
シャーマンキング（講談社版） ¥220 映像研には手を出すな！ ¥200 ブルーピリオド ¥300
地獄楽 5巻～ ¥300 推しの子 ¥300 へんなものみっけ！ ¥150
ジョジョリオン 15巻～ ¥150 王様ランキング 5巻～ ¥300 ホリミヤ ¥150
進撃の巨人 20巻～ ¥250 推しが武道館いってくれたら死ぬ ¥180 放課後ていぼう日誌 ¥220
呪術廻戦 ¥350 乙女ゲームの破滅フラグしか

ない悪役令嬢に転生してしまった・・・ ¥250 本好きの下剋上 ¥200
ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ ¥250 オーバーロード 10巻～ ¥150 マリーミー！ ¥220
SLAM DUNK ¥150 おちこぼれフルーツタルト ¥200 魔王学院の不適合者 ¥200
SLAM DUNK 新装再編版 ¥300 オリンピア・キュクロス ¥180 まくむすび ¥200
葬送のフリーレン ¥300 俺だけレベルアップな件 ¥250 無能なナナ ¥180
ダイの大冒険　新装彩録版 ¥300 かくしごと 5巻～ ¥200 メタモルフォーゼの縁側 ¥300
ダイヤのＡ　ａｃｔ２ 15巻～ ¥150 家政夫のナギサさん ¥150 メイドインアビス ¥200
ダーウィンズゲーム ¥150 神達に拾われた男 ¥200 山と食欲と私 10巻～ ¥280
ＤＡＹＳ ¥150 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 ¥200 来世ではちゃんとします ¥200
東京卍リベンジャーズ ¥300 きのう何食べた？ １５巻～ ¥220 ライフル・イズ・ビューティフル ¥150
Dr.STONE ¥250 キングダム ¥300 らーめん才遊記　新装版 ¥200
ド級編隊エグゼロス 5巻～ ¥150 くまクマ熊ベアー ¥200 理系が恋に落ちたので証明してみた。 ¥150
トニカクカワイイ ¥150 薬屋のひとりごと ¥200 Re：ゼロから始める異世界生活 ¥200
ドラえもん ¥150 ぐらんぶる 10巻～ ¥220
ドラゴンボール超 5巻～ ¥200 グレイプニル ¥200 愛が死ぬのは君のせい ¥150
七つの大罪 35巻～ ¥150 現実主義勇者の王国再建記 ¥300 青の花器の森 ¥150
ハイキュー！！ ¥150 賢者の弟子を名乗る賢者 ¥300 いいね！光源氏くん ¥150
ハイキュー！！ 30巻～ ¥200 極主夫道 ¥250 違国日記 ５巻～ ¥280
初恋ゾンビ 10巻～ ¥150 恋と呼ぶには気持ち悪い ¥250 窮鼠はチーズの夢を見る　新装版 ¥150
左ききのエレン ¥150 ご注文はうさぎですか？ 5巻～ ¥150 ゲキカワ・デビル ¥150
ヒットマン ¥150 サタノファニ 10巻～ ¥250 恋はつづくよどこまでも ¥150
ＢＥ　ＢＬＵＥＳ！～青になれ～ 7巻～ ¥150 ザ・ファブル ¥300 恋人は旦那さま ¥150
ヒマワリ 7巻～ ¥150 サマータイムレンダ 5巻～ ¥220 これは経費で落ちません！ ¥150
１００万の命の上に俺は立っている 5巻～ ¥200 SHIORI EXPERIENCE ジミなわたしとヘンなおじさん 10巻～ ¥220 コレットは死ぬことにした ¥150
不滅のあなたへ 5巻～ ¥200 灼熱カバディ ¥280 恋を知らない僕たちは ¥220
ブラック・クローバー 20巻～ ¥150 地縛少年花子くん ¥200 シスターとヴァンパイア ¥150
ブルーロック ¥280 死役所 10巻～ ¥200 シックスハーフ ¥150
僕のヒーローアカデミア ２０巻～ ¥280 終末のハーレム ¥200 スパイスとカスタード ¥150

聖女の魔力は万能です ¥280

セスタス ¥250

スライム倒して３００年、知らないうち
にレベルＭＡＸになってました

５巻～

シャーマンキング（講談社版） ¥220

¥250

¥300

イジらないで、長瀞さん ５巻～ ¥220

異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 ¥250

EDENS ZERO ¥250

キングダム

¥280灼熱カバディ

さよなら私のクラマー ５巻～ ¥280

４月スタートのアニメ化作品特集！

10巻～

¥300

終末のワルキューレ ¥250

スーパーカブ

¥300

恋と呼ぶには気持ち悪い ¥250

極主夫道 ¥250

少女コミック

シャドーハウス

僕のヒーローアカデミア ２０巻～ ¥280 終末のハーレム ¥200 スパイスとカスタード ¥150
BORUTO─NARUTO NEXT GENERATIONS 5巻～ ¥150 終末のワルキューレ ¥250 高嶺の蘭さん ¥150
ましろのおと ２０巻～ ¥280 シャドーハウス ¥300 凪のお暇 ５巻～ ¥250
魔入りました！入間くん ¥250 スライム倒して３００年、知らないうちにレベルＭＡＸになってました ¥250 ねこ、はじめました ¥150
ＭＡＯ ¥150 スーパーカブ ¥300 花野井くんと恋の病 ¥150
魔王城でおやすみ 10巻～ ¥220 スキップとローファー ¥220 ハニーレモンソーダ ５巻～ ¥250
名探偵コナン 90巻～ ¥200 聖女の魔力は万能です ¥280 美食探偵明智五郎 ¥180
もういっぽん！ ¥200 その着せ替え人形は恋をする ¥180 ミステリと言う勿れ ５巻～ ¥280
モネさんのマジメすぎるつき合い方 6巻～ ¥150 盾の勇者の成り上がり 11巻～ ¥200 宵の嫁入り ¥150
約束のネバーランド ¥200 たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤

の街で暮らすような物語 5巻～ ¥250 蘭と葵 ¥150
憂国のモリアーティ ¥300 ダンジョンに出会いを求めるのは間違ってい

るだろうか
１５巻～ ¥250 私たちはどうかしている。 ¥200

弱虫ペダルＳＰＡＲＥ　ＢＩＫＥ 5巻～ ¥150 テセウスの船 ¥180
ランウェイで笑って 5巻～ ¥150 道産子ギャルはなまらめんこい ¥200 ８６-エイティシックス－ ¥250
六道の悪女たち ¥200 ドンケツ第２章 ¥200 幼なじみが絶対に負けないラブコメ ¥250
ワンパンマン 15巻～ ¥150 ドラゴン、家を買う。 ¥300 乙女ゲームの破滅フラグしか

ない悪役令嬢に転生してしまった・・・ ¥200
ONE PIECE 90巻～ ¥200 2.5次元の誘惑 5巻～ ¥220 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 ¥250
ワールドトリガー １５巻～ ¥250 二月の勝者　絶対合格の教室 ¥250 回復術士のやりなおし ¥200

ノー・ガンズ・ライフ １０巻～ ¥280 現実主義勇者の王国再建記 ¥250
あせとせっけん ¥200 信長を殺した男 ¥200 賢者の弟子を名乗る賢者 ¥300
安達としまむら ¥200 のぼる小寺さん ¥150 スライム倒して３００年、知らないうちにレベルＭＡＸになってました ¥200
阿波連さんははかれない 5巻～ ¥200 ハイポジ ¥200 聖女の魔力は万能です ¥250
アンサングシンデレラ 病院薬剤師葵みどり ¥200 ハコヅメ～交番女子の逆襲～ ¥280 戦闘員、派遣します ¥200
アルキメデスの大戦 5巻～ ¥200 はたらく細胞 ¥150 探偵はもう、死んでいる。 ¥200

少年コミック アルテ ¥200 はたらく細胞BLACK ¥150 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 10巻～ ¥150
イジらないで、長瀞さん ５巻～ ¥220 いとしのニーナ ¥220 八男って、それはないでしょう！ ¥180 盾の勇者の成り上がり ¥300
EDENS ZERO ¥250 いわかける！-Climbing Girs-【新装版】 ¥200 ピーター・グリルと賢者の時間 ¥150 たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤

の街で暮らすような物語 ¥200
炎炎ノ消防隊 １５巻～ ¥280 いわかける！！-Try a new climbing- ¥200 姫様拷問の時間です ¥220 ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 ¥250
銀魂 60巻～ ¥150 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 10巻～ ¥250 ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 ¥250 本好きの下剋上 ¥150
今日から俺は！！　文庫版 ¥300 宇崎ちゃんは遊びたい！ ¥150 病室で念仏を唱えないでください ¥150 魔女の旅々 ¥200
君が僕らを悪魔と呼んだ頃 ¥200 うらみちお兄さん ¥200 ブスに花束を。 5巻～ ¥250 無職転生～異世界行ったら本気だす～ ¥300
鬼滅の刃 ¥300 宇宙兄弟 15巻～ ¥300 ふたりソロキャンプ ¥220 Re：ゼロから始める異世界生活 10巻～ ¥150
この音とまれ！ 7巻～ ¥150
さよなら私のクラマー ５巻～ ¥280

ましろのおと ¥250

憂国のモリアーティ ¥300

マンガ大賞特集！

葬送のフリーレン ¥300

２０巻～ ¥280

魔入りました！入間くん

ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 ¥250

不滅のあなたへ ¥200

¥250

　4/1現在の買取価格です。在庫数や状態によって価格が変わる場合がございます。

僕のヒーローアカデミア

メタモルフォーゼの縁側 ¥300

５巻～

東京卍リベンジャーズ

ライトノベル

青年コミック

推しの子 ¥300

¥300

ドラゴン、家を買う。 ¥250

期間・数量限定！ 全巻４００円買取！！期間・数量限定！ 全巻４００円買取！！

さらに！ １０巻以上まとめてなら１巻あたり４１０円買

※通常買取３５０


