
出版社 大　人　コ　ミ　ッ　ク　 買取価格 出版社 大　人　コ　ミ　ッ　ク　 買取価格
小学館 アオアシ(13巻～) ¥200 講談社 ダーウィン事変(2巻～) ¥250
小学館 青のオーケストラ(6巻～) ¥200 講談社 定額制夫のこづかい万歳 ¥200
小学館 機動戦士ガンダム　サンダーボルト(16巻～) ¥200 講談社 天国大魔境(3巻～) ¥200
小学館 君は放課後インソムニア(3巻～) ¥200 講談社 転生したらスライムだった件(10巻～) ¥200
小学館 九条の大罪(3巻～) ¥200 講談社 ブルーピリオド(2巻～) ¥200
小学館 薬屋のひとりごと(7巻～) ¥150 講談社 紛争でしたら八田まで ¥200

スクエニ 薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～(13巻～) ¥150 講談社 マイホームヒーロー ¥250
小学館 正直不動産(2巻～) ¥200 講談社 満州アヘンスクワッド(6巻～) ¥200
小学館 チ。―地球の運動について―(3巻～) ¥150 講談社 メダリスト ¥200
小学館 BLUE GIANT (4巻～) ¥150 講談社 リエゾン-こどものこころの診療所-(5巻～) ¥200
小学館 BLUE GIANT SUPREME(4巻～) ¥150 秋田書店 片田舎のおっさん、剣聖になる ¥150
小学館 BLUE GIANT EXPLORER ¥200 オーバーR とんでもスキルで異世界放浪メシ ¥200
集英社 推しの子(2巻～) ¥250 スクエニ 事情を知らない転校生がグイグイくる。(6巻～) ¥200
集英社 キングダム(1～39巻) ¥150 スクエニ スーパーの裏でヤニ吸うふたり ¥150
集英社 久保さんは僕を許さない ¥200 スクエニ わたしの幸せな結婚(3巻～) ¥200
集英社 ゴールデンカムイ(10巻～) ¥200 双葉社 あなたがしてくれなくても ¥200
集英社 正反対な君と僕 ¥200 メディアF 山田くんとLV999の恋をする ¥150
集英社 2.5次元の誘惑(11巻～) ¥200 角川FLOS ある日お姫様になってしまった件について ¥300
講談社 おとなりに銀河 ¥200 角川FLOS 外科医エリーゼ(2巻～) ¥200
講談社 ザ・ファブル　セカンドコンタクト ¥200 角川FLOS 皇帝の一人娘(10巻～) ¥200
講談社 スキップとローファー ¥250 角川FLOS 光と影 ¥250
講談社 その着せ替え人形は恋をする(2巻～) ¥250

出版社 少　年　コ　ミ　ッ　ク　 買取価格 出版社 少　年　コ　ミ　ッ　ク　 買取価格
小学館 葬送のフリーレン (6巻～) ¥200 集英社 ドラゴンボール超(6巻～) ¥150
小学館 よふかしのうた(2巻～) ¥150 集英社 僕とロボコ ¥200
集英社 アオのハコ(2巻～) ¥200 集英社 僕のヒーローアカデミア(26巻～) ¥200
集英社 あかね噺 ¥150 集英社 マッシュル-MASHLE-(9巻～) ¥200
集英社 アンデットアンラック(11巻～) ¥150 講談社 薫る花は凛と咲く ¥150
集英社 WIND　BREAKER(3巻～) ¥150 講談社 SAKAMOTO　DAYS(6巻～) ¥200
集英社 ウィッチウォッチ(2巻～) ¥150 講談社 東京卍リベンジャーズ(28巻～) ¥200
集英社 地獄楽(10巻～) ¥200 講談社 ブルーロック(8巻～) ¥250
集英社 Dr,STONE(16巻～) ¥150 講談社 ブルーロック-EPISODE凪- ¥200
集英社 SPY×FAMILY(10巻～) ¥200 講談社 女神のカフェテラス(5巻～) ¥200
集英社 怪獣8号(6巻～) ¥200 秋田書店 僕の心のヤバイやつ(5巻～) ¥200
集英社 呪術廻戦(20巻～) ¥250 秋田書店 魔入りました！入間くん(11巻～) ¥200
集英社 ダンダダン(4巻～) ¥200 秋田書店 魔界の主役は我々だ！(2巻～) ¥150
集英社 チェンソーマン(6巻～) ¥250

出版社 少　女　コ　ミ　ッ　ク　 買取価格 出版社 少　女　コ　ミ　ッ　ク　 買取価格
小学館 王様に捧ぐ薬指 ¥150 講談社 運命の人に出会う話 ¥150
小学館 真綿の檻 ¥150 講談社 恋ヶ窪くんにはじめてを奪われました ¥150
集英社 キスで起こして。(2巻～) ¥150 講談社 太陽よりも眩しい星(2巻～) ¥100
集英社 サクラ、サク(2巻～) ¥150 講談社 ゆびさきと恋々 ¥150
集英社 ふたりで恋をする理由 ¥150 白泉社 多聞くんい今どっち！？ ¥150
講談社 稲妻とロマンス ¥150 白泉社 野良猫と狼 ¥150
講談社 うるわしの宵の月 ¥150

買取価格 買取価格
小学館 ミステリという勿れ(全12巻セット) ¥2,000 講談社 ザ・ファブル(全22巻セット) ¥3,000
集英社 キングダム(1～68巻セット) ¥12,000 講談社 転生したらスライムだった件(1～22巻セット) ¥3,500
集英社 ジョジョの奇妙な冒険(全63巻)(文庫50巻) ¥5,000 講談社 東京卍リベンジャーズ(全31巻セット) ¥2,000
集英社 スラムダンク新装版(全20巻)(完全版24巻) ¥5,000 講談社 ブルーピリオド(全12巻セット) ¥3,000
集英社 ハイキュー(全45巻セット) ¥6,000

●在庫状況等により予告無く変更する場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

セットコミック セットコミック

2023年5月号 



出版社 タイトル
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 育休刑事 似鳥鶏 
文藝春秋 一人称単数 村上春樹
小学館 教場Ｘ 刑事指導官・風間公親 長岡弘樹
講談社 銀河鉄道の父 門井慶喜

実業之日本社 クスノキの番人 東野圭吾
朝日新聞出版 傲慢と善良 辻村深月 
講談社 合理的にあり得ない上水流涼子の解明 柚月裕子

文藝春秋 少年と犬 馳星周
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 小説　すずめの戸締まり 新海誠 
東京創元社 たかが殺人じゃないか 辻真先
ＫＡＤＯＫＡＷＡ わたしの幸せな結婚 1巻～ 顎木あくみ

主婦の友社 薬屋のひとりごと 日向夏 1巻～
KADOKAWA 異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する 美紅 1巻～
京都アニメーション ヴァイオレット・エヴァーガーデン 暁佳奈 上・下

出版社 タイトル
朝日新聞出版 君のクイズ
講談社 合理的にあり得ない 2巻 柚月裕子
小学館 新・教場
ポプラ社 月の立つ林で
講談社 汝、星のごとく
双葉社 爆弾
講談社 光のとこにいてね
ＫＡＤＯＫＡＷＡ ぼんぼん彩句

魔女と過ごした七日間
サンマーク出版 三流シェフ 三國清三
英治出版 解像度を上げる 馬田隆明
河出書房新社 ネガティブ思考こそ最高のスキル オリバー・バークマン
サンマーク出版 命綱なしで飛べ

アルファポリス 陰の実力者になりたくて！ 逢沢大介 1巻～
ＧＣノベルズ 転生したらスライムだった件 伏瀬 9巻～
オーバーラップノベルス とんでもスキルで異世界放浪メシ 江口連 5巻～

¥600
¥600

¥600
¥600
¥600
¥600
¥500
¥600

¥200

¥450
¥550
¥550
¥550
¥550

¥350
¥250
¥250
¥250
¥250
¥350

文庫高価買取

作者 買取価格

ライトノベル
¥200
¥200

¥250
¥250
¥250
¥350

¥200

単行高価買取

作者 買取価格
小川哲

長岡弘樹
青山美智子

凪良ゆう
呉勝浩

一穂ミチ
宮部みゆき
東野圭吾

トマス・Ｊ．デロング

ライトノベル
￥300～￥350
￥250～￥300
￥300～￥400

●在庫状況等により予告無く変更する場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

2023年5月31日まで有効 


