
読み終わった 本 お売りください

単行本高価買取リスト 下記買取価格は配布店舗のみ有効です

※買取価格は予告なく変動する場合がございます。

単行本 単行本 単行本

君たちはどう生きるか ＳＨＯＥ　ＤＯＧ ＰＲＥ－ＳＵＡＳＩＯＮ 

吉野源三郎 400円 フィル・ナイト 700円 ロバート・Ｂ．

チャルディーニ 1000円

恩田陸 550円 藤崎彩織 500円 今村昌弘 600円

単行本 単行本 単行本

蜜蜂と遠雷 ふたご 屍人荘の殺人 

作家 金額

単行本 単行本

実用書 モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイエット 佐久間健一 350円 文学・エッセイ・詩集 九十歳。何がめでたい 

ジャンル タイトル 作家 金額 ジャンル タイトル

佐藤愛子 450円

実用書 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 400円 小説 おもかげ 浅田次郎 300円

池井戸潤 350円

健康・家庭医学 スタンフォード式　最高の睡眠 西野精治 400円 小説 ＡＸ　アックス 伊坂幸太郎 200円

健康・家庭医学 医者が教える食事術　最強の教科書 牧田善二 500円 小説 陸王 

伊坂幸太郎 250円

ビジネス・経済 行動経済学まんが ヘンテコノミクス 佐藤雅彦・菅俊一 600円 小説 屍人荘の殺人 今村昌弘 600円

健康・家庭医学 酒好き医師が教える　最高の飲み方 葉石かおり 500円 小説 ホワイトラビット 

小川糸 300円

ビジネス・経済 ＳＡＬＥＳ　ＧＲＯＷＴＨ トーマス・バウムガルトナー 700円 小説 ツバキ文具店 小川糸 300円

ビジネス・経済 ＳＨＯＥ　ＤＯＧ フィル・ナイト 700円 小説 キラキラ共和国 

恩田陸 550円

ビジネス・経済 完訳　７つの習慣 スティーブン・Ｒ．コヴィー 500円 小説 この嘘がばれないうちに 川口俊和 250円

ビジネス・経済 ４０歳を過ぎて最高の成果を出せる「疲れない体」と「折れない心」のつくり方 葛西紀明 400円 小説 蜜蜂と遠雷 

塩田武士 300円

ビジネス・経済 革命のファンファーレ 西野亮廣 500円 小説 か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる 250円

ビジネス・経済 魔法のコンパス 西野亮廣 500円 小説 罪の声 

辻村深月 350円

ビジネス・経済 孫社長にたたきこまれた　すごい「数値化」仕事術 三木雄信 400円 小説 Ｒ帝国 中村文則 350円

ビジネス・経済 多動力 堀江貴文 400円 小説 かがみの孤城 

西加奈子 200円

ビジネス・経済 考える技術・書く技術　新版 バーバラ・ミント 650円 小説 マスカレード・ナイト 東野圭吾 350円

ビジネス・経済 社内プレゼンの資料作成術 前田鎌利 600円 小説 ｉ（アイ） 

藤崎彩織 500円

ビジネス・経済 ワーク・シフト リンダ・グラットン 550円 小説 ノーマンズランド 誉田哲也 350円

ビジネス・経済 ストーリーとしての競争戦略 楠木建 1000円 小説 ふたご 

宮部みゆき 200円

ビジネス・経済 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください！ 山崎元 400円 小説 ルビンの壺が割れた 宿野かほる 200円

ビジネス・経済 ＬＩＦＥ　ＳＨＩＦＴ リンダ・グラットン 700円 小説 この世の春　上・下 

愛七ひろ 250～450円

ビジネス・経済 めちゃくちゃ売れてる株の雑誌ＺＡｉが作った「株」入門　改訂第２版 ダイヤモンド・ザイ編集部 400円 小説 盾の勇者の成り上がり 15巻～ アネコユサギ 250円

ビジネス・経済 金持ち父さん貧乏父さん　改訂版 ロバート・Ｔ．キヨサキ 400円 小説 デスマーチからはじまる異世界狂想曲 5巻～

香月美夜 250～450円

情報・通信・コンピュータ たった１日で即戦力になるＥｘｃｅｌの教科書 吉田拳 700円 小説 幼女戦記 5巻～ カルロ・ゼン 200～400円

ビジネス・経済 いちばんカンタン！株の超入門書　改訂２版 安恒理 400円 小説 本好きの下剋上　第三部　領主の養女 1巻～

ナハァト 250～450円

哲学・心理学・宗教 影響力の武器　第三版 ロバート・Ｂ．チャルディーニ 1000円 小説 忍物語 西尾維新 250円

サイエンス ゲノムが語る人類全史 アダム・ラザフォード 900円 小説 その者。のちに… 5巻～

伏瀬 200～400円

歴史・地理 サピエンス全史　上・下 ユヴァル・ノア・ハラリ 800円 小説 異世界はスマートフォンとともに。 6巻～ 冬原パトラ 250～450円

哲学・心理学・宗教 ＰＲＥ－ＳＵＡＳＩＯＮ ロバート・Ｂ．チャルディーニ 1000円 小説 転生したらスライムだった件 1巻～

丸山くがね 200～400円

語学・会話 一億人の英文法 大西泰斗 500円 小説 無職転生 13巻～ 理不尽な孫の手 200～450円

語学・会話 品格のある英語は武器になる マヤ・バーダマン 400円 小説 オーバーロード 1巻～

18歳未満のお売り頂くお客様へ

お売り頂く際のお願い
●18歳未満のお客様は、保護者の同伴及び、

    保護者の本人確認書類が必要となります。

●青少年の健全な育成の為の取り組みに、

   ご理解とご協力をお願いいたします。

①お売りいただく際には本人確認書類が必要です。
②買取価格は 2018年1月18日 現在の価格です。買取価格は予告なく変動する場合がございます。ご了承ください。
③在庫の状況、本の状態によって上記価格にならない場合がございます。
④巻数によって価格が変動する場合がございます。ご了承下さい。


