
タイトル 買取金額 タイトル 買取金額 タイトル 買取金額
機動戦士ガンダム Blu-ray メモリアルボックス (初回限定生産) ¥10,000 ゲド戦記 [Blu-ray] ¥2,200

アイドルマスター (完全生産限定版) 全9巻セット ¥12,000 ∀ガンダム Blu-ray Box I ¥8,000 恋物語 ひたぎエンド(完全生産限定版)1、2巻セット ¥4,500
アイドルマスター　シンデレラガールズ 1～6巻セット ¥9,000 ∀ガンダム Blu-ray Box II ¥9,000 恋物語 (完全生産限定版) 各巻 ¥2,200
アイカツ! 全9巻セット ¥9,000 機動戦士ガンダムDVD-BOX 1 ¥2,000 幸腹グラフィティ 全6巻セット ¥12,000
アイカツ!1stシーズン Blu-ray BOX1・2　各 ¥10,000 機動戦士ガンダムDVD-BOX 2 ¥5,000 交響詩篇エウレカセブン DVD-BOX ¥10,000
アイカツ!(アイドルカツドウ!)2ndシーズン Blu-ray 全9巻セット ¥15,000 ∀ガンダム MEMORIAL BOX 1 [DVD] ¥1,500 交響詩篇エウレカセブン BD-BOX　1.2SET ¥17,000
青の祓魔師 完全生産限定版　全10巻セット ¥3,000 ∀ガンダム I 地球光& II 月光蝶 (初回限定版) [Blu-ray] ¥3,000 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 全13巻セット ¥4,500
蒼き鋼のアルペジオ全6巻セット ¥9,000 ∀ガンダム MEMORIAL BOX II [DVD] ¥3,500 攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG 全13巻セット ¥3,000
アクセル・ワールド (初回限定版) 全8巻セット ¥5,000 G-SELECTION ∀ガンダム DVD-BOX 【初回限定生産商品】 ¥7,500 コードギアス 反逆のルルーシュ 全9巻セット ¥3,500
あっちこっち　ブルーレイBOX ¥3,000 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz Blu-ray Box ¥4,000 コードギアス 反逆のルルーシュ R2 全9巻セット ¥3,500
Another 限定版 全6巻セット ¥6,000 新機動戦記ガンダムW Blu-ray Box 1 ¥7,500 コードギアス 反逆のルルーシュ 5.1ch Blu-ray Box ¥15,000
Another コンプリートBlu-ray BOX ¥12,000 機動戦士ガンダムUC(ユニコーン) 全7巻セット ¥9,000 コードギアス 反逆のルルーシュ R2 5.1ch Blu-ray BOX ¥12,000
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 【完全生産限定版】 全6巻セット ¥9,000 機動戦士ガンダム/第08MS小隊 Blu-ray メモリアルボックス ¥11,000 コードギアス COLLECTION コードギアス反逆のルルーシュ DVD-BOX ¥3,000
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 Blu-ray BOX ¥12,000 機動戦士ガンダムSEED HDリマスター Blu-ray BOX 〔MOBILE SUIT GUNDAM SEED HD REMASTER BOX〕 1 (初回限定版) ¥4,000 コードギアス COLLECTION コードギアス反逆のルルーシュ R2 DVD-BOX ¥3,000
劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。(完全生産限定版) [Blu-ray] ¥3,500 機動戦士ガンダムSEED DVD-BOX 【初回限定生産】 ¥7,000 コクリコ坂から [DVD] ¥1,500
異能バトルは日常系のなかで　全6巻セット ¥13,000 機動戦士ガンダムSEED HDリマスター Blu-ray BOX 〔MOBILE SUIT GUNDAM SEED HD REMASTER BOX〕 2 ¥4,000 コクリコ坂から [Blu-ray] ¥1,800
IS インフィニット・ストラトス 全6巻セット ¥5,000 機動戦士ガンダムSEED DESTINY HDリマスター Blu-ray BOX (MOBILE SUIT GUNDAM SEED DESTINY HD REMASTER Blu-ray BOX) 3 初回限定版 (Limited Ed.) ¥4,000 ご注文はうさぎですか？全6巻セット ¥14,000
IS<インフィニット・ストラトス　2 (初回生産版) 全7巻セット ¥7,000 機動戦士ガンダム SEED HDリマスター Blu-ray BOX [MOBILE SUIT GUNDAM SEED HD REMASTER BOX] 4 ¥4,000 この中に1人、妹がいる!全6巻セット ¥6,000
うたのプリンスさまっ♪マジLOVE1000%　全６巻セット初回限定版 ¥6,000 機動戦士ガンダムSEED DESTINY HDリマスター Blu-ray BOX (MOBILE SUIT GUNDAM SEED DESTINY HD REMASTER Blu-ray BOX) 1 初回限定版 (Limited Ed.) ¥3,000
うたのプリンスさまっ♪♪　2期 DVD 全7巻セット初回限定版 ¥7,000 機動戦士ガンダムSEED DESTINY HDリマスター Blu-ray BOX (MOBILE SUIT GUNDAM SEED DESTINY HD REMASTER Blu-ray BOX) 2 初回限定版 (Limited Ed.) ¥4,000 PSYCHO-PASS サイコパス (初回生産限定版) 全8巻セット ¥8,000
有頂天家族 (The Eccentric Family) 全7巻セット ¥12,000 機動戦士ガンダムSEED DESTINY HDリマスター Blu-ray BOX (MOBILE SUIT GUNDAM SEED DESTINY HD REMASTER Blu-ray BOX) 3 初回限定版 (Limited Ed.) ¥4,000 PSYCHO-PASS サイコパス Blu-ray BOX 6枚組 ¥13,000
AIR エアー 全6巻セット ¥3,000 機動戦士ガンダムSEED DESTINY HDリマスター Blu-ray BOX (MOBILE SUIT GUNDAM SEED DESTINY HD REMASTER Blu-ray BOX) 4 初回限定版 (Limited Ed.) ¥6,000 PSYCHO-PASS サイコパス2　全5巻セット ¥12,000
NEON GENESIS EVANGELION DVD-BOX ’07 EDITION ¥7,000 機動戦士ガンダム00 MEMORIAL BOX 【初回限定生産】 [DVD] ¥16,000 坂道のアポロン 【初回限定生産版】 全4巻セット ¥4,000
ngel Beats! エンジェル ビーツ!　Blu-ray ブルーレイ全7巻セット ¥6,000 G-SELECTION 機動武闘伝Gガンダム DVD-BOX 【初回限定生産商品】 ¥12,000 咲 Saki 全9巻セット ¥4,000
Angel Beats! Blu-ray BOX 【完全生産限定版】 ¥12,000 機動武闘伝 Gガンダム DVD BOX 1 ¥1,500 咲-Saki-阿知賀編 全10巻セット ¥5,000
オオカミ少女と黒王子　初回盤 全6巻セット ¥9,000 機動武闘伝 Gガンダム DVD BOX 2 ¥1,500 四月は君の嘘  【完全生産限定版】 全9巻セット ¥24,000
織田信奈の野望 (初回限定版) 全6巻セット ¥5,000 機動武闘伝 Gガンダム DVD BOX 3 ¥3,000 屍鬼　完全生産限定版　全9巻セット ¥7,000
囮物語 /なでこメドゥーサ(完全生産限定版)1、2巻セット ¥4,500 機動戦士ガンダムAGE　【豪華版】(初回限定生産) [Blu-ray]　全13巻セット ¥12,000 STEINS;GATE　【初回限定版】全9巻セット ¥7,000
囮物語 (完全生産限定版) 各巻 ¥2,200 機動戦士ガンダムTHE ORIGIN Ⅰ Blu-ray Disc Collector's Edition(初回限定生産) ¥4,500 STEINS;GATE Blu-ray BOX (2013) ¥12,000
鬼物語/しのぶタイム(完全生産限定版)1、2巻セット ¥4,500 機動戦士Ｚガンダム メモリアルボックス Part.I (特装限定版) [Blu-ray]15.08.26 ¥15,000 純情ロマンチカ２ DVD 全6巻セット ¥3,000
鬼物語 (完全生産限定版)   各巻 ¥2,200 G-SELECTION 機動戦士Vガンダム DVD-BOX ¥12,800  ジョジョの奇妙な冒険 第3部 スターダストクルセイダース DVD-BOX ¥15,000
思い出のマーニー [DVD] ¥2,700 新機動戦記ガンダムW Blu-ray Box Ⅰ＆Ⅱセット ¥20,000 「食戟のソーマ」＜初回生産限定版＞1～5巻セット ¥10,000
思い出のマーニー [Blu-ray] ¥3,000 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz Blu-ray Box ¥5,000 SHIROBAKO 【初回限定版】Blu-ray　全8巻セット ¥20,000
おもいでぽろぽろ [DVD] ¥2,500 機動新世紀ガンダムX DVDメモリアルボックス ¥5,000 新妹魔王の契約者(テスタメント) 全6巻セット [Blu-ray] ¥14,000
おもいでぽろぽろ [Blu-ray] ¥3,500 ∀ガンダム Blu-ray BoxⅠ＆Ⅱ ¥20,000 進撃の巨人　【初回限定版】全9巻セット ¥10,000
俺の妹がこんなに可愛いわけがない(1期) 全8巻セット ¥4,500 境界の彼方　Ｂｌｕｅ－ｒａｙ　全7巻セット ¥13,000 スクライド Blu-ray BOX ¥8,000
俺の妹がこんなに可愛いわけがない(2期) 全8巻セット ¥5,000 境界の彼方　　ＤＶＤ　全7巻セット ¥12,000 涼宮ハルヒの憂鬱 ブルーレイ コンプリート BOX (初回限定生産) ¥7,000
俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる (完全生産限定版) 全7巻セット ¥8,000 キングダム 各1～19巻 [DVD] ¥1,200 ストライク・ザ・ブラッド全８巻セットＢＤ版 ¥16,000

キングダム飛翔篇 各1～19巻 [初回版] [DVD] ¥1,200 スラムダンク（SLAM　DUNK）　DVD全巻セット（Vol．１～Vol．１７） ¥16,000
ガールフレンド（仮）　全4巻セット ¥9,000 きんいろモザイク 全6巻セット ¥10,000 千と千尋の神隠し [Blu-ray] ¥3,000
かぐや姫の物語 [DVD] ¥2,800 銀魂 シーズン其ノ壱 完全生産限定版 全12巻セット ¥6,500 千と千尋の神隠し [DVD] ¥2,200
かぐや姫の物語 [BD] ¥3,200 銀魂 シーズン其ノ弐 完全生産限定版 全13巻セット ¥6,500 戦姫絶唱シンフォギア　初回限定版　全6巻セット ¥15,000
崖の上のポニョ [DVD] ¥1,500 銀魂 シーズン其ノ参 完全生産限定版 全13巻セット ¥7,500 戦姫絶唱シンフォギアＧ　初回限定版　全6巻セット ¥16,000
崖の上のポニョ [Blu-ray] ¥3,000 銀魂 シーズン其ノ四 完全生産限定版 全13巻セット ¥8,000 ソードアート・オンライン (完全生産限定版) 全9巻セット ¥15,000
風立ちぬ　[ＤＶＤ] ¥700 繰繰れ! コックリさん 　全6巻セット ¥13,000 ソードアート・オンラインⅡ　全9巻セット ¥25,000
風立ちぬ　[Blu-ray] ¥1,200 CLANNAD クラナド 全8巻セット ¥5,000 そらのおとしもの 限定版 全7巻セット ¥4,000
風の谷のナウシカ [DVD] ¥2,700 CLANNAD AFTER STORY 初回版 　Ｂｌｕｅ－ｒａｙＢＯＸ ¥15,000 そらのおとしものｆ　（フォルテ） 全6巻セット ¥4,500
風の谷のナウシカ　[Blu-ray] ¥3,000 CLANNAD AFTER STORY 初回版 全8巻セット ¥8,000 天体のメソッド 全7巻セット ¥16,000
CANAAN 各1～6巻 (初回限定仕様】 [Blu-ray] ¥600 グラスリップ全6巻セット ¥12,000
CANAAN Blu-ray Disc BOX ¥8,000 グリザリアの果実全6巻セット ¥12,000 TIGER&BUNNY(タイガー&バニー) 初回限定版 ブルーレイ全9巻セット ¥9,000
Kanon(カノン)　京都アニメーション版　全8巻セット ¥3,000 紅の豚 [Blu-ray] ¥2,800 大図書館の羊飼い　全6巻セット ¥13,000
傾物語/まよいキョンシー(完全生産限定版)1、2巻セット ¥4,500 紅の豚 [DVD] ¥2,500 たまこまーけっと 全6巻セット ¥10,000
傾物語 (完全生産限定版)   各巻 ¥2,200 黒子のバスケ 全9巻セット ¥7,000 TARI TARI 　全6巻セット ¥8,000
神様はじめました　DVDorブルーレイBOX ¥5,500 黒子のバスケ 2nd SEASON　全9巻セット ¥9,000 TARI TARI Blu-ray Disc BOX (完全初回生産限定商品) ¥11,000
劇場版　空の境界 限定版 全7巻セット ¥5,000 黒執事 完全生産限定盤　全9巻セット ¥6,000 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」＜初回生産限定版＞Blu-ray　1～6巻 ¥12,000
借りぐらしのアリエッティ [DVD] ¥1,500 黒執事 II 完全生産限定盤　全9巻セット ¥7,000 男子高校生の日常 　初回限定版 全6巻セット ¥6,000
借りぐらしのアリエッティ [Blu-ray] ¥2,300 けいおん! 初回版　第1期　全7巻セット ¥7,000 ちはやふる全9巻セット(完全数量限定) ¥9,000
ガンダムビルドファイターズトライ Blu-ray BOX 2 (スタンダード版) ¥12,000 けいおん!! 初回版　第2期 全9巻セット ¥8,000 中二病でも恋がしたい! 全7巻セット ¥10,000
ガンダムビルドファイターズトライ Blu-ray BOX 2 (ハイグレード版)(初回限定生産) ¥14,000 けいおん! Blu-ray BOX 第1期 ¥7,500 中二病でも恋がしたい! 戀全7巻セット ¥14,000
ガンダムビルドファイターズトライ Blu-ray BOX 1(スタンダード版)(期間限定生産) ¥8,000 けいおん!! Blu-ray BOX 第2期 ¥12,000 憑物語 /よつぎドール(完全生産限定版)1、2巻セット ¥6,500
ガンダムビルドファイターズトライ Blu-ray BOX 1(ハイグレード版)(初回限定生産) ¥11,000 K 全7巻セット ¥4,000 憑物語 【完全生産限定版】 [Blu-ray]　各巻 ¥3,000
ガンダムビルドファイターズ Blu-ray Box 1 [マスターグレード版] ＜初回限定生産＞ ¥9,000 K 　ＤＶＤｏｒＢＤ　ＢＯＸ ¥7,000 つり球 【完全生産限定版】 全6巻セット ¥6,000
ガンダムビルドファイターズ Blu-ray Box 2 (ハイグレード版) (最終巻) (初回限定生産) ¥7,000 血界戦線　全6巻セット ¥10,000 ディーふらぐ! 全6巻セット ¥9,000
ガンダムビルドファイターズ Blu-ray Box 1 [スタンダード版] ¥6,000 月刊少女野崎君全６巻セット ¥9,000 てーきゅう [Blu-ray] ¥1,300
ガンダムビルドファイターズ Blu-ray Box 2 (スタンダード版) (最終巻) ¥5,000 ゲド戦記 [DVD] ¥300 てーきゅう 2期 [Blu-ray] ¥1,300
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＊上記記載の金額はｹｰｽ割れ、ﾃﾞｨｽｸのｷｽﾞ、在庫数によって買取金額が予告なく変動します。また同一商品はお一人様一点限りです。ご了承ください。



ハイスクールD×D Blu-ray BOX ¥10,000 魔女の宅急便 [DVD ¥2,500
てーきゅう 3期[Blu-ray] ¥1,300 ハイスクールD×D NEW 全6巻セット ¥8,000 魔女の宅急便 [Blu-ray] ¥3,000
てーきゅう 4期[Blu-ray] ¥1,300 ハイスクールD×D 全6巻セット ¥5,000 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語(完全生産限定版) [Blu-ray] ¥3,000
てーきゅう5期[Blu-ray] ¥1,400 ハイスクールD×D NEW Blu-ray BOX ¥10,000 魔法科高校の劣等生全10巻セット（完全生産限定版） ¥20,000
デート・ア・ライブ 全6巻セット ¥6,000 ハウルの動く城 [DVD] ¥800 魔法少女まどか☆マギカ 全6巻セット ¥5,000
デート・ア・ライブⅡ 全5巻セット ¥10,000 ハウルの動く城 [DVD] HDリマスター版 ¥1,800 魔法少女リリカルなのは 全5巻セット ¥3,500
テガミバチ 全7巻セット ¥2,500 ハウルの動く城 [Blu-ray] ¥2,500 魔法少女リリカルなのはA's 全6巻セット ¥3,500
テガミバチ REVERSE　全9巻セット ¥4,000 鋼の錬金術師 BOX SET-ARCHIVES- 【完全予約生産限定】 ¥6,500 魔法少女リリカルなのはStrikerS全9巻セット ¥3,500
デュラララ!! 【完全生産限定版】全13巻セット ¥7,000 バカとテストと召喚獣 全6巻セット ¥4,000 魔法少女リリカルなのは Blu-ray BOX ¥9,000
デュラララ!! Blu-ray Disc BOX ¥12,000 バカとテストと召喚獣にっ! 全6巻セット ¥4,500 魔法少女リリカルなのは A's Blu-ray BOX ¥9,000
デュラララ!!×2 承 【完全生産限定版】全6巻セット ¥10,000 薄桜鬼 全6巻セット ¥4,000 魔法少女リリカルなのは StrikerS Blu-ray BOX ¥13,000
天空の城ラピュタ [DVD] ¥2,500 薄桜鬼 雪華録  全6巻セット ¥4,000 まよチキ!Blu-ray BOX ¥9,000
天空の城ラピュタ　[Blu-ray] ¥3,000 薄桜鬼 碧血録 全5巻セット ¥3,500 みなみけ 初回限定版 全4巻セット ¥2,000
電波女と青春男 (完全生産限定版) 全7巻セット ¥7,000 薄桜鬼 碧血録 Blu-ray BOX ¥6,000 みなみけ -おかえり- 初回限定版 全4巻セット ¥3,000
電波女と青春男 Blu-ray BOX ¥9,000 幕末ROCK 全４巻セット ¥4,500 みなみけ ただいま 全4巻セット ¥4,000
劇場版「とある魔術の禁書目録—エンデュミオンの奇蹟—」 (特装版) [Blu-ray] ¥1,300 化物語　【完全生産限定版】 　各巻 ¥1,200 耳をすませば [DVD] ¥2,200
とある科学の超電磁砲 全8巻セット ¥4,500 化物語 Blu-ray Disc Box ¥9,000 耳をすませば [Blu-ray] ¥2,800
とある科学の超電磁砲 Blu-ray BOX〈初回限定生産〉 ¥9,000 化物語(完全生産限定版)全6巻セット ¥8,000 もののけ姫 [Blu-ray] ¥3,000
とある科学の超電磁砲S〈初回限定生産〉 　全8巻セット ¥10,000 はたらく魔王さま! (初回生産仕様) 全6巻セット ¥7,000 もののけ姫 [DVD] ¥2,500
とある科学の超電磁砲S Blu-ray BOX ¥11,000 花物語(完全生産限定版)1、2巻セット ¥6,000
とある魔術の禁書目録 全8巻セット ¥4,500 劇場版 花咲くいろは HOME SWEET HOME (Blu-ray Disc初回生産限定特別版) ¥2,500 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。Blu-ray BOX ¥9,000
とある魔術の禁書目録　Blu-ray BOX ¥8,000 ハナヤマタ　全６巻セット ¥9,500 ヤマノススメ 新特装版 ¥1,800
とある魔術の禁書目録 II 全8巻セット ¥4,500 TVシリーズ「花咲くいろは」 Blu-ray '喜翆荘の想い出'BOX ¥20,000 ヤマノススメ セカンドシーズン 全7巻セット ¥10,000
とある魔術の禁書目録 II Blu-ray BOX ¥8,000 花物語 (完全生産限定版)各巻 ¥2,800 ヤマノススメ　２期　全7巻セット ¥17,000
true tears トゥルーティアーズ 全7巻セット ¥4,000 OVA ひぐらしのなく頃に礼 コレクターズエディション 全5巻セット ¥3,000 ヤマノススメ　新特装版 ¥2,000
true tears トゥルーティアーズ Blu-ray BOX ¥6,500 緋弾のアリア　Bullet. 全7巻セット ¥10,000 闇芝居 [DVD] ¥1,400
東京レイブンズ全8巻セット ¥15,000 棺姫のチャイカ 全6巻 限定版セット ¥13,000 闇芝居 二期 [DVD] ¥1,400
東京喰種トーキョーグール 全4巻セット ¥8,000 棺姫のチャイカ AVENGING BATTLE 全5巻セット ¥13,000 結城友奈は勇者である 全6巻セット ¥13,000
東京喰種トーキョーグール√A　全6巻セット ¥15,000 氷菓 限定版 全11巻セット ¥10,000 幽☆遊☆白書 Blu-ray BOX Ⅰ ¥9,000
図書館戦争 全5巻セット ¥4,500 Fate/stay night 全8巻セット ¥2,000 幽☆遊☆白書 Blu-ray BOX Ⅱ ¥15,000
図書館戦争 Blu-ray BOX ¥6,000 Fate/stay night [Unlimited Blade Works] Blu-ray Disc Box I・Ⅱ　各　　【完全生産限定版】 ¥15,000 幽☆遊☆白書 Blu-ray BOX Ⅲ ¥15,000
となりのトトロ [DVD] ¥2,500 『Fate/Zero』 Blu-ray Disc Box Ⅰ・Ⅱ　各 ¥10,000 ゆるゆり【初回限定仕様】 全6巻セット ¥5,000
となりのトトロ [Blu-ray] ¥3,000 Fate/stay night Blu-ray BOX <期間限定生産> ¥9,000 ゆるゆり♪♪ 【完全初回限定版】 全6巻セット ¥6,000
となりの関くん 上下巻セット [DVD] ¥2,500 Fate/Kaleid liner プリズマ☆イリヤ 全5巻セット ¥7,500 弱虫ペダル　初回限定版1～13巻セット(書き下ろしマンガ欠品-￥3000) ¥25,000
とらドラ! 　 全8巻セット ¥4,500 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ! 第1巻 [Blu-ray] ¥1,700 弱虫ペダル GRANDE ROAD 全8巻セット ¥20,000
とらドラ! Blu-ray BOX ¥8,000 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ! 第2巻 [Blu-ray] ¥1,800
To LOVEる -とらぶる- Blu-ray BOX ¥23,000 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ! 第3巻 [Blu-ray] ¥1,800 らき☆すた 限定版 全12巻セット ¥4,000
To LOVEる-とらぶる-ダークネス Blu-ray BOX ¥7,000 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ! 第4巻 [Blu-ray] ¥2,300 ラブライブ! (Love Live! School Idol Project) (初回限定版) 全7巻セット ¥15,000
To LOVEる-とらぶる-ダークネス Blu-ray BOX　完全生産限定盤　特製添い寝シーツ付 ¥9,000 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ! 第5巻 [Blu-ray] ¥2,800 ラブライブ２ｎｄSeason特装限定版(全7巻） ¥16,000
もっと To LOVEる -とらぶる- Blu-ray BOX ¥17,000 Fate/Kaleid liner プリズマ☆イリヤ 全5巻セット ¥9,000 ラブライブ! The School Idol Movie(Blu-ray特装限定版) ¥3,000
DRAGON BALL 劇場版 DVDBOX DRAGON BOX THE MOVIES (完全限定生産) ¥14,000 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ!全５巻セット ¥10,000 ラブライブ! The School Idol Movie(Blu-ray通常盤) ¥1,500
DRAGON BALL DVD BOX DRAGON BOX ¥14,000 普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。全7巻 ¥10,000 RDG レッドデータガール 全6巻セット ¥8,000
DRAGON BALL Z DVD BOX DRAGON BOX  各 ¥14,000 ブラックラグーン 全6巻セット ¥3,500 ロウきゅーぶ!(初回生産限定盤) 全6巻セット ¥4,500
DRAGON BALL DVD BOX DRAGON BOX GT編 ¥7,500 Free!全6巻セット ¥9,000 ロウきゅーぶ! SS (初回生産限定版) 全6巻セット ¥8,000
トリニティセブン　全6巻セット　 ¥12,000 Free!!-Eternal Summer- 全7巻セット ¥12,000 「ロウきゅーぶ! 」Blu-rayスペシャルBOX <通常版> ¥8,500

プリパラ　全13巻セット ¥10,000 「ロウきゅーぶ! 」Blu-rayスペシャルBOX <初回盤> ¥10,000
凪のあすから 第全9巻セット (初回限定版) ¥25,000 平成狸合戦ぽんぽこ [DVD] ¥2,300 ロウきゅーぶ! SS Blu-rayスペシャルBOX <通常版> ¥8,500
凪のあすから Blu-ray BOX ¥25,000 平成狸合戦ぽんぽこ [Blu-ray] ¥2,800 ロウきゅーぶ! SS Blu-rayスペシャルBOX <完全生産限定盤> ¥10,000
夏目友人帳 Blu-ray Disc BOX ¥14,000 ベイビーステップ全7巻セット ¥13,000 六畳間の侵略者　　初回限定版　全６巻セット ¥13,000
七つの大罪 【完全生産限定版】全9巻セット ¥15,000 ペルソナ4 【完全生産限定版】 全10巻セット ¥6,000 ログ ホライズン 全8巻セット ¥16,000
ニセコイ全7巻セット ¥15,000 鬼灯の冷徹 限定版　1～6巻セット ¥10,000 ログ・ホライズン　2期　全8巻セット ¥17,000
「偽物語」(完全生産限定版) [Blu-ray]　各巻 ¥1,500 ホーホケキョ となりの山田くん [DVD] ¥2,000 WORKING!! 限定版 (一期）全7巻セット ¥4,500
偽物語(完全生産限定版)全5巻セット ¥9,000 ホーホケキョ となりの山田くん [Blu-ray] ¥2,400 「WORKING!!」PERFECT☆Blu-ray BOX ¥7,500
日常のブルーレイ 特装版 全13巻セット ¥15,000 僕は友達が少ない 全6巻セット ¥4,500 WORKING´!! Wonderful★Blu-ray Box ¥12,000
日常 Blu-ray BOX コンプリート版 ¥13,000 僕は友達が少ないNEXT 全6巻セット ¥6,000 WORKING!! (2期)限定版 全7巻セット ¥4,500
猫の恩返し / ギブリーズ episode2 [DVD] ¥1,000 火垂るの墓 完全保存版 [DVD] ¥2,200 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! 全6巻セット ¥8,000
猫の恩返し/ギブリーズepisode2 [Blu-ray] ¥2,500 火垂るの墓 [Blu-ray] ¥2,400 ONE PIECE(ワンピース)ファーストシーズン全15巻セット ¥5,000
猫物語(黒) (完全生産限定版) [Blu-ray]　各巻 ¥1,800 火垂るの墓 [DVD] ¥900
猫物語(黒(完全生産限定版) [Blu-ray]　1,2巻セット ¥4,000
猫物語(白) (完全生産限定版) [Blu-ray]1,2巻セット ¥5,000 まおゆう魔王と勇者全6巻セット ¥7,000
猫物語(白) (完全生産限定版) [Blu-ray]　各巻 ¥2,000 まおゆう魔王勇者 Blu-ray BOX 完全初回限定生産 ¥8,500
のうりん全6巻 ¥8,000 マギ (完全生産限定版) 全10巻セット ¥9,000
ノーゲーム　ノーライフ全6巻 ¥12,000 マギ The kingdom of magic 　完全生産限定版　1～10巻セット ¥12,000
のんのんびより全6巻セット ¥12,000 マクロスF 全9巻セット ¥5,000

マクロス7 全13巻セット ¥6,000
ハイキュー!! (初回生産限定版) 全9巻セット ¥20,000 マクロスF ゼントラ盛り Blu-ray Box ¥13,000

＊上記記載の金額はｹｰｽ割れ、ﾃﾞｨｽｸのｷｽﾞ、在庫数によって買取金額が予告なく変動します。また同一商品はお一人様一点限りです。ご了承ください。

【た】

【は】

【ま】

【や】

【な】

【ら】


