
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9月13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。

柚月裕子 350円

情報・通信・コンピュータ ＡＩ　ｖｓ．教科書が読めない子どもたち 新井紀子 300円 小説 国宝　上・下 吉田修一 600円

情報・通信・コンピュータ デジタルネイチャー 落合陽一 700円 小説 凶犬の眼 

湊かなえ 600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 あやかし草紙　三島屋変調百物語伍之続 宮部みゆき 500円

ビジネス・経済 ＬＩＦＥ　ＳＨＩＦＴ リンダ・グラットン 400円 小説 ブロードキャスト 

三浦しをん 600円

ビジネス・経済 ストーリーとしての競争戦略 楠木建 400円 小説 未来 湊かなえ 350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 愛なき世界 

東野圭吾 200円

ビジネス・経済 パブリック・スピーキング 小山竜央 600円 小説 マチネの終わりに 平野啓一郎 450円

ビジネス・経済 １分で話せ 伊藤羊一 250円 小説 魔力の胎動 

辻村深月 300円

ビジネス・経済 たった１日で即戦力になるＥｘｃｅｌの教科書 吉田拳 450円 小説 マスカレード・ナイト 東野圭吾 200円

ビジネス・経済 死ぬこと以外かすり傷 箕輪厚介 500円 小説 噛みあわない会話と、ある過去について 

高橋弘希 300円

ビジネス・経済 Ｅｘｃｅｌ　最強の教科書　完全版 藤井直弥 350円 小説 かがみの孤城 辻村深月 550円

ビジネス・経済 「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく東大読書 西岡壱誠 300円 小説 送り火 

住野よる 300円

ビジネス・経済 自分を操る超集中力 メンタリストＤａｉＧｏ 250円 小説 か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる 250円

ビジネス・経済 週４０時間の自由をつくる超時間術 メンタリストＤａｉＧｏ 300円 小説 青くて痛くて脆い 

今野敏 300円

ビジネス・経済 学びを結果に変えるアウトプット大全 樺沢紫苑 500円 小説 ファーストラヴ 島本理生 350円

ビジネス・経済 英語の多動力 堀江貴文 500円 小説 任侠浴場 

北方謙三 350円

ビジネス・経済 多動力 堀江貴文 250円 小説 棲月 今野敏 350円

ビジネス・経済 革命のファンファーレ 西野亮廣 250円 小説 チンギス紀 1巻～

川口俊和 250円

ビジネス・経済 筋トレが最強のソリューションである Ｔｅｓｔｏｓｔｅｒｏｎｅ 250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 頭に来てもアホとは戦うな！ 田村耕太郎 250円 小説 コーヒーが冷めないうちに 

今村昌弘 200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 蜜蜂と遠雷 恩田陸 350円

ビジネス・経済 嫌われる勇気 岸見一郎 200円 小説 屍人荘の殺人 

池井戸潤 600円

ビジネス・経済 Ｌｅａｒｎ　Ｂｅｔｔｅｒ アーリック・ボーザー 550円 小説 下町ロケット　ヤタガラス 池井戸潤 600円

ビジネス・経済 ティール組織 フレデリック・ラルー 650円 小説 下町ロケット　ゴースト 

大西泰斗 500円

ビジネス・経済 ａｍａｚｏｎ　世界最先端の戦略がわかる 成毛眞 600円 コミックエッセイ お互い４０代婚 たかぎなおこ 250円

ビジネス・経済 １０年後の仕事図鑑 堀江貴文・落合陽一 250円 語学・会話 一億人の英文法 

ビジネス・経済 １日１ページ、読むだけで身につく世界の教養３６５ デイヴィッド・Ｓ．キダー 600円 歴史・地理 ホモ・デウス　上・下 ユヴァル・ノア・ハラリ 800円

ビジネス・経済 ｔｈｅ　ｆｏｕｒ　ＧＡＦＡ スコット・ギャロウェイ 550円 歴史・地理 サピエンス全史　上・下 

ビジネス・経済 日本再興戦略 落合陽一 250円 歴史・地理 超現代語訳　幕末物語 房野史典 500円

ユヴァル・ノア・ハラリ 500円

作家 金額

単行本 単行本

実用書 漫画　君たちはどう生きるか 吉野源三郎 400円 哲学・心理学・宗教 影響力の武器　第三版 

ジャンル タイトル 作家 金額 ジャンル タイトル

ロバート・Ｂ．チャルディーニ 750円

池井戸潤 600円 辻村深月 550円 湊かなえ 600円

単行本 単行本 単行本

下町ロケット　ヤタガラス かがみの孤城 ブロードキャスト 

英語の多動力 死ぬこと以外かすり傷 ホモ・デウス　上・下 

堀江貴文 500円 箕輪厚介 500円 ユヴァル・ノア・ハラリ 800円

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



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

異世界のんびり農家 1巻～ オーバーロード 1巻～ 神達に拾われた男 1巻～

内藤騎之介 250～450円 丸山くがね 200～450円 Ｒｏｙ 250～450円
単行本 単行本 単行本

蜘蛛ですが、なにか？ 6巻～ 転生したらスライムだった件 1巻～ とんでもスキルで異世界放浪メシ 1巻～

馬場翁 250円 伏瀬 350～400円 江口連 200～250円
タイトル 巻数 作家 レーベル 金額

単行本（ライトノベル）

アラフォー賢者の異世界生活日記 5巻～ 寿安清 ＭＦブックス 250～450円

いずれ最強の錬金術師？ 1巻～ 小狐丸 アルファポリス 250円

異世界でもふもふなでなでするためにがんばってます。 2巻～ 向日葵 Mノベルス 200～250円

異世界転生騒動記 9巻～ 高見梁川 アルファポリス 250～450円

異世界に飛ばされたおっさんは何処へ行く？ 2巻～ シ・ガレット アルファポリス 200～250円

異世界のんびり農家 1巻～ 内藤騎之介 エンターブレイン 250～450円

異世界はスマートフォンとともに。 11巻～ 冬原パトラ ホビージャパン 200～450円

異世界ゆるり紀行　子育てしながら冒険者します 1巻～ 水無月静琉 アルファポリス 200～250円

痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1巻～ 夕蜜柑 カドカワＢＯＯＫＳ 200～250円

オーバーロード 1巻～ 丸山くがね エンターブレイン 200～450円

神達に拾われた男 1巻～ Ｒｏｙ ホビージャパン 250～450円

蜘蛛ですが、なにか？ 6巻～ 馬場翁 カドカワＢＯＯＫＳ 250円

ゲート　ＳＥＡＳＯＮ　２　自衛隊　彼の海にて、斯く戦えり 1巻～ 柳内たくみ アルファポリス 300円

失格紋の最強賢者　～世界最強の賢者が更に強くなるために転生しました～ 2巻～ 進行諸島 ＧＡノベル 200～500円

戦国小町苦労譚 6巻～ 夾竹桃 アース・スターノベル 200～500円

素材採取家の異世界旅行記 2巻～ 木乃子増緒 アルファポリス 200～450円

月が導く異世界道中 11巻～ あずみ圭 アルファポリス 200～250円

デスマーチからはじまる異世界狂想曲 11巻～ 愛七ひろ カドカワＢＯＯＫＳ/富士見書房ノベルス 250円

転生王子はダラけたい 4巻～ 朝比奈和 アルファポリス 200～450円

転生したらスライムだった件 1巻～ 伏瀬 ＧＣノベルズ 350～400円

転生しちゃったよ　いや、ごめん 4巻～ ヘッドホン侍 アルファポリス 200～250円

とんでもスキルで異世界放浪メシ 1巻～ 江口連 オーバーラップ 200～250円

二度目の勇者は復讐の道を嗤い歩む 4巻～ 木塚ネロ ＭＦブックス 200～450円

八男って、それはないでしょう！ 10巻～ Ｙ．Ａ ＭＦブックス 200～450円

没落予定なので、鍛冶職人を目指す 6巻～ ＣＫ カドカワＢＯＯＫＳ 200～250円

本好きの下剋上　第四部　貴族院の自称図書委員 1巻～ 香月美夜 ＴＯブックス 250～500円

マギクラフト・マイスター 11巻～ 秋ぎつね ＭＦブックス 250～450円

無職転生 16巻～ 理不尽な孫の手 ＭＦブックス 250～450円

幼女戦記 8巻～ カルロ・ゼン エンターブレイン 200～400円

私、能力は平均値でって言ったよね！ 5巻～ ＦＵＮＡ アース・スターノベル 200～250円
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