
カ行 作者 SET巻数 買取価格ア行 作者 SET巻数 作者

ああっ女神さまっ 藤島康介 全48巻 \2,500
ああ播磨灘 さだやす圭 全28巻 \3,000
アホガール ヒロユキ 5巻～ \250
R-16 桑原真也 全12巻 \800
あいつとララバイ　 楠みちはる 全39巻 \2,000
アウト・ロー コウノコウジ 全14巻 \1,500
ＡＫＩＲＡ　完全版 大友克洋 全6巻 \1,000
アクマゲーム 恵広史 全21巻 \4,500
アゴなしゲンとオレ物語 平本アキラ 全32巻 \2,000
あした天気になあれ 全58巻 \2,500
あした天気になあれ（大判） 全36巻 \2,500

ちばてつや　

ＡＤＡＭＡＳ 皆川亮二 全11巻 \800
A－ＢＯＵＴ 市川マサ 全19巻 \800

単巻　42巻～ \150
1～48巻セット \5,000

アライブ最終進化的少年 あだちとか 全21巻 \1,500
アルキメデス大戦 かわぐちかいじ 単巻　3巻～ \350
イカロスの山 塀内夏子 全10巻 \500
行け！稲中卓球部 古谷実 全13巻 \800
1・2の三四郎　 小林まこと 全20巻 \2,500
1・2の三四郎　ワイド版 小林まこと 全12巻 \1,000
1・2の三四郎2 小林まこと 全6巻 \500
頭文字Ｄ　 しげの秀一 全48巻 \2,500
犬神 外薗昌也 全14巻 \500

あひるの空 日向 武史

インフェクション 及川徹 3巻～ \250
ヴィンランド・サガ 幸村誠 1～19巻セット \2,500
うしろの百太郎 つのだじろう 全8巻 \1,000
うしろの百太郎　ワイド版 つのだじろう 全6巻 \800

ウルトラマンSTORY-0- 真船一雄 全16巻 \1,500
エア・ギア　 大暮維人 全37巻 \1,000
AKB49 〜恋愛禁止条例〜 宮島礼吏 全29巻 \1,000
EDEN 遠藤浩輝 全18巻 \500
エデンの檻 山田恵庸 全21巻 \2,500
エリアの騎士 月山可也 29巻～ \250
エリートヤンキー三郎　 安部秀司 全26巻 \2,000

エリートヤンキー三郎 第2部
風雲野望編

安部秀司 全25巻 \2,000

炎炎ノ消防隊 大久保篤 単巻　6巻～ \250
エンジェルビート 安原いちる 全14巻 \300

エンゼルバンク　ドラゴン桜
外伝

三田紀房 全14巻 \2,500

ANGEL BEAT 安原いちる 全14巻 \300

おおきく振りかぶって ひぐちアサ 1～27巻セット \1,500
オールラウンダー廻 遠藤浩輝 全19巻 \1,500
Over Drive オーバードライブ 安田剛士 全17巻 \1,000
おせん 全16巻 \1,500

おせん　真っ当を受け継ぎ緊ぐ 全11巻 \1,000

弟キャッチャー俺ピッチャーで! 兎中信志 全20巻 \1,000
オフサイド 堀内真人 全29巻 \1,000
オフサイド　大版 堀内真人 全15巻 \1,000
主に泣いてます 東村アキコ 全10巻 \800
おれはキャプテン コージィ城倉 全35巻 \2,500

きくち正太

怪物王女 光永康則 全20巻 \1,000
かつて神だった獣たちへ めいびい 2巻～ \250
累　かさね 松浦だるま 6巻～ \350
加治隆介の議 弘兼憲史 全20巻 \2,000

全巻 \200
全27巻 \5,800

風光る 川三番地 全13巻 \500
火葬場のない町に鐘が鳴る時 和夏弘雨 全巻 \250
課長島耕作 弘兼憲史 全17巻 \3,400
ＧＵＴ'S 風童じ 全17巻 \500
カテキン オジロマコト 全10巻 \800
彼女はろくろ首 二駅ずい 3巻～ \250
カバチタレ　 東風孝広 全20巻 \1,000
ｃａｐｅｔａ　カペタ 曽田正人 全32巻 \3,500
神ｔｏ戦国生徒会 高田亮介 全10巻 \500
神の雫 オキモトシュウ 全44巻 \4,500
仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ 村枝賢一 全16巻 \1,000

疾風伝説　特攻の拓　新装版 所十三

空手小公子小日向海流 馬場康誌 全50巻 \3,000
空手バカ一代 つのだじろう 全29巻 \2,500
寄宿学校のジュリエット 金田陽介 2巻～ \300
Kiss×sis ぢたま某 1～18巻 \1,000
寄生獣 岩明均 全10巻 \800
寄生獣　完全版 岩明均 全8巻 \1,500
君が死ぬ夏に 大柴健 全巻 \250

3巻～ \200
全27巻セット \5,800

Ｑ．Ｅ．Ｄ　証明終了 加藤元浩 全50巻 \3,000
巨人の星 梶原一騎 全11巻 \1,500
金田一少年の事件簿 さとうふみや 全27巻 \1,000
喰いタン 寺島大介 全16巻 \800
クッキングパパ うえやまとち 1～141巻 \3,000
クニミツの政 朝基まさし 全27巻 \1,000
ぐらんぶる 吉岡公威 全巻 \350
くろアゲハ 加瀬あつし 全巻 \320
ＧＥ　グットエンディング 流石京 全16巻 \2,500
K2 真船一雄 1～29巻 \3,000

君のいる町 瀬尾浩治

ゲットバッカーズ　 綾峰欄人 全39巻 \500
喧嘩商売 木多康昭 全24巻 \3,000
ケンコー全裸系水泳部ウミショーはっとりみつる 全9巻 \500
今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね 柳原宗々 2巻～ \300
コータローまかりとおる 蛭田達也 全59巻 \2,000
新コータローまかりとおる 蛭田達也 全27巻 \1,500
コータローまかりとおる！L　 蛭田達也 全8巻 \500
コードブレーカー 上条明峰 全26巻 \1,000
恋と嘘 ムサオ 2巻～ \300

全巻 \350
1～18巻セット \7,200

甲子園へ行こう！ 三田紀房

コウノドリ 鈴ノ木ユウ 6巻～ \300
聲の形 大今良時 全7巻 \700
極悪がんぼ 東風孝広 全16巻 \1,000
ゴッドハンド輝　 山本航暉 全62巻 \3,000
コッペリオン 井上智徳 全26巻 \2,000
ゴリラーマン ハロイド作石 全19巻 \800

サ行 作者 SET巻数 買取価格

ザ・ファンブル 南 勝久 3巻～ \300
サイコメトラーEIJI　 朝基まさし 全25巻 \1,000
魁！クロマティ高校　 野中英次 全17巻 \500
3×3EYES（サザンアイズ） 高田裕三 全40巻 \2,000
THE.STAR 島崎譲 全24巻 \500
サトラレ 佐藤マコト 全8巻 \300
SAMURAI DEEPER KYO　 上条明峰 全38巻 \1,000
さよなら絶望先生 久米田康治 全30巻 \800
猿ロック 芹沢直樹 全22巻 \1,000
３・３・７ビョーシ　 久保ミツロウ 全10巻 \500
山賊王 沢田ひろふみ 全13巻 \1,500

全巻 \150
全22巻 \4,000

GTO　 藤沢とおる 全25巻 \1,000
GTO　14days 藤沢とおる 全9巻 \300
Ｊドリーム 全14巻 \800
Ｊドリーム　飛翔編 全10巻 \500
Ｊドリーム　完全燃焼編 全8巻 \300
シガテラ 古谷実 全6巻 \200
シバトラ　 朝基まさし 全15巻 \500
ジパング  ZIPANG かわぐちかいじ 全43巻 \2,000
シマシマ 山崎紗也夏 全12巻 \800
ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ ツジトモ 1～44巻 \5,000
シャコタンブギ 楠みちはる 全32巻 \2,500
社長島耕作 弘兼憲史 全16巻 \3,500
遮那王義経 全22巻 \2,500
遮那王義経　源平の合戦 全29巻 \3,000
軍鶏　 たなか亜紀夫 全34巻 \2,500
シュート 全33巻 \1,000
シュート　新たなる伝説　 全16巻 \500
シュート　熱き挑戦 全12巻 \300
シュート　蒼きめぐり逢い 全5巻 \200

ジゴロ次五郎 加瀬あつし

堀内夏子

沢田ひろふみ

大島司

シュガー 新井英樹 全8巻 \1,000
修羅の門 全31巻 \2,500
修羅の刻　 全15巻 \1,000
将太の寿司 全27巻 \1,500
将太の寿司　全国大会 全17巻 \1,000
湘南純愛組 藤沢とおる 全31巻 \2,000
湘南純愛組　ワイド 藤沢とおる 全15巻 \1,500
湘南暴走族　完全版 吉田聡 全14巻 \3,000
常務島耕作 弘兼憲史 全6巻 \1,500
地雷震 高橋ツトム 全19巻 \1,000
進撃の巨人 諫山創 1～22巻 \1,500
新鉄拳チンミ 前川たけし 全20巻 \2,000
新ナニワ金融道 青木雄二 全20巻 \1,000
新約[巨人の星]花形 村上よしゆき 全22巻 \1,000

全巻 \100
全44巻セット \5,000

涼風 瀬尾広治 全18巻 \4,000
ストッパー毒島 ハロルド作石 全12巻 \500
砂の栄冠 三田紀房 14巻～ \350
スマッシュ 咲香里 全18巻 \800
生徒会役員共 氏家ト全 1～14巻 \1,000
聖☆おにいさん 中村光 1～13巻 \1,000
赤灯えれじぃ きらたかし 全15巻 \800
セーラーエース しげの秀一 全巻 \300
センゴク 宮下英樹 全15巻 \1,000
センゴク　天正記 宮下英樹 全15巻 \1,000
センゴク　外伝桶狭間戦記 宮下英樹 全5巻 \2,000
専務島耕作 弘兼憲史 全5巻 \1,200
蒼天航路　 王欣太 全36巻 \1,500

6巻～ \200
1～27巻 \5,500

空の昴　 本島幸人 全21巻 \1,000
宙のまにまに 柏原麻美 全10巻 \500

天のプラタナス 川三番地

スーパードクターK 真舟一雄

寺沢大介

川原正敏



タ行 作者 SET巻数 買取金額

大使閣下の料理人 かわすみひろし 全25巻 \1,000

ナ行 作者 SET巻数 買取価格

Ｎ'ｓあおい こしのりょう 全32巻 \1,500
謎の彼女X 植芝理一 全12巻 \1,000

ハ行 作者 SET巻数 買取価格

ハーレムビート 西山優里子 全29巻 \500
バイオレンスジャック 永井豪 全31巻 \4,000
覇王伝説驍タケル 島崎譲 全20巻 \500
破壊王ノリタカ 刃森尊 全18巻 \500
鋼 HAGANE 神崎将臣 全18巻 \500
バガボンド　 井上武彦 1～37巻 \1,500
爆音列島 高橋ツトム 全18巻 \1,000
莫逆家族　 田中広 全11巻 \800

蟲師　 漆原友紀 全10巻 \500
明王伝レイ 菊池としお 全15巻 \500
名門！多古西応援団 所十三 全21巻 \1,000
女神の鬼 田中宏 全29巻 \1,500
百舌谷さん逆上する 篠房文郎 全10巻 \300
もやしもん 石川雅之 全13巻 \500

ラ行 作者 SET巻数 作者

LIAR GAME 甲斐谷忍 全19巻 \2,000
ラストマン 江戸川達也 全12巻 \500
乱飛乱外 田中ほさな 全9巻 \500

打撃王　凛 佐野健 全17巻 \1,000
龍狼伝　 山原義人 全37巻 \2,000
龍狼伝　中原繚乱編 山原義人 全17巻 \1,500
龍馬へ むつ利之 全12巻 \800
臨死！！江古田ちゃん 瀧波ユカリ 全8巻 \300
ＲＡＶＥ　 真島ヒロ 全35巻 \1,500
ＲＥＤ 村枝賢一 全19巻 \1,000
Red Eyes　レッドアイズ 神童潤 1～21巻 \2,000

ワ行 作者 SET巻数 作者

Y十M せがわまさき 全11巻 \800

ダイヤのA　ACF2 寺島祐一 5巻～ \200
武田信玄 横山光輝 全10巻 \2,000
伊達政宗 横山光輝 全8巻 \1,600
探偵学園Ｑ　 さとうふみや 全22巻 \800
チーズスイートホーム こなみかなた 全12巻 \500
チェーザレ　破壊の創造者 惣領冬実 1～11巻 \1,000
沈黙の艦隊 かわぐちかいじ 全32巻 \2,000
紡！DANGAN　DRIVE 奥谷通教 全15巻 \500
ツバサ　クロニクル CLAMP 全28巻 \1,500
ツバサ　クロニクル　（大版） CLAMP 全10巻 \1,000
釣りキチ三平　小判 全37巻 \1,500
釣りキチ三平　平成版 全12巻 \800
DearBoyｓ 八神ひろき 全23巻 \500
DearBoyｓ　ＡＣＴⅡ 八神ひろき 全30巻 \1,500
DearBoyｓ　ＡＣＴⅢ 八神ひろき 全21巻 \2,000

全巻 \250
1～22巻 \5,000

Deep　Love　REAL tetsu 全19巻 \2,000
鉄拳チンミ 前川たけし 全35巻 \1,500
哲也　雀聖と呼ばれた男 星野泰視 全41巻 \6,200
鉄腕アトム 手塚治虫 全15巻 \3,000
鉄腕アトム(黒＆白) 手塚治虫 全21巻 \4,200
鉄腕ガール―Girl
professional baseball
foundation

高橋ツトム 全9巻 \500

デビルマンレディ 永井豪 全17巻 \1,000
亜人ちゃんは語りたい ペトス 5巻～ \300
でろでろ 押切蓮介 全16巻 \1,000

7巻～ \300
1～13巻セット \4,500

伝説の頭　翔 刃森尊 全11巻 \500
どうぶつの国 雷句誠 全14巻 \800
徳川家康 横山光輝 全23巻 \4,600
特上カバチ!!　カバチタレ2 東風孝広 全34巻 \2,000

単巻　全巻 \250
1～9巻 \2,700

トッキュー 久保ミツロウ 全20巻 \1,000
賭博堕天録カイジ 福本伸行 全13巻 \1,500
賭博破戒録カイジ 福本伸行 全13巻 \1,500
賭博黙示録カイジ　 福本伸行 全13巻 \1,500
賭博覇王伝零（ゼロ） 福本伸行 全10巻 \1,000

トモダチゲーム 佐藤友生

矢口高雄

ＤＡＹＳ 安田剛士

天空侵犯 三浦追儺

12巻～ \200
全21巻 \4,500

ドラゴンヘッド 望月峰太郎 全10巻 \500
ドリィキルキル 蔵人幸明 7巻～ \150
ドリームス 川三番地 全71巻 \5,000
取締役島耕作 弘兼憲史 全8巻 \1,600

ドラゴン桜 三田紀房

夏子の酒 尾瀬あきら 全12巻 \500
ナニワ金融道　 青木雄二 全19巻 \1,500

全巻 \200
全31巻 \10,000
6巻～ \200
全28巻 \9,000

なんと孫六 さだやす圭 全81巻 \10,000

熱血中古車屋魂！！アーサー
ＧＡＲＡＧＥ

たーし 全15巻 \1,000

ナニワトモアレ　
南勝久

なにわ友あれ

バジリスク　－甲賀忍法帖ー　 せがわまさき 全5巻 \500
破道の門 東元俊也 全10巻 \500
バトルスタディーズ なきぼくろ 2巻～ \400
ハレ婚。 ＮОＮ 3巻～ \400
はねバド　 濱田浩輔 2巻～ \350
バリバリ伝説 しげの秀一 全38巻 \2,000
はるか17 山崎さやか 全19巻 \500

7巻～ \300
1～12巻 \4,300

パンプキンシザーズ 岩永亮太郎 1～20巻 \1,000
ハンマーセッション 棚橋なもしろ 全11巻 \500
ピアノの森（新装版） 一色まこと 全26巻 \3,000

全巻 \100
1～48巻セット \5,000

彼岸島　 全33巻 \2,000
彼岸島　最後の47日間 全16巻 \1,500
彼岸島　48日間・・・ 1～12巻 \1,500
ヒストリエ 岩明均 1～10巻 \2,000
VIVA CALCIO! 愛原司 全20巻 \800
ひまわりっ　健一レジェンド 東村アキコ 全13巻 \1,000
ヒミズ 古谷実 全4巻 \500
ヒメアール 古谷実 全6巻 \500

松本光司

ハンツー×トラッシュ こばやしひよこ

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＨ
ＯＯＬ

きうちかずひろ

48巻～ \200
1～61巻 \5,000

部長島耕作 弘兼憲史 全13巻 \2,600
復活！！第三野球部 むつ利之 全7巻 \500
新ブラックジャックによろしく 全9巻 \300
ブラックジャックによろしく　 全13巻 \500
ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ 恵広史 全11巻 \800
プラモ狂四郎 やまと虹一 全15巻 \3,000
青龍(ブルードラゴン） 八坂考訓 全17巻 \500

24巻～ \150
1～45巻 \9,000
全巻 \200

1～23巻 \5,000
ＢＥＣＫ　 ハロルド作石 全34巻 \2,000

勝木光

フェアリーテイル 真島ヒロ

佐藤秀峰

へうげもの 山田芳裕

ベイビーステップ

BOYS　BE・・・ 玉越博幸 全32巻 \1,000
BOYS　BE・2ndSeason 玉越博幸 全20巻 \800
鬼灯の冷徹 江口夏実 1～24巻 \1,000
僕たちがやりました 荒木　光 4巻～ \400
ボールルームへようこそ 竹内友 単巻　3巻～ \300
僕はビートルズ かわぐちかいじ 全10巻 \1,000
星野、目をつぶって 永椎晃平 4巻～ \250
XXX HOLiC ホリック ＣＬＡＭＰ 全19巻 \500

What's Michael? ホワッツマ
イケル

小林まこと 全9巻 \1,000

マ行 作者 巻数 買取価格

万祝 望月峰太郎 全11巻 \500
マージナルオペレーション キムラダイスケ 2巻～ \350
魔法先生ネギま 赤松健 全38巻 \800
マラソンマン 井上正治 全19巻 \500

全巻 \100
1～19巻セット \2,300

ミスター味っ子Ⅱ 全17巻 \1,000
Mr.釣りどれん とだ勝之 全13巻 \500
三つ目がとおる 手塚治虫 全6巻 \800
みなみけ 桜庭コハル 1～15巻 \800

ミスター味っ子
寺沢大介

夜桜四重奏 ヤスダスズヒト 1～20巻 \1,000
よしふみとからあげ 関口かんこ 全巻 \300
よんでますよ。アザゼルさん 久保保久 1～13巻 \500

ヤ行 作者 SET巻数 買取価格

野球狂の詩 水島新司 全17巻 \800
19巻～ \200

１～28巻 \6,000
YATAGARASU　ヤタガラス 愛原司 全26巻 \1,000
ヤンキー君とメガネちゃん 吉河美希 全23巻 \800

4巻～ \250
1～13巻 \3,300

勇午（ゆうご） 赤名修 全22巻 \500
妖怪アパートの幽雅な日常 深山和香 全巻 \400

山田くんと7人の魔女 吉河美希

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ 赤松　健


