
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 2019年3月14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。

米澤穂信 300円

語学・会話 一億人の英文法 大西泰斗 500円 外国の小説 ８２年生まれ、キム・ジヨン チョ・ナムジュ 300円

歴史・地理 ホモ・デウス　上・下 ユヴァル・ノア・ハラリ 500円 小説 本と鍵の季節 

横山秀夫 700円

歴史・地理 サピエンス全史　上・下 ユヴァル・ノア・ハラリ 500円 小説 続　横道世之介 吉田修一 300円

歴史・地理 日本国紀 百田尚樹 400円 小説 ノースライト 

宮部みゆき 300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 熱帯 森見登美彦 400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 昨日がなければ明日もない 

町屋良平 250円

ビジネス・経済 ＬＩＦＥ　ＳＨＩＦＴ リンダ・グラットン 400円 小説 愛なき世界 三浦しをん 350円

ビジネス・経済 天才を殺す凡人 北野唯我 500円 小説 １Ｒ１分３４秒 

平野啓一郎 300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 ベルリンは晴れているか 深緑野分 500円

ビジネス・経済 １分で話せ 伊藤羊一 400円 小説 マチネの終わりに 

東野圭吾 350円

ビジネス・経済 Ｅｘｃｅｌ　最強の教科書　完全版 藤井直弥 500円 小説 ある男 平野啓一郎 350円

ビジネス・経済 知的生産術 出口治明 500円 小説 マスカレード・ナイト 

原尞 350円

ビジネス・経済 超効率勉強法 メンタリストＤａｉＧｏ 450円 小説 沈黙のパレード 東野圭吾 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 それまでの明日 

辻村深月 600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 450円 小説 小説　映画ドラえもん　のび太の月面探査記 辻村深月 700円

ビジネス・経済 メモの魔力 前田裕二 450円 小説 傲慢と善良 

知念実希人 300円

ビジネス・経済 バカとつき合うな 堀江貴文・西野亮廣 400円 小説 かがみの孤城 辻村深月 550円

ビジネス・経済 多動力 堀江貴文 250円 小説 ひとつむぎの手 

住野よる 500円

ビジネス・経済 スタンフォード式　最高の睡眠 西野精治 400円 小説 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 350円

ビジネス・経済 頭に来てもアホとは戦うな！ 田村耕太郎 400円 小説 麦本三歩の好きなもの 

木皿泉 300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 宝島 真藤順丈 500円

ビジネス・経済 幸せになる勇気 岸見一郎 400円 小説 さざなみのよる 

小野寺史宜 250円

ビジネス・経済 嫌われる勇気 岸見一郎 400円 小説 蜜蜂と遠雷 恩田陸 350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 ひと 

上田岳弘 300円

ビジネス・経済 破天荒フェニックス　オンデーズ再生物語 田中修治 350円 小説 すぐ死ぬんだから 内館牧子 300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 小説 ニムロッド 

ビジネス・経済 ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ ハンス・ロスリング 600円 小説 魔眼の匣の殺人 今村昌弘 600円

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 500円 小説 フーガはユーガ 

ビジネス・経済 ｔｈｅ　ｆｏｕｒ　ＧＡＦＡ スコット・ギャロウェイ 550円 小説 火のないところに煙は 芦沢央 350円

伊坂幸太郎 300円

作家 金額

単行本 単行本

ビジネス・経済 日本人の勝算 デービッド・アトキンソン 500円 小説 わたし、定時で帰ります。ハイパー 

ジャンル タイトル 作家 金額 ジャンル タイトル

朱野帰子 500円

住野よる 500円 辻村深月 600円 横山秀夫 700円

単行本 単行本 単行本

麦本三歩の好きなもの 傲慢と善良 ノースライト 

ｔｈｅ　ｆｏｕｒ　ＧＡＦＡ ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ 超効率勉強法 
スコット・ギャロウェイ 550円 ハンス・ロスリング 600円 メンタリストＤａｉＧｏ 450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～ 盾の勇者の成り上がり 7巻～ 転生したらスライムだった件 1巻～

内藤騎之介 250～500円 アネコユサギ 200～500円 伏瀬 200～400円
単行本 単行本 単行本

とんでもスキルで異世界放浪メシ 2巻～ 結物語 幼女戦記 5巻～

江口連 200～450円 西尾維新 250円 カルロ・ゼン 200～400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 200～250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 200～450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 250～500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 200～450円

オーバーロード 11巻～ 丸山くがね エンターブレイン 200～250円

落ちこぼれ［☆１］魔法使いは、今日も無意識にチートを使う 1巻～ 右薙光介 アルファポリス 200～450円

ガチャを回して仲間を増やす　最強の美少女軍団を作り上げろ 3巻～ ちんくるり ＧＣノベルズ 200円

神様に加護２人分貰いました 1巻～ 琳太 アルファポリス 200～250円

神達に拾われた男 1巻～ Ｒｏｙ ホビージャパン 200～450円

賢者の弟子を名乗る賢者 1巻～ りゅうせんひろつぐ ＧＣノベルズ 200～400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～ 5巻～ 進行諸島 ＧＡノベル 200～450円

スライム倒して３００年、知らないうちにレベルＭＡＸになってました 5巻～ 森田季節 ＧＡノベル 200～450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 200～250円

盾の勇者の成り上がり 7巻～ アネコユサギ ＭＦブックス 200～500円

月が導く異世界道中 11巻～ あずみ圭 アルファポリス 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 200～450円

転生王子はダラけたい 3巻～ 朝比奈和 アルファポリス 200～250円

転生貴族の異世界冒険録～自重を知らない神々の使徒～ 2巻～ 夜州 サーガフォレスト 250～450円

転生賢者の異世界ライフ　～第二の職業を得て、世界最強になりました～ 1巻～ 進行諸島 ＧＡノベル 200～250円

転生したらスライムだった件 1巻～ 伏瀬 ＧＣノベルズ 200～400円

とんでもスキルで異世界放浪メシ 2巻～ 江口連 オーバーラップ 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

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 250～450円

無職転生 11巻～ 理不尽な孫の手 ＭＦブックス 200～450円

結物語 西尾維新 講談社ＢＯＸ 250円

もふもふと異世界でスローライフを目指します！ 1巻～ カナデ アルファポリス 200～250円

幼女戦記 5巻～ カルロ・ゼン エンターブレイン 200～400円

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 2019年3月14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。


