
スラムダンク（2018年以降CP）

怪獣8号 地獄楽

SAKAMOTO DAYS スラムダンク（宮城受・三井受）

SPY×FAMILY（CPのみ） チェンソーマン

ハイキュー（高校卒業後CP） ナルト（オビト受）

マッシュル ワンピース（2019年以降CP）

鬼滅の刃（時透兄弟CP） 家庭教師ヒットマンREBORN！（2018年以降CP）

銀魂（2020年以降高杉晋助受） スラムダンク（流川受・木暮受）

黒子のバスケ（2020年以降CP) BLEACH（2019年以降CP）

テニスの王子様（2019年以降CP) 僕のヒーローアカデミア（ヴィランCP）

ハイキュー（2020年以降CP） ワールドトリガー（2018年以降CP）

サークル 買取金額

B：0nit0/精子に戻りたい 「イチゴとレモンとシロップと。」1,000円買取

サークル 買取金額

OUTRAGE? 2013年以降 500円買取

500円～買取

再録「revival:1、2」各5,000円買取 「revival:4」3,000円～買取

一人アンソロ「6927BOX 2」5,000円買取 「3～」3,000円買取

「Re;Birthday」「6927days」「Indigolite」各2,500円買取

えいかなし 300円買取

しゃかしゃか社 2020年発行以降 300円買取

to-fu 300円買取

ド田舎自販機 400円買取

晴れのち曇り 500円買取

ジャンプ系作品別買取情報
（対象はB5サイズ表紙フルカラー30ページ以上）

▼B5サイズフルカラー400円から買取！！※委託状況により値段の変動もあります。

▼B5サイズフルカラー300円から買取！！※委託状況により値段の変動もあります。

▼B5サイズフルカラー200円から買取！！

ジャンプ系サークル別買取情報
（対象はB5サイズ表紙フルカラー30ページ以上）

家庭教師ヒットマンREBORN！

怪獣8号

ELEVEN



サークル 買取金額

みねまに 2018年発行以降 300円買取

LION 300円買取

LION★PUNCH 再録「rigenerare」⑥～⑧各2,000円買取

林檎蜂蜜酒 再録「RINGO!」4,000円買取 再録「RINGO!R」2,500円買取

サークル 買取金額

いも屋 2022年発行まで1,000円～買取

再録「再演」5,000円買取

「朝の外側は金星」「朝の外側は金星 下」各1,000円買取

おにぎり畑 「鬼斬ってる場合じゃねえ!」5,000円買取

「金烏玉兎 太陽ノ編」2,500円買取

「金烏玉兎 月ノ編」1,000円買取

はりけん 1,000円買取

妄執デモクラシー 500円買取

サークル 買取金額

2018年以降発行300円買取

再録「曾 -かつて- 徒野再録集 九」1,000円買取

2022年以降発行500円買取

再録「77」3,000円買取 再録「33」1,500円買取

再録「食う寝る遊ぶエッチする」2,000円買取

再録「食う寝る遊ぶケンカする」1,200円買取

web再録「いい加減にしなさい！」1,200円買取

蜻蛉日記 「PLEASE DON’T BE IN LOVE WITH SOMEONE ELSE」2,000円買取

700円～買取

「しゃぶしゃぶしません」「雲隠れにし」各1,500円買取

「さらば奴らのご勝手に」1,500円買取

2020年以降発行200円買取

「KILINNO LOVETAMA Reprint 1、2」各2,500円買取

ocome

逆鱗

llch

麒麟

君恋

銀魂

ジャンプ系サークル別買取情報
（対象はB5サイズ表紙フルカラー30ページ以上）

かいせんどん！

家庭教師ヒットマンREBORN！

徒野

鬼滅の刃



サークル 買取金額

5時半の鐘 300円～買取

米ジュース 2021年発行まで 500円～買取

Super Strange Sweets 700円～買取

Snail 「Silver Dream」1,000円買取

2020年以降300円買取

再録「ニトロ飴再録集 1～6」各1,500円買取

灰猫 再録「ハイネコロク 1、3、4」各1,500円買取

パプリカ村 500円買取

再録「パライソ」11,000円買取 「2」4,000円買取 「3」6,000円買取

「見えない鎖」3,000円買取

3745HOUSE 再録「REBIRTH AND PLAYBACK 2」3,000円買取

サークル 買取金額

AQローテーション 再録「ONE MORE ROTATION 改訂版」2,000円買取

おげれつ 再録「OGERETSU RECORDING! 2」1,500円買取

（仮） 再録「オレとおまえの」2,500円買取

500円買取

「ハイクロキリサキ 1～3」各1,000円買取

幸漫 再録「バスケ部男子高校生の合宿 再録集 1～3」各700円買取

konohana 再録「小型犬は猛禽の夢を見るか」2,500円買取

刺傷 再録「傷痕スペクトラム 1、2」各500円買取

再録「MEMORANDUM 赤黛+α再録」1,500円買取

「色褪せないオレの光よ 1、2」各800円買取

「運命のβ」800円買取

第七天国 再録「狂」1,500円買取

再録「TAMLOG #33-38」1,500円買取

再録「TAMLOG#Adult 思春期未満お断り。」500円買取

ニトロ飴

銀魂

パライソ

黒子のバスケ

しおから

ギャングエイジ

TAM

ジャンプ系サークル別買取情報
（対象はB5サイズ表紙フルカラー30ページ以上）



サークル 買取金額

「鈍行ビリア再録集 4、7」各1,500円買取

「鈍行ビリア再録集 5」2,000円買取

「鈍行ビリア再録集 7．5」500円買取

再録「POKAKA再録」④2,000円買取

再録「POKAKA再録」⑤⑥各1,200円買取

サークル 買取金額

Sa 1,000円買取

Cube★ARO 300円～買取

「Say welcome back and YES.中・後編」各500買取

「Say welcome back and YES.前編」300円買取

再録「STKLnoSAI」①4,000円買取 ②2,000円買取

2017年発行再録「STKLnoSAI」3,000円買取

みみずくが丘 再録「歳月」5,000買取

「GUN×FIST！」2,500円買取

再録「もちぺい再録集 5 -HL編 3-」1,000円買取

「メビウスの外」500円買取

サークル 買取金額

アクリルナントカ 再録「アクリルナントカ再録集『デスロード』」2,500円買取

ohagiya 800円買取

500円買取

再録「月と太陽」5,000円買取

「夜明けの光芒」2,000円買取

さんざん 「山猫の嫁入り」1,500買取

JAPAN 「杉元♀さんとラッコ鍋しよう。」「コイすぎ」各1,000円買取

とりさし 「快楽食」「恋々と」各2,000円買取

hole 再録「再録集」4,000円買取

ロールニャッハ 「なつのはなし -序-」1,500円買取

ジャンプ系サークル別買取情報
（対象はB5サイズ表紙フルカラー30ページ以上）

黒子のバスケ

もちぺい

鈍行ビリア

POKAKA

きりほ師

●ールデン●ムイ

血界戦線

makaka

SubG



サークル 買取金額

CLUTCH 「KISS YOU」5,000円買取

「熱視線」32,000円買取

「硝子細工」「AQUA 特別編 白線流し」各25,000円買取

ONE SHOT 「想いつめれば狂いそう」20,000円買取

サークル 買取金額

STR. 再録「ShitoShito」1,800円買取

鶉 「嫋々纏繞」5,000円買取

53* 「金烏玉兎」「Peace of Days」 再録「結」各1,500円買取

水曜日のチューリップ 「今冬、星はふとんのなかで冷蔵庫の月を待つ」3,000円買取

てむをろしぽんすけ 「ピタッとごふし！ 「突っ込むの禁止ね」」3,000円買取

500円買取

「花に嵐」1,500円買取

バビロンまで何センチ 2022年7月以降発行 500円～買取

百色眼鏡 「Let Me Take a Break!」500円買取

サークル 買取金額

あまらんす 再録「親友とのセックスがとまらない(再録)」 1,000円買取

あらびき 「DON’T STOP ME NOW」850円買取

アレグラメンテ 500円買取

Sa 700円～買取

カレーうどん定食 「卒業」2,500円買取

再録「承花再録 6」700円買取

再録「承花再録 5 BLISSFUL」1,500円買取

再録「承花再録 4」1,000円買取

CLAMP 「CLAMP IN WONDERLAND」10,000円買取

「GIOY GUARDARE! 1、2」各5,500円買取

「SKIN」2,500円買取

じゃこてん 再録「ライフ・イズ・ビューティフル Refrain」4,000円買取

kunifusa

KOTTERI!

ジョジョの奇妙な冒険

シティーハンター

呪術廻戦

花棲

TRUE FACE

（対象はB5サイズ表紙フルカラー30ページ以上）
ジャンプ系サークル別買取情報



サークル 買取金額

1,000円～買取

「今日と云う良き日」「LOVE PANIC」500円買取

再録「TRSK LOG 1、2」各2,500円買取

再録「TRSK LOG 3」1,200円買取

再録「Ancora ジョルミス再録集」1,000円買取

鶴町 再録「鶴町再録集 2、3」各2,000円買取

NiR 再録「アンダーザブラッド 下」2,500円買取

再録「けつあつめ」5,000円買取

「ファニースマイルシンガーソング」2,500買取

ハラペコジャンクション!! 再録「仗露再録集 うるせぇッ仲良くなりました!!」4,000円買取

ヒヨコにしてやんよ！ 再録「Re 2015→2016」4,000円買取 「Re 2014→2015」2,500円買取

サークル 買取金額

黒本「心移ろい夜に溶ける」1,800円買取

白本「暦移ろい夜に咲く」1,000円買取

再録「ペールミントグリーンの幸い」1,500円買取

「ことの起こりは」500円買取

32゜F 「MaritalChallenge」「MISSION IN THE BED」600円買取

悲しきダメ人間 「ぼくだけが知っているこの家族のこと」500円買取

充電アダプタ 「SY-ON BOY」600円買取

サークル 買取金額

大沢家政婦協会 再録「よしながふみ再録個人誌 1～7」各1,500円買取

300円買取

再録「CROSS ROAD」1,500円買取

「WEB再録集 Vol.1、2」700円買取

「WEB再録集 Vol.3」1,800円買取

パライソ 「ファースト・サマー」3,000円買取

ジャンプ系サークル別買取情報
（対象はB5サイズ表紙フルカラー30ページ以上）

雨日和茶屋

スペースジェットに乗り込んで

地下堂

アンソロジー

スラムダンク

ジョジョの奇妙な冒険

SPY×FAMILY

ニップルボンバー

H’id．

湘北体育用具室



サークル 買取金額

500円買取

再録「リプレイマッチアップ」2,500円買取

「華麗なる神奈川」1,000円買取

P-Rhythm 再録「DEEP PURPLE COLLECTION」各1,500円買取

FLOURISH 再録「FLOURISH」6,000円買取

500円買取

再録「BLACK JACK」「フロム、イエスタディ。1～3」各2,500円買取

muscle pleasure 400円買取

「SHINE」800円買取

「Focuses on you」400円買取

サークル 買取金額

「OUTERSPACE」「OUTERSPACE MINI」各5,000円買取

「OUTERSPACE 2、3」各4,000円買取

サークル 買取金額

utouto アンソロ「真夜中に手解き」2,000円買取

ebanoniwa 800円買取 ※「TOO COOL FOR SCHOOL」のみ250円買取

「ダイヤモンドの犬」「時のない部屋」各1,500円買取

「玉虫色の駱駝」1,000円買取

幸漫 「ほんノチョットの幸せデ」800円買取

サメ 800円買取 ※「青春狂走曲」「あいという」のみ400円買取

足りないオツムで考えて 「地獄！」「エロ本」各1,000円買取

つむれ！ 「早川家の今日のごはん」1,000円買取

不気味の谷ごと愛したい 「ill」700円買取

foolish order 「グリゴールの子守唄」1,000買取 ※「家族になろうよ」400円買取

700円買取 ※「同居している～」のみ400円買取

「AI」1,000円買取

わっしょい屋

ジャンプ系サークル別買取情報
（対象はB5サイズ表紙フルカラー30ページ以上）

聖闘士星矢

MITARIUM

BLUE on BLUE

アウタースペース

チェンソーマン

OZ

ブイエム

スラムダンク



サークル 買取金額

青いゴリラ 500円～買取

500円～買取

再録「再会してるとは気付かずに出会った鳳長太郎宍戸亮」2,500円買取

500円買取

再録「year in and year out」5,000円買取

稲作ピパコ 再録500円～買取

（lol） 500円買取

えんがわ 再録「えんがわ謙光再録集album．」1,000円買取

orz 手塚×不二500円買取

肩甲骨電鉄 300円買取

Super Strange Sweets 700円買取

TIEBREAK 500円買取

鉄錆 300円買取

なめたけんち 500円買取

no plan 2020年発行まで700円買取

B級グルメ 2016年発行以降CPのみ300円買取

Farbe 再録「Farbe 柳赤再録集 ‐やなあかこれくしょん‐」1,500円買取

氷帝CP500円買取

四天宝寺CP300円買取

みかんいろ リョーマ×桜乃500円買取

lecco 500円買取

サークル 買取金額

相槌 700円買取

INKO 500円買取

End Less Line 300円買取

からあげ部 1,000円買取

スタジオtomorrow 「その後のDB 真九、十」各700円買取

鷹の目 500円買取

ヘリオドット

テニスの王子様

ASIAN-BEAT

いとかなし

ドラゴンボール

ジャンプ系サークル別買取情報
（対象はB5サイズ表紙フルカラー30ページ以上）



サークル 買取金額

cicuta. 500円買取

乳酸菌マフラー 300円買取 「FMF∞」1,500円買取

へるもん 1,000円～買取

サークル 買取金額

「妖異聞譚」シリーズ各500円買取

再録「永久輪廻」「篭絡レクチャー再録集」各1,500円買取

再録「Onyx Night Flavors」「Jewel　Flavor」各1,200円買取

犬神奉公会 「歴史にifはない」6,500円買取 「絶えて桜のなかりせば」4,500円買取

「結び目」「みひかりのもと」各3,000円買取

「あまいくちびる」「うちはオビトはもういない？」各1,500円買取

「山藤荒神説話」「不完全に地獄」各1,200円買取

「山藤」「テレポートパスポート」各1,000円買取

「明日は夢の出来事」「夢の工船生活」各800円買取

1,000円買取（サスケ×サクラのみ）

再録「フェスタ」「リバー」各7,500円買取

Saly 「瞬 MATATAKI INFINITY Limited edition」2冊セット 10,000円買取

JUDY 1,000円買取

ちくわときゅうり 再録「PARADE 4」1,500円買取

ヒミツバス 再録「BUS TERMINAL 3、4」各2,000円買取

700円買取

「パーフェクト・ブルー 後編」2,500円買取

500円～買取

再録「歩行者用信号再録集 「寄る辺」」3,500円買取

「不断の絆 第二章」4,000円買取

「不断の絆 第一章」2,500円買取

marsh. 再録「In th Pink」2,000円買取

NARUTO

天ノ邪鬼

遠雷

根性組合

ジャンプ系サークル別買取情報
（対象はB5サイズ表紙フルカラー30ページ以上）

ドラゴンボール

ゑ江

po

歩行者用信号



サークル 買取金額

壱 500円買取

一伊 1,000円買取

ウチドメ 再録「ウチドメ及岩再録 2、3」各2,000円買取

再録「黒月彩録1～4」各1,000円買取

再録「デッドオアドライブ再録」1,500円買取

再録「HQ祭録集5～7」各1,500円買取

「ひかりの子 4」1,000円買取

再録「傷痕 BtoE 2」700円買取

再録「刺傷再録集DEPARTURE」1,500円買取

再録「横浜の男」1,000円買取

500円～買取

再録 「Regeneration」 Web再録「マジックポケット」各1,500円買取

稲荷崎CP・夢本500円～買取

「稲荷崎・夢LOG」「ココロノマンナカ」各1,000円買取

再録「RE：You steal my No.1」4,000円買取

再録「You steal my No.1 !!」1,500円買取

VAINOIT 再録「BKAK COLLECTION 1」1,500円買取

這い這い 再版 再録「MILAGRO」「PARAISO」各1,500円買取

vgmt 再録「the ONE」「the TWO」各2,500円買取

部活おわった？ 2018年以降発行 500円買取

再録「おかわり！！」500円買取 「2杯目」1,000円買取

「3杯目」1,500円買取

MOON CAT 「アサカツ！1～3.5」各500円買取

サークル 買取金額

最後までクズたっぷり 再録「右指」「左指」各2,000円買取

シバイヌラボ 再録「ヒソゴン再録本」1,500円買取

わたがしメーカー 1,000円～買取（「若気の至り」2,500円買取）

しろくろまだら

ジャンプ系サークル別買取情報
（対象はB5サイズ表紙フルカラー30ページ以上）

HUNTER×HUNTER

刺傷

ハイキュー!!

CARBON-14

とらがら

ねこのかりんとう

ぶぶん飯店



サークル 買取金額

n.S.k.k 500円買取

700円～買取

再録「memorial:1」3,000円買取

GEM 1,000円～買取

PH圏外 300円買取

二重星 再録「アキヒカ魂」5,500円買取

サークル 買取金額

再録「PLAY BACK」③4,000円買取

再録「PLAY BACK」②1,500円買取

再録「PLAY BACK」①2,000円買取

coupe 200円～買取

椿荘 500円～買取

再録「GROLIA IV」2,500円買取

再録「GROLIA III」1,500円買取

再録「GROLIA II」1,000円買取

再録「GROLIA」500円買取

PPR 300円～買取

サークル 買取金額

AMBROSIA 再録「Tagtraum」1,500円買取

気が狂う 500円～買取

逆鱗 「SUPER ARMOR!!」1,000円買取

再録「Re：Love Me Tender」1,500買取

再録「Re：さよならシュレディンガーの猫 1＆2」1,000円買取

再録「「轟くん、あのね」-轟出 再録本-」500円買取

クシヤブ 再録「轟爆再録」①～④各1,500円買取

くりーずちーむ 敵連合中心500円～買取

BLEACH

僕のヒーローアカデミア

ヒカルの碁

休日出勤

912-l'amant

ジャンプ系サークル別買取情報
（対象はB5サイズ表紙フルカラー30ページ以上）

暁光

HONEY CANON



サークル 買取金額

最期に必ず愛は勝つ 500円買取

最後に必ず愛は勝つ 700円買取

500円～買取

再録「張子の虎」2,800円買取

gst.log 「カウンタープリズム」3,000円買取

Joyce 500円～買取

GERANIUM 再録「GERANIUM再録」②2,000円買取

500円買取

再録「 『キスの次は?』『あるとか、ないとか。』まとめ本」3,000円買取

握れや 「爆轟本」5,500円買取

「太陽と向日葵」「ながあめ」各1,000円買取

短編集「諦念」1,200円買取

八分崎 「死灰の空の底」1,500円買取

「いちにもににも」2,000円買取

「炎、熱を知る」3,000円買取

再録「プロヒーローと中学生 再録集＋番外編」2,500円買取

「You and Me」1,000円買取

700円買取

「悪い猫は誰だ」「愛しか言えない48時間」各1,000円買取

700円買取

「恋と友情」1,000円買取

「愛があんなら上等だ」1,500円買取

サークル 買取金額

東道場 Ai×藤木遊作 500円～買取

Walk-In Closet 2,500円～買取

KBR 300円～買取

comcom 300円～買取

無心 再録「おとなのスタートライン」3,000円買取

yowa

ジャンプ系サークル別買取情報
（対象はB5サイズ表紙フルカラー30ページ以上）

僕のヒーローアカデミア

728

sainome

遊戯王シリーズ

ヌポポ

lapin

Lovely Hollow

YS



サークル 買取金額

タピ岡 再録「killer contents」①②各2,000円買取

桃色探偵団 アンソロ「御蔵馬総受読本」15,000円買取

サークル 買取金額

「ガラスピースに恋をした 」1,500円買取

「何億何万光年先の君に」「IZUTACHI」各1,000円買取

愛をみる少年 再録「愛をみる少年 再録集」3,000円買取

東道場 空閑遊真×三雲修のみ300円買取

500円買取

「OVERHEAT」1,000円買取

「これまでも これからも」3,500円買取

再録「太刀忍再録集2」2,500円買取

「飛行機のない街」「夜間飛行」各500円買取

「生まれつきの嘘つき」1,000円買取

くもひより 800円買取

KKKISS 再録「18歳録」①～③各1,000円買取

低空疲労 500円買取

テレステ 再録「コスプレボーダーギャグ漫画まとめコーデで勝負よ!」2,500円買取

再録「WEB再録アルバム本」①8,000円買取

再録「WEB再録アルバム本」②6,500円買取

マイゴジンセイ 800円買取

300円買取

再録「IRODORI」①②各3,000円買取

サークル 買取金額

アイロニイズ 500円～買取

「Agape」「be dyed XXX」各5,000円買取

「冬のノスタルジア」「Wedding March」各4,000円買取

「GOLDEN TIME」3,000円買取 ※「ある砂漠の話」1,500円買取

monyanblue

幽遊白書

AROARU

Azet

garm

色葉箱

◯寅

ワンピース

ジャンプ系サークル別買取情報

愛しかない

ワールドトリガー

（対象はB5サイズ表紙フルカラー30ページ以上）



サークル 買取金額

U5 「SHINE in the darkness」1,500円買取

再録「虎九〇一一三」「一億彩図」各2,500円買取

「海賊船ノア」5冊セット 5,000円買取

500円～買取

再録「LL S+y BOX」②7,500円買取

再録「LL S+y BOX」①3,000円買取

再録「この夜が終わっても。」4,500円買取

再録「Memories 1」2,500円買取

再録「Memories 2、3」各1,500円買取

再録「Memories 4」1,000円買取

再録「ナナメナラズ」①～⑤⑦⑧、[ウラ]各1,500円買取

再録「ナナメナラズ」⑤⑥各1,000円買取

「TRANSMIGRATE 4～7」各300円買取

再録「re:print 5」1,500円買取

ZOM 800円買取 ※「ロスト イン ザ レイン 前編」500円買取

茶通 1,500円～買取

テメコラ 再録「テメコラサイロク」5,000円買取

700円～買取

「Morning」6,500円買取

となりのあさごはん。 再録「ゾロサン再録 BREAK FAST」1,500円買取

のんべんだらり 500円買取

1,000円買取

再録「C/L」4,000円買取

「＆」10,000円買取

「とらまつり」1,500買取

LOVELY HOLLOW 1,500円買取 ※「００」1,000円買取

再録「忘却カウントダウン」6,000円買取

再録「ROMnoLOG」「ROM PIECE」①②各4,000買取

再録「氷雨の刃」「ROM PIECE」③④各3,000円買取

yowa

ROM-13

一億

DAWN

ジャンプ系サークル別買取情報
（対象はB5サイズ表紙フルカラー30ページ以上）

ワンピース

サマリアン

S+ｙ

hybkt

ぎょたく

十四代


