
タイトル 買取価格 タイトル 買取価格 タイトル 買取価格
屍者の帝国 ガラスの花と壊す世界 劇場版 弱虫ペダル

(完全生産限定版) 【Blu-ray】 Premium Edition 【Blu-ray】 【Blu-ray】
バケモノの子 Fw:ハマトラ 劇場版 デート・ア・ライブ

スペシャル・エディション 【Blu-ray】 (初回限定生産版) 【Blu-ray】 万由里ジャッジメント (限定版) 【Blu-ray】

タイトル 買取価格
アクティヴレイド-機動強襲室第八係-
ディレクターズカット版 (初回仕様版)【Blu-ray】 1巻

亜人
(初回生産限定版) 【Blu-ray】 1巻

シュヴァルツェスマーケン
(初回生産限定版) 【Blu-ray】 1巻

少女たちは荒野を目指す
(初回仕様版) 【Blu-ray】 1巻

昭和元禄落語心中!
(数量生産限定版) 【Blu-ray】 1巻～

だがしかし
(初回限定版) 【Blu-ray】 １巻

Dimension W
(特装限定版) 【Blu-ray】 1巻

デュラララ!!×結
(完全生産限定版) 【Blu-ray】 1巻～

灰と幻想のグリムガル
(初回生産限定版) 【Blu-ray】 1巻
ファンタシースターオンライン2 ジ アニメーション

(初回限定版) 【Blu-ray】 １巻
ラクエンロジック

(特装限定版) 【Blu-ray】 1巻

¥7,500

¥4,000

¥4,200

¥4,200

¥4,400 ¥4,400 ¥3,800

¥4,100 ¥3,200 ¥4,100

\3,500～

\2,500～

¥3,900

¥4,000

¥4,200

¥4,000

¥4,200



タイトル 買取価格 タイトル 買取価格 タイトル 買取価格

GOD EATER ゴッドイーター (特装限定版) 【Blu-ray】 1巻～ \1,500～

境界のRINNE 全8巻セット 【DVD】 ¥19,000

￥2,500～ワンパンマン (特装限定版) 【Blu-ray】 1巻～

ご注文はうさぎですか？ 全6巻セット BOX付 (初回限定版) 【Blu-ray】

艦隊これくしょん-艦これ- 全6巻セット（限定版）【Blu-ray】  

¥15,000

銀魂゜ (完全生産限定版) 【Blu-ray】 2巻～ ￥1,000～

Classroom☆Crisis(クラスルーム☆クライシス) (完全生産限定版) 【Blu-ray】 1巻～ ￥1,500～

グリザイアの迷宮＋楽園 全6巻セット (初回限定版) 【Blu-ray】

黒子のバスケ 3rd SEASON 全９巻セット (特装限定版) 【Blu-ray】 ¥25,000

¥17,000

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続 (初回限定版) 【Blu-ray】 2巻～ ￥1,000～

モンスター娘のいる日常 全6巻セット (初回生産限定版) 【Blu-ray】

￥3,000～

シドニアの騎士  全６巻セット (初回生産限定版) 【Blu-ray】  

To LOVEる-とらぶる-ダークネス2nd 全7巻セット (初回生産限定版) 【Blu-ray】

四月は君の嘘 全９巻セット (完全生産限定版) 【Blu-ray】 ¥30,000

¥18,000

のうりん Blu-ray BOX

¥20,000

￥3,000～櫻子さんの足下には死体が埋まっている 【Blu-ray】 1巻～

ノーゲーム・ノーライフ NEET Blu-ray BOX

¥13,000

¥25,000紺碧の艦隊×旭日の艦隊 Blu-ray BOX スタンダード・エディション 全3BOXセット

城下町のダンデライオン 全6巻セット (初回限定版) 【Blu-ray】 ¥18,000

食戟のソーマ 全8巻セット (初回生産限定版) 【Blu-ray】

冴えない彼女の育てかた 全７巻セット(完全生産限定版) 【Blu-ray】  

\2,000～アルスラーン戦記 全8巻セット (初回限定生産) 【Blu-ray】

¥27,000

進撃の巨人 全9巻セット（初回版） 【Blu-ray】 ¥15,000

¥17,000

がっこうぐらし 全6巻セット (初回限定版) 【Blu-ray】

これはゾンビですか?オブ・ザ・デッド ～人生、やっぱりしゃーなしだ!Blu-ray Box～

¥20,000

¥15,000

は

それが声優！(初回限定版)【Blu-ray】 1巻～

selector spread WIXOSS 全３BOXセット (初回限定版） 【Blu-ray】  

た

SHOW BY ROCK 全6巻セット 【Blu-ray】 ¥16,000

¥20,000

￥2,500～

Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ! 全5巻セット 【Blu-ray】 ¥15,000

プラスティック・メモリーズ 全７巻セット(完全生産限定版) 【Blu-ray】 ¥20,000

￥2,000～

落第騎士の英雄譚‹キャバルリィ› 【Blu-ray】 1巻～

対魔導学園35試験小隊 【Blu-ray】 1巻～ \2,500～

ヤング ブラック・ジャック (初回限定版) 【Blu-ray】 １巻～ \3,000～

¥36,000

¥15,000

デジモンアドベンチャー02 15th Anniversary Blu-ray BOX (完全初回生産限定版)

デート・ア・ライブ -ディレクターズカット版- Blu-ray BOX

すべてがFになる THE PERFECT INSIDER Complete BOX (完全生産限定版) ¥19,000
普通の女子高生が【ろこどる】やってみた。 全７巻セット (初回生産版) 【Blu-ray】 ¥16,000

¥11,000

ヘヴィーオブジェクト (初回生産限定版) 【Blu-ray】 1巻～

アルドノア・ゼロ 全１０巻セット (完全生産限定版) 【Blu-ray】 ¥25,000

終物語 (完全生産限定版) 【Blu-ray】 1巻～ \3,000～

ご注文はうさぎですか?? (初回限定版) 【Blu-ray】 1巻～

実は私は 全6巻セット 【Blu-ray】

DIABOLIK LOVERS DVD-BOX (完全受注生産版)

ハイキュー!! セカンドシーズン (初回生産限定版) 【Blu-ray】 1巻～

うしおととら 【Blu-ray】 1巻～ ￥3,000～

GATCHAMAN CROWDS insight 全4巻セット 【Blu-ray】

牙狼（GARO）-炎の刻印- 全6巻セット 【Blu-ray】

¥12,000

¥8,000

¥27,000

¥21,000

赤髪の白雪姫 (初回生産限定版) 【Blu-ray】 1巻～ ￥2,000～

￥2,000～

¥24,000

な

長門有希ちゃんの消失 全8巻セット (初回生産限定版) 【Blu-ray】 ¥22,000

凪のあすから Blu-ray BOX (初回限定生産版) ¥28,000

下ネタという概念が存在しない退屈な世界 全6巻セット (初回生産限定版) 【Blu-ray】

¥20,000

シドニアの騎士 第九惑星戦役 全６巻セット (初回生産限定版) 【Blu-ray】 

¥15,000

ノラガミ Blu-ray BOX (初回生産限定版)

¥12,000

ニンジャスレイヤーフロムアニメーション 全4巻セット (初回生産限定版) 【Blu-ray】

暗殺教室 全８巻セット (初回生産限定版) 【Blu-ray】

その他2016年放送アニメ 高価買取

オーバーロード 全6巻セット 【Blu-ray】

干物妹！うまるちゃん 全6巻セット (初回生産限定版) 【Blu-ray】 ¥17,000

VALKYRIE DRIVE -MERMAID- 【Blu-ray】 1巻～ \2,500～

カードキャプターさくら Blu-ray BOX (2015年) ¥23,000

¥17,000

¥10,000デジモン THE MOVIES Blu-ray 1999-2006 [初回生産限定]

¥32,000

¥23,000

¥20,000弱虫ペダル GRANDE ROAD 全8巻セット (初回生産限定版) 【Blu-ray】

¥16,000

神撃のバハムート GENESIS 全4巻セット (初回限定版) 【Blu-ray】 

¥17,000

WORKING!!! 全7巻セット (完全生産限定版) 【Blu-ray】 ¥19,000

山田くんと7人の魔女 上下巻BOXセット(初回生産限定版) 【Blu-ray】

マケン姫っ!通のたしなみ Blu-ray BOX

¥18,000

ハナヤマタ 全６巻セット (初回生産限定版) 【Blu-ray】 ¥13,000

新妹魔王の契約者 BURST 【Blu-ray】 1巻～

とある科学の超電磁砲S Blu-ray BOX (初回限定生産版)

ストライク・ザ・ブラッド 全８巻セット （初回生産限定版）【Blu-ray】 ¥23,000

￥2,000～

ラブライブ! 全７巻セット （初回限定版）【Blu-ray】 ¥21,000

や

問題児たちが異世界から来るそうですよ? 俺たちが最強だBD-BOX ¥11,000

六花の勇者 全6巻セット 【Blu-ray】 

ゆるゆりさん☆ハイ！ 【Blu-ray】 1巻～

ら

ラブライブ! 2nd Season 全7巻セット (特装限定版)【Blu-ray】 

ゆゆ式 Blu-ray BOX ¥14,000

¥18,000

BROTHERS CONFLICT Blu-ray BOX (初回限定生産版)

\3,000～

\2,500～

魔法科高校の劣等生 全１０巻セット（完全生産限定版）【Blu-ray】

GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり (初回生産限定版) 【Blu-ray】 1巻～

¥19,000

か

¥17,000

ミルキィホームズ Blu-ray BOX 各 \7,000～

たまゆら～もあぐれっしぶ～ 全6巻＋OVAセット(初回限定版) 【Blu-ray】 ¥19,000

STEINS:GATE コンプリートBlu-ray BOX (期間限定生産版) ¥25,000

¥10,000

selector Infected WIXOSS 全3BOXセット (初回限定版) 【Blu-ray】 ¥13,000

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 全7巻セット (初回生産限定版) 【Blu-ray】

¥10,000

\1,500～Charlotte(シャーロット) (完全生産限定版) 【Blu-ray】 1巻～ 

いなり、こんこん、恋いろは。 Blu-ray BOX ¥16,000

￥3,000～

Wake Up, Gilrs ! 全6巻+OVAセット (初回限定生産版) 【Blu-ray】 ¥18,000

¥20,000

イクシオン・サーガDT Blu-ray BOX 各

¥24,000

¥29,000

蒼き鋼のアルペジオ-アルス・ノヴァ- Blu-ray BOX ¥10,000

蒼穹のファフナーEXODUS  【Blu-ray】 1巻～

ソードアート・オンライン BOX付 全9巻+Extraセット (完全生産限定版）【Blu-ray】

¥18,000

¥20,000

￥2,000～

俺物語!! 全8巻セット 【Blu-ray】

アクセル・ワールド Blu-ray BOX (初回生産限定版) ¥21,000

ARIA The NATURAL Blu-ray BOX ¥22,000

\9,000～

エスカ&ロジーのアトリエ Blu-ray BOX ¥9,000

¥19,000

おそ松さん 【Blu-ray】 1巻～

さ

SHIROBAKO 全８巻セット (初回生産限定版) 【Blu-ray】 ¥30,000

スペース☆ダンディ Blu-ray BOX

うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ 全6巻セット 【Blu-ray】

あ

¥27,000

終わりのセラフ 名古屋決戦編 (初回限定生産版) 【Blu-ray】 1巻～

クロスアンジュ 天使と竜の輪舞 全８巻セット(期間限定版) 【Blu-ray】

青春×機関銃 全６巻セット 【Blu-ray】

¥26,000

￥1,500～K RETURN OF KINGS (初回限定版) 【Blu-ray】 1巻～

ソードアート・オンラインII 全９巻セット (完全生産限定版) 【Blu-ray】

￥3,000～俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」としてゲッツされた件 (初回限定生産版) 【Blu-ray】 1巻～

アクエリオンロゴス 【Blu-ray】 1巻～

￥2,000～

¥15,000D.C.Ⅲ～ダ・カーポⅢ～ Blu-ray Disc BOX

アイドルマスター シンデレラガールズ 全9巻セット (完全生産限定版) 【Blu-ray】

¥10,000

うたわれるもの 偽りの仮面 Blu-ray BOX 上巻 ¥20,000

¥15,000

進撃!巨人中学校 【Blu-ray】 1巻～ ￥4,000～

THE IDOLM@STER 全９巻セット(限定版) 【Blu-ray】

￥2,500～

¥13,000

戦姫絶唱シンフォギアGX 全6巻セット 【Blu-ray】 ¥14,000

のんのんびより りぴーと 全6巻セット 【Blu-ray】 ¥17,000

桜Trick コンパクト・コレクション Blu-ray BOX

緋弾のアリアAA 【Blu-ray】 1巻～ \2,000～

ニセコイ： 全６巻セット (完全生産限定版) 【Blu-ray】 ¥17,000

Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Blu-ray BOX ¥16,000

¥12,000

監獄学園 全6巻セット (初回生産限定版) 【Blu-ray】 ¥17,000

ハッカドール THE あにめ～しょん 【Blu-ray】 1巻～

ハイスクールD×D Born 全6巻セット 【Blu-ray】

薄桜鬼 黎明録 Blu-ray BOX ¥10,000

ノラガミ ARAGOTO (初回限定生産版) 【Blu-ray】 1巻～

¥12,000

ストライクウィッチーズ２ Blu-ray BOX ¥17,000

ワールドトリガー 【Blu-ray】 1巻～ \2,000～

ガールズ＆パンツァー 全6巻＋OVAセット BOX付 (初回限定版) 【Blu-ray】 ¥26,000

探偵歌劇 ミルキィホームズ TD 全６巻セット (初回生産限定版) 【Blu-ray】

たまゆら～hitotose～ 全７巻セット 【Blu-ray】

ま

¥10,000

¥16,000

¥17,000

わ

「境界の彼方」Blu-ray BOX (初回限定生産版) ¥15,000

月刊少女野崎くん Blu-ray BOX

ハロー!! きんいろモザイク 全6巻セット 【Blu-ray】

コメット・ルシファー (特装限定版) 【Blu-ray】 1巻～ ￥2,500～

\2,000～ランス・アンド・マスクス (特装版) 【Blu-ray】 1巻～

￥2,000～

¥14,000
未確認で進行形 Blu-ray BOX ¥13,000

乱歩奇譚 Game of Laplace 全5巻セット (完全生産限定版) 【Blu-ray】 

¥16,000

弱虫ペダル 全１３巻セット (初回生産限定版) 【Blu-ray】 ¥28,000

￥2,000～

¥43,000デジモンテイマーズ DVD-BOX

デジモンフロンティア DVD-BOX ¥38,000

¥17,000

結城友奈は勇者である 全６巻セット 【Blu-ray】

¥15,000


