
ア行 作者 巻数 買取価格
アイシールド21　 村田雄介 全37巻 \2,000
I”S（アイズ） 桂正和 全15巻 \500
Ⅰ'll アイル 浅田弘幸 全14巻 \800
アウターゾーン 光原伸 全15巻 \2,000
アウターゾーン　　大判 光原伸 全10巻 \2,000

単巻　15巻～ \200
1～19巻セット \1,500

暁！男塾～青年よ大死を抱け～ 宮下あきら 全25巻 \3,000
甘い生活 弓月光 全37巻 \3,000
暗殺教室 松井優征 全21巻 \500
いちご100％　 河下水希 全19巻 \800
いぬやしき 奥浩哉 単巻　7巻～ \300
いぬばか 桜木雪弥 全22巻 \800
いぬまるだしっ 大石浩二 全11巻 \1,000
イレブン 七三太郎 全43巻 \3,000

青の祓魔師 加藤和恵

怨み屋本舗 栗原正尚 全20巻 \1,000
怨み屋本舗　巣来間風介 栗原正尚 全6巻 \800
怨み屋本舗ＲＥＢＯＯＴ　 栗原正尚 全13巻 \1,000
エース 高橋陽一 全9巻 \500
江戸前鮨職人　きららの仕事 橋本孤蔵 全16巻 \1,000
エム×ゼロ 叶恭弘 全10巻 \500
エルドライブ 天野明 単巻　3巻～ \250
エルフェンリート 岡本倫 全12巻 \3,000
エンジェル伝説 八木教広 全15巻 \1,500
エンバーミング 和月伸宏 全11巻 \500
オークションハウス 小池一夫 全34巻 \4,000
王様の仕立て屋　サルト・
フィニート

大河原遁 全32巻 \2,000

おくさまは女子高生 こばやしひよこ 全13巻 \1,000
おしとね天膳 山口譲二 全6巻 \800
押忍！！空手部 高橋幸二 全43巻 \2,000
俺の空 本宮ひろ志 全8巻 \1,000

カ行 作者 巻数 買取価格
カウンタック 梅澤春人 全28巻 \2,000
カジテツ王子 向浦宏和 全9巻 \500
かっとび一斗 門馬もとき 全46巻 \4,000
カッパの飼い方 石川優吾 全15巻 \1,000
家庭教師ヒットマンREBORN! 天野明 全42巻 \1,000
彼女のカレラ 麻宮騎亜 全24巻 \2,000

単巻　全巻 \150
全32巻 \5,500

CUFFS～傷だらけの地図 東條仁

華麗なる食卓 ふなつ一輝 全49巻 \2,000
ＧＡＮＴＺ 奥浩哉 全37巻 \4,000
銃夢 木城ゆきと 全9巻 \500
銃夢　大版 木城ゆきと 全9巻 \1,000
傷だらけの仁清 猿渡哲也 全15巻 \2,000
ギミック！ 藪口黒子 全9巻 \500
鬼滅の刃 吾峠呼世晴 単巻　全巻 \300
ギャグマンガ日和 増田こうすけ 全15巻 \500
キャッツアイ 北条司 全18巻 \1,500
キャッツアイ　大版 北条司 全10巻 \2,000
キャッツアイ　完全版 北条司 全15巻 \3,000

キャプテン ちばあきお 全26巻 \2,000
キャプテン翼 高橋陽一 全37巻 \4,000
キャプテン翼GOLDEN23 高橋陽一 全12巻 \1,500
キャプテン翼ROOD TO 2002 高橋陽一 全15巻 \1,000
キャプテン翼ワールドユース特別編 高橋陽一 全18巻 \2,000
狂四郎　２０３０ 徳弘正也 全20巻 \2,000
銀牙・流れ星銀　ワイド版 高橋よしひろ 全10巻 \2,000
銀牙・流れ星銀 高橋よしひろ 全18巻 \2,000

単巻1～37巻 \400
単巻　46巻～ \420
1～47巻セット \19,500
単巻　58巻～ \150
1～68巻セット \6,000
単巻　全巻 \150

1～59巻セット \9,000
きん肉マン2世 ゆでたまご 全29巻 \2,000
キン肉マンⅡ世　究極超人タッグ編 ゆでたまご 1～28巻セット \3,000
銀のアンカー 三田紀房 単巻　6巻～ \400
CLAYMORE　クレイモア 八木教広 全27巻 \1,500
紅 山本ヤマト 全10巻 \800
黒子のバスケ 藤巻忠俊 全30巻 \2,000
CLOTH ROAD 倉田英之 全11巻 \800
群青戦記 笹原真樹 単巻　6巻～ \350

きん肉マン ゆでたまご

キングダム 原奏久

銀魂 空知英秋

血界戦線 内藤奏弘 全10巻 \2,500
GO　DA　GUN 片岡Ｍ政憲 全16巻 \2,000
皇国の守護者 伊藤悠 全5巻 \1,000
高校鉄拳伝タフ 猿渡哲也 全42巻 \2,000
孤高の人 坂本眞一 全17巻 \2,000
こちら葛飾区亀有公園前派出所　秋元治 全200巻 \20,000

単巻　6巻～ \200
1～15巻セット \4,000

コブラ　小判 寺沢武一 全18巻 \1,000
コブラ　ワイド版 寺沢武一 全10巻 \1,000

この音とまれ！ アミュー

サ行 作者 巻数 買取金額
単巻　12巻～ \150
1～22巻セット \4,000

PSYREN -サイレン- 岩代俊明 全16巻 \1,000
魁！男塾　 宮下あきら 全34巻 \3,500
魁！男塾（愛蔵版） 宮下あきら 全20巻 \2,500
ザ・ハード 猿渡哲也 全17巻 \1,500
サムライうさぎ 福島鉄平 全8巻 \500
サムライソルジャー 山本隆一郎 全27巻 \2,000
ＭＯＭＯＴＡＲＯＨ にわのまこと 全10巻 \800
左門くんはサモナー 沼駿 単巻　3巻～ \200
サラリーマン金太郎 本宮ひろ志 全30巻 \1,000
屍鬼 藤崎竜 全11巻 \500

斉木楠雄のΨ難 麻生周一

シティーハンター 全35巻 \1,500
シティーハンター　完全版 全32巻 \3,500
士道 高橋ツトム 全25巻 \1,500
死神監察官雷堂 渡辺獏人 全12巻 \1,500
島根の弁護士 あおきてつお 全13巻 \800
シャーマンキング　 全32巻 \1,500
シャーマンキング　完全版 全27巻 \3,500
灼熱の卓球娘 朝野やぐら 単巻　全巻 \200
自由人ＨＥＲＯ 柴田亜美 全12巻 \500
嬢王 紅林直 全12巻 \1,000

単巻20巻～ \150
1～24巻セット \3,500

武井宏之

北条司

食戟のソーマ 佐伯俊

白い戦士ヤマト 高橋よしひろ 全26巻 \2,800
JIN　仁 村上もとか 全20巻 \1,500
新ジャングルの王者ターちゃん徳弘正也 全20巻 \1,500
真説ボボボ-ボ・ボーボボ 澤井啓夫 全7巻 \800

単巻　8巻～ \200
全24巻 \5,000

単巻　3巻～ \300
全17巻 \5,100

荒木飛呂彦

ストーンオーシャン 荒木飛呂彦

スティール・ボール・ラン

単巻　18巻～ \250
全31巻 \7,500

スラムダンク　完全版 井上雄彦 全24巻 \9,000
世紀末リーダー伝　たけし 島袋光年 全25巻 \2,000
聖闘士星矢 車田正美 全28巻 \3,000
石影妖漫画譚 河合孝典 全11巻 \800
ZETMAN 桂正和 全20巻 \2,000
ゼロ 里見桂 全78巻 \10,000

単巻　10巻～ \200
1～12巻セット \2,000

天(そら)より高く 宮本あきら 全27巻 \3,000

助野嘉昭

スラムダンク 井上雄彦

双星の陰陽師

タ行 作者 巻数 買取価格
大臓もてキングサーガ 大亜門 全8巻 \500
たいようのマキバオー つの丸 全16巻 \1,500
TOUGH　タフ 猿渡哲也 全39巻 \2,000
Wネーム 葉月京 全6巻 \500
ダブルハード 今野直樹 全30巻 \2,000
ついでにとんちんかん えんどコイチ 全18巻 \1,500
D.Gray-man 星野桂 1～25巻セット \1,000
テガミバチ 浅田弘幸 全20巻 \1,000
DESIRE 小谷憲一 全25巻 \2,000
DESIRE　2nd season 小谷憲一 全7巻 \500
デスノート 小畑健 全13巻 \500
テニスの王子様 詐斐剛 全42巻 \2,500
新テニスの王子様 詐斐剛 1～20巻セット \4,000
テラフォーマーズ 橘 賢一 1～21巻セット \1,500
デリバリーシンデレラ 入間田宣夫 全11巻 \1,500
電影少女 桂正和 全15巻 \500
天下無双江田島平八伝 宮下あきら 全10巻 \1,000
天上天下　 大暮唯人 全22巻 \800

単巻4巻～10巻 \350
全14巻 \4,000

東京喰種：re　トウキョウグール:re石田スイ 3巻～ \350

石田スイ東京喰種　トウキョウグール

単巻　全巻 \150
全18巻 \3,800

単巻　全巻 \400
全15巻 \7,000

トクボウ朝倉草平 高橋秀武 全8巻 \1,000
ドッグソルジャー 猿渡哲也 全12巻 \800
とっても！ラッキーマン ガモウひろし 全16巻 \1,000

Dr.スランプ

Dr.スランプ　完全版

鳥山明

鳥山明

ドラゴンボール　完全版 全34巻 \4,000
ドラゴンボール　 全42巻 \4,500

ドラゴンクエスト　ダイの大
冒険

稲田浩司 全37巻 \4,000

To LOVEる　とらぶる 矢吹健太郎 全18巻 \1,000

To LOVEる　ダークネス 矢吹健太郎 単巻　13巻～ \150
トリコ 島袋光年 全43巻 \1,500

鳥山明

バクマン。 小畑健 全20巻 \1,500
BASTARD!!―暗黒の破壊神 萩原一至 1～27巻セット \1,000
ハチワンダイバー 柴田ヨクサル 全35巻 \2,500



ナ行 作者 巻数 買取価格

マ行 作者 巻数 買取金額
マキバオー つの丸 全16巻 \2,000
まじかるタルるートくん 江川達也 全21巻 \2,000
真島クンすっとばす！ にわのまこと 全15巻 \800
魔人探偵脳噛ネウロ 松井優征 全23巻 \2,000
魔砲使い黒姫 片倉･狼組･政憲 全18巻 \2,000
Ｍｒ．ＦＵＬＬＳＷＩＮＧ　 鈴木信也 全24巻 \1,500
みどりのマキバオー つの丸 全16巻 \2,000
緑山高校 桑沢篤夫 全20巻 \2,000
夢幻の如く 本宮ひろし 全12巻 \1,000
ムヒョとロージーの魔法法律
相談所

西義之 全18巻 \2,000

明綾帝　後藤勢十朗 かずはじめ 全10巻 \800
元ヤン 山田降一 単巻　3巻～ \350

Monakoの空2　ＡＬＡＳ輝ける
翼

野部利雄 全11巻 \1,000

霊能力者小田霧響子の嘘 甲斐谷忍 1～7巻セット \500
霊媒師いずな 全10巻 \1,000
霊媒師いずなAscension 1～10巻セット \1,500
ろくでなしブルース 森田まさのり 全42巻 \1,500
ロザリオとバンパイア 池田晃久 全10巻 \500
ロザリオとバンパイア　season2 池田晃久 全14巻 \800

岡野剛

ヤ行 作者 巻数 買取価格
夜王 井上紀良 全29巻 \2,500
遊戯王　 高橋和希 全38巻 \2,000
優駿の門GI やまさき拓味 全13巻 \500

ナ行 作者 巻数 買取価格

ニードレス 今井神 全16巻 \1,500
忍空 桐山光侍 全9巻 \800
忍空　SECOND　STEGE 桐山光侍 全12巻 \800
ぬらりひょんの孫 椎橋寛 全25巻 \1,000
ねじまきカギュー 中山敦支 全16巻 \1,000
ノノノノ 岡本倫 全13巻 \2,600

ハ行 作者 巻数 買取価格
Ｂartender　バーテンダー 長友健篩 全21巻 \1,500
ハートボイルドパパ 山口譲司 全10巻 \500
ハイスクール奇面組 新沢基栄 全20巻 \800

単巻　6巻～9巻 \250
16巻～ \200

1～26巻セット \5,500

ハイキュー 古館春一

バクマン。 小畑健 全20巻 \1,500
BASTARD!!―暗黒の破壊神 萩原一至 1～27巻セット \1,000
ハチワンダイバー 柴田ヨクサル 全35巻 \2,500

花の慶次 全18巻 \3,000
花の慶次-雲のかなたに 全12巻 \3,500
花の慶次-雲のかなたに 　完全版 全15巻 \5,500
はやて×ブレード 林家志弦 全18巻 \1,000
ハンター×ハンター　 富樫義弘 1～34巻セット \2,000
B型H系 さんりようこ 全9巻 \500
PEACE MAKER ピースメーカー 皆川亮二 全17巻 \1,000
ヒカルの碁 全23巻 \1,500
ヒカルの碁　完全版 全20巻 \5,000
ヒトヒトリフタリ 高橋ツトム 全8巻 \1,000
ピューッと吹くジャガー うすた京介 全20巻 \1,000
HIYOKO　BURANDおくさまは女子高生 こばやしひよこ 全13巻 \1,000
昼まで寝太郎 本宮ひろ志 全7巻 \800
ビン〜孫子異伝〜 星野浩字 全21巻 \2,500
貧乏神が! 助野嘉昭 全16巻 \1,500
ファイアパンチ 藤本タツキ 単巻　3巻～ \250
ファミリーコンポ 北条司 全14巻 \800
武装錬金 和月伸宏 全10巻 \500
風飛び一斗 門馬もとき 全26巻 \1,500

小畑健

原哲夫

単巻　2巻～ \300
1～11巻セット \3,500

ブラックエンジェルス 平松伸二 全20巻 \800
ブラックキャット　 矢吹健太郎 全20巻 \800
プラチナエンド 小畑健 5巻～ \250
プリマックス 蒼木雅彦 単巻　4巻～ \250
自由人ＨＥＲＯ 柴田亜美 全12巻 \500

ブラッククローバー 田畠裕基

プレイボール ちばあきお 全22巻 \1,000
プレイボール　ワイド ちばあきお 全11巻 \1,000
無頼男-ブレーメン- 梅澤春人 全9巻 \500
ベしゃり暮らし　大判 森田まさのり 全19巻 \1,000
ヘタコイ 中野純子 全10巻 \500
べるぜバブ 田村隆平 全28巻 \1,500
ホイッスル！ 樋口大輔 全24巻 \1,500
冒険王ビイト　 稲田浩司 1～13巻セット \2,000
封神演義　完全版 全18巻 \3,600
封神演義 全23巻 \1,500
BOY 梅澤春人 全33巻 \1,500
北斗の拳 原哲夫 全27巻 \2,700
北斗の拳　愛蔵版　（ハードカバー）原哲夫 全15巻 \2,500
北斗の拳　完全版 原哲夫 全14巻 \4,000

藤崎竜

ぼくのわたしの勇者学 麻生周一 全6巻 \500
保健室の死神 藍本松 全10巻 \500
ホットマン きたがわ翔 全15巻 \1,000
ボボボーボ・ボーボボ 澤井哲夫 全21巻 \2,500
真説ボボボーボ・ボーボボ 澤井哲夫 全7巻 \800

ラ行 作者 巻数 買取価格
LIAR GAME 甲斐谷忍 全19巻 \1,000
ライジングインパクト 鈴木央 全17巻 \1,000
ラッキーマン ガモウひろし 全16巻 \1,000
LUCK　STEALER かずはじめ 全10巻 \500
力王 猿渡哲也 全12巻 \500
リベロの武田 にわまこと 全9巻 \500
龍時 戸田邦和 全13巻 \1,000
リングにかけろ 車田正美 全25巻 \2,000
リングにかけろ2 車田正美 全26巻 \1,500
ルーキーズ　 森田まさのり 全24巻 \1,500

ゆらぎ荘の幽奈さん ミウラタダヒロ 2巻～ \300
世にも奇妙な漫☆画太郎 漫☆画太郎 全7巻 \1,000

ワ行 作者 巻数 買取金額
単巻　15巻～ \300
１～１8巻セット \5,500

ワンダーラビットガール 廣瀬ゆい 2巻～ \250
Y氏の隣人 吉田ひろゆき 全19巻 \3,000
ワイルドハーフ 朝美裕子 全17巻 \500

単巻　全巻 \200
全58巻 \12,000

ONE OUTS 甲斐谷忍 全19巻 \6,000

わたるがぴゅん なかいま強

ワールドトリガー 葦原大介


