
¥3,000

ウイングス･オーヴァー･アメリカマッカートニーⅡ ラムバンド･オン･ザ･ラン ポール･マッカートニー
ポール･マッカートニー&ウィングス ポール･マッカートニー ポール･マッカートニー ポール＆リンダ･マッカートニー ポール･マッカートニー&ウィングス

ポール･マッカートニー
パイプス･オブ･ピース

買取
価格TOCP-7854 ¥1,200TOCP-7858

ポール･マッカートニー･コレクション帯

ポール･マッカートニー
タッグ･オブ･ウォー

TOCP-7853
ポール･マッカートニー･コレクション帯

規格番号 買取
価格 ¥1,200TOCP-7863

ポール･マッカートニー･コレクション帯

ポール･マッカートニー&ウィングス

規格番号 買取
価格 ¥1,200TOCP-7864

ポール･マッカートニー･コレクション帯

ポール･マッカートニー

国内初版
￥3,500税表記なし帯

ポール＆リンダ･マッカートニー

グッド･イヴニング･ニューヨーク･シティラムマッカートニーⅡポール･マッカートニー

規格番号
UCCO-9952

買取
価格

デラックス･エディション
2SHM-CD+DVD

ポール･マッカートニー&ウィングス

規格番号 買取
価格 ¥4,500UCCO-9951

バンド･オン･ザ･ラン

スーパー･デラックス･エディション
3SHM-CD+DVD

ウイングス
ウイングス･ワイルド･ライフ

規格番号 買取
価格 ¥1,000

ヴィ－ナス･アンド･マ－ス

規格番号 買取
価格 ¥2,500CP32-5087

国内初版
￥3,200税表記なし帯

規格番号 買取
価格 ¥1,400UCCO-9988

デラックス･エディション
2SHM-CD

ポール･マッカートニー

規格番号 買取
価格 ¥5,000UCCO-9987

スーパー･デラックス･エディション
2SHM-CD+DVD

ポール･マッカートニー&ウィングス
レッド･ローズ･スピードウェイ

規格番号

国内初版
￥3,200税表記なし⾚帯

規格番号 買取
価格 ¥2,000UCCO-9991

デラックス･エディション
2SHM-CD

ポール･マッカートニー

規格番号 買取
価格 ¥6,000UCCO-9990

スーパー･デラックス･エディション
3SHM-CD+DVD

ウイングス
ロンドン･タウン

規格番号 買取
価格¥1,200

ポール･マッカートニー･コレクション帯

ポール･マッカートニー
ヤァ︕ブロード･ストリート

ラム

規格番号 買取
価格 ¥3,000CP32-5455

規格番号 買取
価格 ¥2,000CP32-5454

マッカートニー

買取
価格 ¥1,200TOCP-7860

ポール･マッカートニー･コレクション帯

ポール･マッカートニー
パイプス･オブ･ピース

規格番号 買取
価格 ¥4,000CP35-3001

ウイングスU.S.A.ライヴ!!

規格番号 買取
価格 ¥5,000CP28-5456/57

国内初版
￥3,200税表記なし⾚帯

規格番号 買取
価格 ¥1,600UCCO-9994

デラックス･エディション
2SHM-CD

ポール＆リンダ･マッカートニー

規格番号 買取
価格 ¥4,500UCCO-9993

スーパー･デラックス･エディション
4SHM-CD+DVD

ウイングス
バック･トゥ･ジ･エッグ

規格番号

ポール･マッカートニー･コレクション帯

ポール･マッカートニー&ウィングス
バンド･オブ･ザ･ラン

規格番号 買取
価格 ¥4,000CP35-3084

国内初版
￥3,500税表記なし帯

ウイングス

規格番号 買取
価格 ¥3,000UCCO-9880

デラックス･エディション
2CD+2DVD

ポール･マッカートニー
タッグ･オブ･ウォー

規格番号 買取
価格 ¥1,200TOCP-7862

国内初版
￥3,200税表記なし⾚帯

規格番号 買取
価格 ¥3,000CP32-5038

国内初版
￥3,200税表記なし帯

ポール･マッカートニー
ヤァ︕ブロード･ストリート

規格番号 買取
価格 ¥3,000UCCO-3015

国内初版
￥3,200税表記なし⾚帯

規格番号 買取
価格 ¥1,500UCCO-3046

通常盤
2SHM-CD

ポール･マッカートニー

BEATLES CD⾼価買取リスト 
〜2015年ポール・マッカートニー来⽇記念〜 



ポール･マッカートニー ポール･マッカートニー ポール･マッカートニー PAUL MCCARTNEY PAUL MCCARTNEY AND WINGS
グッド･イヴニング･ニューヨーク･シティ 夢の翼〜ヒッツ＆ヒストリ－ バック･イン･ザ･ワールド〜ライヴ BACK IN THE US BAND ON THE RUN

規格番号 買取
価格 ¥2,500UCCO-3015 TOCP-65746 TOCP-66180 42318 232715

規格番号 買取
価格 ¥1,200 規格番号 買取

価格 ¥2,000規格番号 買取
価格 ¥1,500 規格番号 買取

価格 ¥1,800
通常盤

2CD+DVD
初回限定3Dスリーブケース仕様

2CD
2CD BEST BUY EXCLUSIVE

2CD+DVD
BEST BUY EXCLUSIVE

2CD+DVD

ジョージ･ハリスン ジョージ･ハリソン&フレンズ オムニバス ジョージ･ハリスン ジョージ･ハリスン
アップル･イヤーズ 1968-75 バングラデシュ･コンサート コンサート･フォー･ジョージ オールタイム･ベスト〜LET IT ROLL オール･シングス･マスト･パス

規格番号 買取
価格 ¥5,000UICY-76634 MHCP-896 WPCR-11775 TOCP-70790 CP28-545960

規格番号 買取
価格 ¥1,200 規格番号 買取

価格 ¥1,000規格番号 買取
価格 ¥8,000 規格番号 買取

価格 ¥2,000
国内仕様ボックス

SHM-CD6タイトル(7枚組)+DVD
リマスター盤BOX仕様

2CD
2CD リマスターBEST 国内初版

￥5,600税表記なし⾚帯

ジョージ･ハリスン リンゴ･スター リンゴ･スター リンゴ･スター リンゴ･スター
ザ･ベスト･オブ･ジョージ･ハリスン センチメンタル･ジャーニー カントリー･アルバム リンゴ グッドナイト･ウィーン

規格番号 買取
価格 ¥1,000CP325461 TOCP-70504 TOCP-70505 TOCP-70506 TOCP-70507

規格番号 買取
価格 ¥1,000 規格番号 買取

価格 ¥1,000規格番号 買取
価格 ¥2,000 規格番号 買取

価格 ¥1,000
国内初版

￥3,200税表記なし⾚帯
紙ジャケット 紙ジャケット 紙ジャケット 紙ジャケット

リンゴ･スター RINGO STARR RINGO STARR RINGO STARR RINGO STARR

¥4,000

思い出を映して OLD WAVE STOP & SMELL THE ROSES BAD BOY RINGO THE 4TH

国内初版
￥3200税表記なし⾚帯

 

   

規格番号 買取
価格 ¥2,500CP32-5462 29675 29676 EK35378 82416

規格番号 買取
価格 ¥5,000 規格番号 買取

価格 ¥2,500規格番号 買取
価格 ¥2,000 規格番号 買取

価格

吉祥寺店

渋⾕中古センター

〒260-0015 千葉市中央区富⼠⾒ 2-9-28 2F

買取専⽤フリーダイヤル : 0120-278-214

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-8-22 パレスビル2F

買取専⽤フリーダイヤル : 0120-178-063

買取専⽤フリーダイヤル : 0120-068-193

〒150-0042 渋⾕区宇⽥川町30-7 アンテナ21 2F、3F

TEL : 043-224-6372

TEL : 0422-20-8062

TEL : 03-3461-1809

e-mail : db@diskunion.co.jp

■掲載価格は2015年3⽉現在の買取価格で、盤質・状態が良好で帯などの付属完品の場合になります。

e-mail : dom@diskunion.co.jpTEL : 048-783-5466e-mail : dk@diskunion.co.jp

〒220-0005 横浜市⻄区南幸2-8-9ブライト 横浜ビル2F

買取専⽤フリーダイヤル : 0120-553-421

TEL : 045-317-5022 e-mail : dy2@diskunion.co.jp

買取専⽤フリーダイヤル : 0120-060-166

〒330-0061 さいたま市浦和区常盤10-8-5

北浦和店 11:00〜21:00(⽇･祝〜20:00)
営業時間

〒231-0014 横浜市中区常盤町4-45 アートビル2F

〒277-0021 柏市中央町1-1

買取専⽤フリーダイヤル : 0120-651-660

〒194-0013 町⽥市原町⽥4-9-8 町⽥シエロ1F

買取専⽤フリーダイヤル : 0120-177-249

e-mail : dm@diskunion.co.jp

11:00〜20:00

買取専⽤フリーダイヤル : 0120-502-889

〒274-0825 船橋市前原⻄2-14-8 津⽥沼パスタビル2F

〒190-0012 ⽴川市曙町2-10-1 ふどうやビル2F

e-mail : dkp@diskunion.co.jp

買取専⽤フリーダイヤル : 0120-269-656

11:00〜21:00(⽇･祝〜20:00)
新宿本館 新宿中古センター 営業時間

e-mail : ds11@diskunion.co.jpTEL : 03-5367-9530

買取専⽤フリーダイヤル : 0120-015-674

買取専⽤フリーダイヤル : 0120-582-970

〒160-0022 新宿区新宿3-31-4

買取専⽤フリーダイヤル : 0120-523-513

e-mail : dbb@diskunion.co.jpTEL : 03-6205-5454

e-mail : dt@diskunion.co.jpTEL : 047-471-1003

TEL : 03-3352-2691 e-mail : ds1@diskunion.co.jp

買取専⽤フリーダイヤル : 0120-231-543

TEL : 042-548-5875 e-mail : dta@diskunion.co.jp

e-mail : dn@diskunion.co.jpTEL : 03-5318-5831e-mail : dsk@diskunion.co.jp

e-mail : dy@diskunion.co.jpTEL : 045-661-1541

TEL : 03-3467-3231

11:00〜21:00
営業時間

e-mail : dkg@diskunion.co.jpTEL : 03-3295-1461 e-mail : do1@diskunion.co.jp

横浜⻄⼝店

〒164-0001 中野区中野4-2-1 中野サンキビル2F

買取専⽤フリーダイヤル : 0120-055-838買取専⽤フリーダイヤル : 0120-478-301

11:00〜20:00
営業時間

11:00〜21:00(⽇･祝〜20:00)

営業時間神保町店
11:00〜21:00(⽇･祝〜20:00)

営業時間お茶の⽔駅前店

e-mail : dib@diskunion.co.jp

TEL : 04-7164-1787

TEL : 042-720-7240

TEL : 03-5956-4550

e-mail : dki@diskunion.co.jpTEL : 048-832-0076

〒330-0802 さいたま市⼤宮区宮町1-24

横浜関内店

〒155-0031 世⽥⾕区北沢1-40-7 柏サードビル

11:00〜21:00(⽇･祝〜20:00)

〒170-0013 豊島区東池袋1-1-2 ⾼村ビル4F

買取専⽤フリーダイヤル : 0120-455-741

買取専⽤フリーダイヤル : 0120-146-560

〒101-0051 千代⽥区神⽥神保町1-4 クロサワビル2F

買取専⽤フリーダイヤル : 0120-071-660

TEL : 03-3296-1561

〒101-0062 千代⽥区神⽥駿河台4-3 新お茶の⽔ビル2F〒160-0022 新宿区新宿3-17-5 カワセビル3F

11:00〜21:00(⽇･祝〜20:00)
営業時間⽴川店

11:00〜21:00(⽇･祝〜20:00)
営業時間

11:00〜21:00(⽇･祝〜20:00)
営業時間 ⾼⽥⾺場店

11:00〜21:00

買取専⽤フリーダイヤル : 0120-358-045

〒169-0075 新宿区⾼⽥⾺場1-34-12 2F

営業時間

e-mail : dp4@diskunion.co.jp

⼤宮店 営業時間
11:00〜21:00(⽇･祝〜20:00)

2015年 ポール・マッカートニー来⽇記念 〜 ビートルズCD⾼価買取リスト

営業時間町⽥店

11:00〜20:00
営業時間千葉店 11:00〜21:00(⽇･祝〜20:00)

営業時間津⽥沼店 柏店 営業時間

池袋店
11:00〜21:00(⽇･祝〜20:00)

営業時間
11:00〜21:00
営業時間中野店

11:30〜21:00
営業時間下北沢店

11:00〜21:00(⽇･祝〜20:00)

営業時間

※携帯電話からご連絡の際は各店の電話番号におかけください。

■買取価格は状態や各店舗の在庫状況により⼤きく変動する場合がございます。予めご了承くださいませ。

⾼価買取対象店舗


