
買取価格 買取価格
¥2,600 ¥15,000
¥2,300 ¥8,500
¥2,600 ¥13,000

各￥3,000 各￥3,700
¥6,000 ¥1,500
¥5,300 ¥25,000

各￥5,000 ¥8,800
¥3,500 ¥7,000
¥5,000 ¥8,500
¥3,600 ¥14,000
¥4,600 各￥7,000
¥3,000 ¥4,700
¥3,800 ¥10,000
¥4,000 ¥25,000
¥5,700 各￥3,700
¥1,800 ¥6,000
¥2,500 ¥7,600
¥1,500 ¥7,000

各￥4,600 ¥12,000
¥3,800 ¥4,500
¥6,000 ¥6,000
¥7,500 ¥13,000

¥14,000 ¥2,300
各￥9,300 ¥15,000

¥12,000 ¥18,000
¥24,000 ¥11,000
¥16,000 ¥3,200
¥1,800 ¥3,700
¥3,000 ¥2,500
¥3,100 ¥3,500
¥4,000 ¥3,000
¥3,000 ¥6,500
¥7,000 ¥18,000
¥2,300 ¥3,000
¥5,200 ¥3,100
¥3,400 ¥6,800

各￥4，600 ¥10,000
各￥3,000 ¥2,200

¥3,200 ¥6,200
各￥4,600 ¥10,000

¥10,000 ¥13,000
¥17,000 ¥1,700
¥33,000 ¥1,800
¥15,000 ¥3,400
¥7,600 ¥1,800
¥9,000 ¥5,200

¥16,000 ¥5,800
¥9,200 ¥6,000

¥11,000 ¥6,000
¥9,500 各￥8,500

¥12,000 ¥10,000
¥11,000 ¥7,600
¥4,500 ¥18,000
¥6,000 ¥22,000
¥4,700 ¥9,500
¥7,000 ¥14,000

¥13,000 ¥1,000
¥12,000 ¥1,700
¥20,000 ¥17,000
¥28,000 ¥20,000
¥8,500 ¥6,000
¥9,000 ¥5,500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Ⅱ 初回仕様 全4巻+OVA

ストライク・ザ・ブラッドⅣOVA＋消えた聖槍 初回仕様版 全7巻

精霊幻想記 Blu-ray BOX vol.1

魔法科高校の優等生 完全生産限定版 vol.1
魔法科高校の優等生 完全生産限定版 vol.1
ましろのおと 通常版 vol.4

※掲載価格は美品、完品の状態の買取り金額です。
在庫や人気の具合により買取価格は変動いたします。

Fairy蘭丸～あなたの心お助けします～ vol.6

ドラゴン、家を買う 全４巻

ドラゴンクエスト ダイの大冒険 vol.4
バクテン！！ 完全生産限定版 vol.2
バクテン！！ 完全生産限定版 vol.3
BEASTRS 2nd 初回生産限定版 全４巻
ひぐらしのなく頃に卒　初回生産通常版　vol.1

ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 全４巻
100万人の命の上に俺は立っている 初回仕様版 Blu-ray BOX

東京リベンジャーズ vol.6

魔入りました！入間くん 第2シーズン 通常版 vol.2
マギアレコード　魔法少女まどか☆マギカ外伝　2nd SEASON-覚醒前夜－　完全生産限定版　vol.1

小林さんちのメイドラゴンS 豪華版 vol.2
小林さんちのメイドラゴンS 豪華版 vol.3
小林さんちのメイドラゴンS 初回限定版 vol.2
小林さんちのメイドラゴンS 初回限定版 vol.3

Fate/EXTRA Last Encore 完全生産限定 全6巻

ストライク・ザ・ブラットⅢ OVA 初回仕様 全5巻

ましろのおと 通常版 vol.3

不滅のあなたへ 完全生産限定版 vol.1
不滅のあなたへ 完全生産限定版 vol.2
僕のヒーローアカデミア 5th 初回生産限定版 vol.1

劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 前編 Wandering; Agateram 完全生産限定版

Fate/stay night [heaven's Feel]Ⅱ.lost butterfly 完全生産限定

Fate/stay night [heaven's Feel]Ⅲ.spring song 完全生産限定

コードギアス 復活のルルーシュ 劇場版 特装限定版

僕のヒーローアカデミア 5th 初回生産限定版 vol.2

僕のヒーローアカデミア 5th 初回生産限定版 vol.3

Fate/Grand Carnival 完全生産限定版 vol.1
Fate/Grand Carnival 完全生産限定版 vol.2

Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- 完全生産限定版 全5巻

かげきしょうじょ！！ 初回仕様 vol.2
かげきしょうじょ！！ 初回仕様 vol.3,4
カノジョも彼女 初回生産版 vol.1
カノジョも彼女 初回生産版 vol.2
蜘蛛ですが、なにか？ vol.3
蜘蛛ですが、なにか？ vol.4
ゲッターロボアーク 特装限定版 vol.1,2
現実主義勇者の王再建記 Blu-ray BOX

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 初回仕様 全7巻+OVA

コードギアス 反逆のルルーシュ 劇場版 特装限定版 叛道

死神坊ちゃんと黒メイド 初回限定版 vol.3，4
白い砂のアクアトープ　初回限定版　vol.1,2
シャドーハウス 完全生産限定版 vol.4
シャドーハウス 完全生産限定版 vol.5,6
SHAMAN KING 初回生産限定版 vol.1

死神坊ちゃんと黒メイド 初回限定版 vol.2

精霊幻想記 Blu-ray BOX vol.2

ソードアート・オンラインⅡ 全9巻

SHAMAN KING 初回生産限定版 vol.2
ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 初回仕様 全10巻

ストライク・ザ・ブラッド 初回仕様版 全8巻
ストライク・ザ・ブラッドⅡOVA 初回仕様版 全4巻

コードギアス 反逆のルルーシュ 劇場版 特装限定版 興道

コードギアス 反逆のルルーシュ 劇場版 特装限定版 皇道

うらみちお兄さん 初回仕様 vol.2
うらみちお兄さん 初回仕様 vol.3
86-エイティシックス-　完全生産限定版　vol.3

86-エイティシックス-　完全生産限定版　vol.4
EDENS ZERO 完全生産限定版　vol.3
EDENS ZERO 完全生産限定版　vol.4
幼なじみが絶対に負けないラブコメ 初回生産仕様 vol.3

Blu-ray Disc
タイトル

アイドリッシュセブン　Thid BEAT!  vol.2
異世界かるてっと 上巻
異世界かるてっと 下巻
異世界かるてっと2 上・下巻
劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 特別版

劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 通常版

ヴァニスタの手記　完全生産限定版　vol.1,2

五等分の花嫁∬ 全5巻

タイトル

チート薬師のスローライフ～異世界に作ろうドラッグストア～ Blu-ray BOX

月が導く異世界道中　vol.1,2
TSUKIPRO THE ANIMATION2 vol.1
転生したらスライムだった件 特装限定版 全4巻
転生したらスライムだった件 2期 特装限定版 vol.1

転生したらスライムだった件 2期 特装限定版 vol.2

転生したらスライムだった件 2期 特装限定版 vol.3

転生したらスライムだった件 2期 特装限定版 vol.4

Fairy蘭丸～あなたの心お助けします～ vol.5

ピーチボーイリバーサイド Blu-ray BOX

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Ⅲ 初回仕様 全4巻+OVA

探偵はもう、死んでいる。　初回生産通常版　vol.1

デジモン THE MOVIES Blu-ray 1999-2006
デジモンアドベンチャー： vol.3,4

とある科学の一方通行 初回仕様 全3巻
とある科学の超電磁砲T 初回仕様 全8巻
東京リベンジャーズ vol.4、5

ドラゴンクエスト ダイの大冒険 vol.3

五等分の花嫁　全５巻

幼なじみが絶対に負けないラブコメ 初回生産仕様 vol.4

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…X 初回仕様 vol.2

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…X 初回仕様 vol.3

SAO アリシゼーション War of Underworld 完全生産限定版 全8巻

戦姫絶唱シンフォギアGX 期間限定版 全6巻
戦記絶唱シンフォギアAXZ　期間限定版　全６巻

SAO オルタナティブ ガンゲイル・オンライン 完全生産限定版 全6巻

ソードアート・オンライン アリシゼーション 完全生産限定版 全８巻

戦姫絶唱シンフォギアXV 期間限定版 全6巻
戦闘員、派遣します！ 初回生産版 vol.3
戦闘員、派遣します！ 初回生産版 vol.4
先輩がうざい後輩の話　初回版　vol.1
ソードアート・オンライン 全9巻

女神寮の寮母くん。　Blu-ray　BOX　vol.1

無職転生～異世界行ったら本気だす～ 初回生産限定版 vol.1

ゆるキャン△ SEＡＳON2 全3巻

ラブライブ！スーパースター！！ 特装限定版 vol.3

Re：ゼロから始める異世界生活 初回生産版 全9巻

Re:ゼロから始まる異世界生活 2nd season 全8巻

ラブライブ！スーパースター！！ 特装限定版 vol.2

ワールドトリガー 2ndシーズン 初回仕様 vol.1

ワールドトリガー 2ndシーズン 初回仕様 vol.2

ゆるキャン△ 全3巻

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続 初回限定版 全6巻

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 初回限定版 全7巻

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 初回限定版 全6巻

無職転生～異世界行ったら本気だす～ 初回生産限定版 vol.2

迷宮ブラックカンパニー　初回生産版　vol.1

迷宮ブラックカンパニー　初回生産版　vol.2,3



オルタナティブ


