平野耕太 少年画報

マ行 作者 出版社 SET巻数 買取金額

毎度　浦安鉄筋家族 浜岡賢次 秋田書店 1～21巻 \2,000
マウス 坂場広志 白泉社 全14巻 \500
魔界学園 細馬信一 秋田書店 全21巻 \500
本気！（マジ） 立原あゆみ 秋田書店 全50巻 \7,000
真島、爆ぜる にわのまこと 日本文芸 全15巻 \1,500

13巻～ \150
1～15巻 \1,500

満天の星 楠本哲 秋田書店 全19巻 \500
みつどもえ 桜井のりお 秋田書店 1～18巻 \1,500
ミナミの帝王 郷力也 日本文芸 1～143巻 \20,000

未来日記 えすのサカエ 角川書店 全12巻 \300

魔法少女・オブ・ジ・エンド 佐藤健太郎 秋田書店

幼女戦記 東條チカ 角川書店 全巻 \400
４P田中くん 川三番地 秋田書店 全51巻 \2,500

ラ行 作者 出版社 SET巻数 買取金額

ランチキ 奥嶋ひろまさ 秋田書店 全10巻 \800
Re:Monster 小早川 ハルヨシ アルファポリス 全巻 \400
リヴァイアサン 衣谷遊 メディア 全12巻 \800
竜の国のユタ 所十三 秋田書店 全8巻 \300

恋愛ジャンキー　 葉月京 秋田書店 全26巻 \500
Rock’n爆音 古沢 優 秋田書店 全13巻 \1,000

ロクでなし魔法講師と禁忌
教典

常深アオサ 角川書店 全巻 \400

ロトの紋章 全21巻 \1,000

ロトの紋章　　紋章を継ぐ
者達へ

1～27巻 \3,000
藤原カムイ スクエニ

ワ行 作者 出版社 SET巻数 買取金額

ＷＯＲＫＩＮＧ 高津カリノ SE 全13巻 \300
ワールドエンブリオ 森山大輔 少年画報 全13巻 \500
ＷＯＲＳＴ　 高橋ヒロシ 秋田書店 全33巻 \800
ワシズ　閻魔の闘牌 原恵一郎 竹書房 1～8巻 \500


