
ア行 作者 SET巻数 買取価格

オメガドライブ 玉井雪雄 全14巻 \1,000
オメガトライブ　キングダム 玉井雪雄 全11巻 \1,000
おやすみプンプン 浅野いにお 全13巻 \500
俺たちのフィールド　　　大版 村枝賢一 全18巻 \1,000
俺たちのフィールド　　　小版 村枝賢一 全34巻 \1,000

からくりサーカス　スペシャル版 藤田和日郎 全23巻 \7,000
がんばれ元気 小山ゆう 全28巻 \800
ガンバ！ＦＬＹＨＩＧＨ 菊田洋之 全34巻 \1,500
キーチ！！ 新井英樹 全9巻 \1,000
キーチVS 新井英樹 全11巻 \1,500
傷追い人 池上遼一 全11巻 \1,000
機動警察パトレイバー ゆうきまさみ 全22巻 \800
機動警察パトレイバー　　大判 ゆうきまさみ 全11巻 \500
きみのカケラ 高橋しん 全9巻 \300

昆虫監察官　ファーブル アキヤマヒデアキ 全7巻 \500
コンデ・コマ 藤原芳秀 全17巻 \1,000

サ行 作者 SET巻数 金額

上京アフロ田中 のりつけ雅治 全10巻 \1,000
ジョーダンじゃないよ 斉藤むねお 全11巻 \500
新・味いちもんめ 倉田よしみ 全21巻 \1,000
新クロサギ 黒丸 全18巻 \1,500
新のぞき屋 山本英夫 全11巻 \500
新ブラックジャックによろしく 佐藤秀峰 全9巻 \300
新吼えろペン 島本和彦 全11巻 \800

昴　 曽田正人 全11巻 \500
スプライト 石川優吾 全15巻 \1,000
スプリガン 皆川亮二 全11巻 \500
スプリガン　大判 皆川亮二 全8巻 \800
正義警官モンジュ 宮下祐樹 全12巻 \800
絶対可憐チルドレン 椎名高志 1～48巻 \2,000
絶体絶命でんぢゃらすじーさん　 曽山一寿 全20巻 \1,500
絶望に効くクスリ 山田玲司 全15巻 \800
総務部総務課山口六平太 高井研一郎 1～81巻 \8,000

ARMS 皆川亮二 全22巻 \800
ARMS　ワイド版 皆川亮二 全12巻 \1,000
アイアムアヒーロー 花沢健吾 全22巻 \1,500
暁のイージス 藤原芳秀 全26巻 \1,000
あずみ　 小山ゆう 全48巻 \2,000
あぶさん 水島新司 全107巻 \7,000
天野めぐみはスキだらけ ねこぐち 5巻～ \200
あんどーなつ テリー山本 全9巻 \500
いいひと 高橋しん 全26巻 \500
イキガミ 間瀬元朗 全10巻 \300
一球さん 水島新司 全14巻 \1,000
いつわりびと空 飯沼ゆうき 全23巻 \800
いでじゅう　 モリタイシ 全13巻 \300
愛しのバットマン 細野不二彦 全13巻 \500

今際の国のアリス 麻生羽呂 全18巻 \2,500
イリヤッド 魚戸おさむ 全15巻 \800
医龍　 乃木坂太郎 全25巻 \1,000
ウインドミル 橋口隆志 全11巻 \300
うえきの法則　 福地翼 全16巻 \500
うしおととら 全33巻 \2,000
うしおととら（ワイド） 全18巻 \2,000
うしおととら　完全版 全20巻 \4,000
海猿　 佐藤秀峰 全12巻 \1,000
うる星やつら 高橋留美子 全34巻 \2,000
うる星やつら　新装版 高橋留美子 全34巻 \2,500
うる星やつら　ワイド 高橋留美子 全15巻 \1,000
H2　 あだち充 全34巻 \1,000
Ｈ2　　　大判 あだち充 全17巻 \1,000
ＳＰ　警視庁警備部警護課第四係 灰原薬 全7巻 \300
F 六田登 全28巻 \800
エリア８８ 新谷かおる 全23巻 \1,000
美味しんぼ 花咲アキラ 1～111巻 \3,000
黄金のラフ　草太のスタンス なかいま強 全33巻 \4,000
王様たちのヴァイキング さだやす 4巻～ \400

藤田和日朗

オーバーレブ　 山口かつみ 全31巻 \1,500
おしゃれ手帳 長尾謙一郎 全10巻 \1,500
おしゃれ手帳　ワイド版 長尾謙一郎 全5巻 \2,000
お茶にごす。 西森博之 全11巻 \800
Odds 石渡治 全10巻 \1,000
男大空 池上遼一 全15巻 \1,000
男組 池上遼一 全25巻 \1,000
帯をギュッとね 河合克敏 全30巻 \1,500
帯をギュッとね　大版 河合克敏 全15巻 \1,000

カ行 作者 SET巻数 買取

海獣の子供 五十嵐大介 全5巻 \500
岳 石塚真一 全18巻 \1,500
格闘太陽伝ガチ 青山広美 全12巻 \300
格闘美神　武龍 石川優吾 全18巻 \1,000
家裁の人 魚戸おさむ 全15巻 \500
風の大地 坂田信弘 1～69巻 \13,000
ＫＡＴＳＵ あだち充 全16巻 \1,000
かってに改蔵 久米田康治 全26巻 \1,000
壁ぎわ税務官 佐藤智一 全18巻 \800
神様ドォルズ やまむらはじめ 全12巻 \500
神のみぞ知るセカイ 若木民喜 全26巻 \1,000
からかい上手の高木さん 山本宗一郎 4巻～ \350

ギャラリーフェイク 細野不二彦 全32巻 \3,500
ギャンブルッ！ 鹿賀ミツル 全11巻 \500
今日から俺は 西森博之 全38巻 \2,000
銀河鉄道999　ワイド版 松本零士 全11巻 \1,500
銀河鉄道999 松本零士 全21巻 \1,000
金魚屋古書店 芳崎せいむ 1～16巻 \500
ＫＩＮＧ　ＧＯＬＦ　 佐々木健 1～29巻 \5,000
銀の匙 荒川弘 1～13巻 \500
グッドナイトワールド 岡部閏 3巻～ \250
クピドの悪戯 北崎拓 全7巻 \1,000
クライングフリーマン 池上遼一 全9巻 \1,500
蔵人　クロード 尾瀬あきら 全10巻 \500
クロサギ 黒丸 全20巻 \1,000
黒×羊 木根ヲサム 全8巻 \500
クロスゲーム あだち充 全17巻 \2,000
ゲイン なかいま強 全7巻 \1,000
ケシカスくん 村瀬範行 全10巻 \800
結界師 田辺イエロウ 全35巻 \1,500
月下の棋士 能条純一 全32巻 \1,000
月光条例 藤田和日郎 全29巻 \4,000

現在官僚系　もふ 鍋田吉郎 全8巻 \500
拳児 藤原芳秀 全21巻 \1,000
拳児　　　大判 藤原芳秀 全11巻 \500
健太やります 満田和也 全26巻 \1,500

県立伊手高柔道部物語　いで
じゅう！

モリタイシ 全13巻 \500

高校アフロ田中 のりつけ雅春 全10巻 \500
ＧＳ極楽大作戦 椎名高志 全39巻 \1,500
ゴールデンエイジ 寒川一之 全15巻 \500
殺し屋イチ 山本英夫 全10巻 \500
コロッケ！ 樫本学ぶ 全15巻 \1,000
こわしや我聞 藤木俊 全9巻 \300
金剛番長 鈴木央 全12巻 \800

最強!都立あおい坂高校野球部 田中モトユキ 全26巻 \1,000
最後はストレート！ 寒川一之 3巻～ \150
最終兵器彼女　 高橋しん 全7巻 \300
最上の命医 橋口たかし 全11巻 \2,000
最上の明医 橋口たかし 全19巻 \1,000
さくらんぼシンドローム 北崎拓 全11巻 \1,500
サツリクルート 吉宗 全巻 \300
さらい屋五葉 オノ・ナツメ 全8巻 \500
サラダデイズ 猪熊しのぶ 全18巻 \800
ザ・ワールド・イズ・マイン 新井英樹 全14巻 \1,500
サンクチュアリ 池上遼 全12巻 \2,000
ＪＥＳＵＳ　ジーザス 藤原芳秀 全13巻 \800
CB感。REBORN 東本昌平 全8巻 \500

全巻 \200
1～15巻セット \3,500

史上最強の弟子ケンイチ　 松江名俊 全61巻 \3,000
灼熱のカバディ 武蔵野創 全巻 \300
シャカリキ 曽田正人 全18巻 \1,500
ジャジャ えのあきら 1～22巻 \1,500
ジャストミート 原秀則 全19巻 \1,000
獣医ドリトル ちくやまきよし 全20巻 \2,000

史記 横山光輝



タ行 作者 SET巻数 買取金額

太陽の黙示録 かわぐちかいじ 全17巻 \2,000
太陽の黙示録　建国編 かわぐちかいじ 全9巻 \800

タッチ 全26巻 \1,000
タッチ　大判  全11巻 \1,000
七夕の国 岩明均 全4巻 \300
TOUGH　タフ 猿渡哲也 全39巻 \2,500
ダブルフェイス 細野不二彦 全24巻 \1,000
太郎 細野不二彦 全24巻 \1,000

あだち充

ナ行 作者 SET巻数 買取価格

全巻 \200
全33巻 \7,000

奈緒子　新たなる疾風　 全6巻 \300
ナンバ-ファイブ　吾 松本大洋 全8巻 \500
虹色とうがらし 　　大判 あだち充 全6巻 \500
虹色とうがらし あだち充 全11巻 \500
20世紀少年　 浦沢直樹 全22巻 \800
日露戦争物語　 江川達也 全23巻 \1,500
日本沈没 一色登希彦 全15巻 \800
日本一の男の魂 喜国雅彦 全19巻 \1,500

中原祐
奈緒子　

ハ行 作者 SET巻数 買取価格

ＢＩＲＤＭＥＮ　バードメン 田辺イエロー 3巻～ \250
パイナップルARMY 浦沢直樹 全8巻 \500
爆走兄弟レッツ＆ゴー!! こしたてつひろ 全13巻 \800
ハクバノ王子サマ 朔ユキ蔵 全10巻 \500
白兵武者 石渡治 全12巻 \800
はじめてのあく 藤木俊 全16巻 \500
パスポートブルー 石渡治 全12巻 \800

ＨＡＰＰＹ 浦沢直樹 全23巻 \1,000
華中華　（ハナチャイナ） ひきの真二 全18巻 \1,500
ハヤテのごとく! 畑健次郎 1～50巻 \2,000
バンビーノ せきやてつじ 全15巻 \1,000
ビーチスターズ 森尾正博 全7巻 \500

マ行 作者 SET巻数 買取金額

魔王　ジュブナイルリミックス 大須賀めぐみ 全10巻 \500

ヤ行 作者 SET巻数 買取金額

ＹＡＩＢＡ 青山剛晶 全24巻 \1,000
YAIBA　大判 青山剛晶 全12巻 \1,000
焼きたてジャパン　 橋口たかし 全26巻 \1,000

闇のイージス　 藤原芳秀 全26巻 \1,000
ＹＡＷＡＲＡ 浦沢直樹 全29巻 \1,000
ヨルムンガンド 高橋慶太郎 全11巻 \800

ラ行 作者 SET巻数 買取金額

ラーメン発見伝 河合単 全26巻 \3,000
ラストイニング 中原裕 全44巻 \6,000
ラフ あだち充 全12巻 \800
ラフ　　大判 あだち充 全6巻 \800
ＬＯＶＥ 石渡治 全30巻 \1,000

リベロ革命 田中もとゆき 全13巻 \500

ＲＡＩＮＢＯＷ　二舎六房
の七人

柿崎正澄 全22巻 \3,000

烈火の炎　 安西信行 全33巻 \1,500
烈火の炎　大判 安西信行 全17巻 \1,000
REC　 花見沢Q太郎 全16巻 \2,000
龍　RON 村上もとか 全42巻 \2,500

ワ行 作者 SET巻数 買取金額

ワイルドライフ 藤崎聖人 全27巻 \800
我が名は海師 武村勇治 全15巻 \800

め組の大吾 曽田正人 全20巻 \2,000
め組の大吾(ワイド版) 曽田正人 全11巻 \1,500
メジャー　 満田拓也 全78巻 \3,000
めぞん一刻 高橋留美子 全15巻 \4,500
めぞん一刻　新装版 高橋留美子 全15巻 \4,500
ＭＡＲ 安西信行 全15巻 \800
土竜の唄　（モグラ） 高橋のぼる 1～53巻 \8,000
モンキーターン 河合克敏 全30巻 \5,000
モンスター　 浦沢直樹 全18巻 \1,000

ＤＡＮＤＯＨ　 万乗大智 全29巻 \1,000
中退アフロ田中 のりつけ雅春 全10巻 \800
超三国志　覇　ロード 池上遼一 全22巻 \2,500
超人ウタダ 山本康人 全6巻 \300
築地魚河岸三代目 はしもとみつお 全42巻 \3,000
つゆダク 朔ユキ蔵 全10巻 \300
釣りバカ日誌 北見けんいち 1～96巻 \3,000
帝王 関口太郎 全18巻 \2,000
デカスロン 山田芳祐 全23巻 \2,500
鉄腕バーディー ゆうきまさみ 全20巻 \1,000
鉄腕バーディー EVOLUTION ゆうきまさみ 全13巻 \1,000
デュエルマスターズ 松本しげのぶ 全17巻 \500
デュエルマスターズ　ＦＥ 松本しげのぶ 全12巻 \500
出会って5秒でバトル みやこかしわ 全巻 \400
天使な小生意気 西森博之 全20巻 \1,000
デンジャラスじいさん 曽山一寿 全20巻 \1,000
電波の城 細野不二彦 全23巻 \1,000
東京エイティーズ 大石知征 全11巻 \500
東京大学物語 江川達也 全34巻 \1,500
道士郎でござる 西森博之 全8巻 \500
Dr．コトー診療所　 山田貴敏 1～25巻 \1,000
とめはねっ！鈴里高校書道部 河合克敏 全14巻 \500
Ｄ－ＬＩＶＥ 皆川亮二 全15巻 \1,000
Ｄ－ＬＩＶＥ　ワイド版 皆川亮二 全8巻 \800

ドラえもん　プラス 藤子･F･不二雄 全5巻 \300
ドラベース むぎわらしんたろう 全23巻 \1,000
ドロヘドロ 林田球 1～22巻 \6,000

B・B 全31巻 \1,000
B・B 　　大判 全16巻 \8,000
響－小説家になる方法－ 柳本光晴 全巻 \400
ひかりの空 かざま鋭二 全29巻 \1,000
漂流教室 楳図かずお 全11巻 \1,500
ファンタジスタ 草場道輝 全25巻 \1,000
フォーシーム さだやす圭 全巻 \250
ふつつかなヨメですが！ ねむようこ 2巻～ \300
ブラック・ラグーン BLACK LAGOON 広江礼威 1～10巻 \1,000

石渡治

フリージア 松本次郎 全12巻 \3,000
ブリザードアクセル 鈴木央 全11巻 \800
PLUTO 浦沢直樹 全8巻 \300
ＢＵＹＵＤＥＮ 満田拓也 全13巻 \500
ペンギンの問題 永井ゆうじ 全15巻 \1,000
弁護士のくず 全10巻 \800
弁護士のくず第二審 全11巻 \1,000
放課後のカリスマ スエカネクミコ 全12巻 \800
吼えろペン さかもと麻乃 全13巻 \800
ボーイズ・オン・ザ・ラン 花沢健吾 全10巻 \800
ぼくはガリレオ 樫本学ヴ 全10巻 \300
ぼくらの 鬼頭莫宏 全11巻 \800
ポケットモンスターSPECIAL 日下秀憲 全52巻 \11,000
星くずパラダイス 克･亜樹 全11巻 \300
星のカービィー　も～れつプププアワー ひかわ博一 全25巻 \2,000
ほしのふるまち 原秀則 全7巻 \300
墨攻 森秀樹 全11巻 \1,500
ホムンクルス 山本英夫 全15巻 \300

井浦秀夫

まことちゃん 楳図かずお 全24巻 \4,800
マスターキートン 浦沢直樹 全18巻 \2,000
マスターキートン　完全版 浦沢直樹 全12巻 \2,500

6巻～ \250
全12巻 \3,600

見上げてごらん 草場道輝 全8巻 \300
ＭＩＸＭ１１　 安西信行 全12巻 \500
MISTERジパング 椎名高志 全8巻 \300
美鳥の日々 井上和朗 全8巻 \300
みゆき　　　大判 あだち充 全5巻 \800
みゆき　　　 あだち充 全12巻 \300
未来日記 えすのサカエ 全12巻 \500
ＭＯＯＮ　ムーン 曽田正人 全9巻 \800
MOON　LIGHT　MILE 太田垣康男 1～23巻 \800
六三四の剣　 村上もとか 全24巻 \2,000
六三四の剣　ワイド版 村上もとか 全11巻 \2,500
蟲師　 漆原友紀 全10巻 \300

マネーの拳 三田紀房


