
18歳未満のお売り頂くお客様へ

柚月裕子 300円

湊かなえ 600円

百田尚樹 300円

原田マハ 350円

髙村薫 500円

真藤順丈 400円

今野敏 300円

奥田英朗

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9月12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。

チョ・ナムジュ 300円

歴史・地理 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 山﨑圭一 400円 外国の小説 三体 劉慈欣 500円

歴史・地理 日本国紀 百田尚樹 400円 外国の小説 ８２年生まれ、キム・ジヨン 

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 700円 小説 ノースライト 横山秀夫 350円

哲学・心理学・宗教 哲学用語図鑑 田中正人 500円 小説 検事の信義 

哲学・心理学・宗教 「死」とは何か　日本縮約版 シェリー・ケーガン 500円 小説 さよならの儀式 宮部みゆき 350円

サイエンス 東大の先生！文系の私に超わかりやすく数学を教えてください！ 西成活裕 400円 小説 落日 

情報・通信・コンピュータ ＡＩに負けない子どもを育てる 新井紀子 550円 小説 いけない 道尾秀介 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 400円 小説 夏の騎士 

ビジネス・経済 転職と副業のかけ算 ｍｏｔｏ 450円 小説 希望の糸 東野圭吾 400円

ビジネス・経済 一瞬で人生を変えるお金の秘密　ｈａｐｐｙ　ｍｏｎｅｙ Ｋｅｎ　Ｈｏｎｄａ 550円 小説 美しき愚かものたちのタブロー 

ビジネス・経済 ＬＩＦＥ　ＳＨＩＦＴ リンダ・グラットン 500円 小説 かがみの孤城 辻村深月 350円

ビジネス・経済 １分で話せ 伊藤羊一 350円 小説 我らが少女Ａ 

ビジネス・経済 好きなことしか本気になれない。 南章行 500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 「ついやってしまう」体験のつくりかた 玉樹真一郎 500円 小説 宝島 

ビジネス・経済 自分を操る超集中力 メンタリストＤａｉＧｏ 300円 小説 犯人に告ぐ 3巻 雫井脩介 500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 任侠浴場 

500円

ビジネス・経済 学び効率が最大化するインプット大全 樺沢紫苑 450円 小説 ひと 小野寺史宜 250円

ビジネス・経済 Ｔｈｉｎｋ　ｃｌｅａｒｌｙ ロルフ・ドベリ 600円 小説 罪の轍 

逢坂剛 500円

ビジネス・経済 ニュータイプの時代 山口周 550円 小説 渦　妹背山婦女庭訓　魂結び 大島真寿美 350円

ビジネス・経済 メモの魔力 前田裕二 450円 小説 百舌落とし 

今村昌弘 400円

ビジネス・経済 ハッタリの流儀 堀江貴文 450円 小説 鹿の王　水底の橋 上橋菜穂子 350円

ビジネス・経済 捨て本 堀江貴文 400円 小説 魔眼の匣の殺人 

伊坂幸太郎 300円

ビジネス・経済 Ｔｈｉｎｋ　ＣＩＶＩＬＩＴＹ　「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である クリスティーン・ポラス 550円 小説 むらさきのスカートの女 今村夏子 250円

ビジネス・経済 幸せになる勇気 岸見一郎 350円 小説 クジラアタマの王様 

樹木希林 300円

ビジネス・経済 嫌われる勇気 岸見一郎 350円 小説 ノーサイド・ゲーム 池井戸潤 350円

ビジネス・経済 Ｔｈｅ　Ｔｈｉｒｄ　Ｄｏｏｒ　精神的資産のふやし方 アレックス・バナヤン 600円 芸術・芸能・エンタメ・アート 樹木希林　１２０の遺言 

ビジネス・経済 岩田さん　岩田聡はこんなことを話していた。 ほぼ日刊イトイ新聞 500円 語学・会話 一億人の英文法 大西泰斗 500円

ビジネス・経済 心。 稲盛和夫 450円 語学・会話 続　英単語の語源図鑑 

ビジネス・経済 ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ ハンス・ロスリング 600円 語学・会話 英単語の語源図鑑 清水建二・すずきひろし 500円

清水建二・すずきひろし 500円

作家 金額

単行本 単行本

ビジネス・経済 父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。 ヤニス・バルファキス 500円 歴史・地理 サピエンス全史　上・下 

ジャンル タイトル 作家 金額 ジャンル タイトル

ユヴァル・ノア・ハラリ 500円

アレックス・バナヤン 600円 新井紀子 550円 清水建二・

すずきひろし 500円

雫井脩介 500円 湊かなえ 600円 劉慈欣 500円

単行本 単行本 単行本

犯人に告ぐ 3巻 落日 三体 

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
Ｔｈｅ　Ｔｈｉｒｄ　Ｄｏｏｒ

精神的資産のふやし方
ＡＩに負けない子どもを育てる 続　英単語の語源図鑑 



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9月12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。

リアデイルの大地にて 1巻～ Ｃｅｅｚ エンターブレイン 200～250円

私、能力は平均値でって言ったよね！ 3巻～ ＦＵＮＡ アース・スターノベル 200～450円

勇者パーティから追放された俺、どうやら最高に運が良かったらしい 1巻～ 双葉友 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 200～350円

本好きの下剋上　第一部～第四部 1巻～ 香月美夜 ＴＯブックス 450～500円

魔導具師ダリヤはうつむかない　～今日から自由な職人ライフ～ 1巻～ 甘岸久弥 ＭＦブックス 250～450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

ハズレポーションが醤油だったので料理することにしました 1巻～ 富士とまと ツギクルブックス 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

転生したらスライムだった件 1巻～ 伏瀬 ＧＣノベルズ 200～400円

出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした 1巻～ 紅月シン ＴＯブックス 250～500円

デスマーチからはじまる異世界狂想曲 14巻～ 愛七ひろ カドカワＢＯＯＫＳ/富士見書房ノベルス 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 11巻～ アネコユサギ ＭＦブックス 200～450円

最強職《竜騎士》から初級職《運び屋》になったのに、なぜか勇者達から頼られてます 1巻～ あまうい白一 ガガガブックス 200～250円

成長促進と願望チートで、異世界転生スローライフ？ 1巻～ 後藤蓮 アルファポリス 250～450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円

ここは俺に任せて先に行けと言ってから１０年がたったら伝説になっていた。 1巻～ えぞぎんぎつね ＧＡノベル 250～450円

神達に拾われた男 1巻～ Ｒｏｙ ホビージャパン 200～500円

神に愛された子 1巻～ 鈴木カタル　 アルファポリス 200～250円

穏やか貴族の休暇のすすめ。 1巻～ 岬 ＴＯブックス 250～500円

陰の実力者になりたくて！ 1巻～ 逢沢大介 エンターブレイン 250～450円

追い出された万能職に新しい人生が始まりました 1巻～ 東堂大稀 アルファポリス 250円

オーバーロード 11巻～ 丸山くがね エンターブレイン 200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 200～450円

うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。 3巻～ ＣＨＩＲＯＬＵ ホビージャパン 200～500円

異世界で土地を買って農場を作ろう 1巻～ 岡沢六十四 オーバーラップ 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 200～450円

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 200～450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

タイトル 巻数 作家 レーベル 金額

単行本（ライトノベル）

江口連 200～450円 香月美夜 450～500円 ＦＵＮＡ 200～450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～ 本好きの下剋上　第一部～第四部 1巻～ 私、能力は平均値でって言ったよね！ 3巻～

陰の実力者になりたくて！ 1巻～ 神達に拾われた男 1巻～ 神に愛された子 1巻～

逢沢大介 250～450円 Ｒｏｙ 200～500円 鈴木カタル　 200～250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


