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BOΦWY 

KAN

THE BLUE HEARTS

TM NETWORK

石川セリ

イースタンユース

岩崎宏美

太田裕美

大滝詠一

荻野目洋子

尾崎豊

菊池桃子

吉川晃司

キミドリ

キャンディーズ

桜田淳子

ザ・ゴールデンカップス

ザ・スパイダース

ザ・タイガース

ザ・テンプターズ

ザ・ワイルド・ワンズ

サザンオールスターズ

佐野元春

スピッツ

竹内まりや

テレサ・テン

中島みゆき

ハイスタンダード

浜田省吾

ブッダブランド

ブラフマン

ブルーハーブ

松田聖子

松任谷由実

薬師丸ひろ子

矢沢永吉

山下達郎

由紀さおり

レベッカ 

オムニバス

PSYCHOPATH

ザ・プレミアムベスト KAN 

YOUNG AND PRETTY

Self Control

ゴールデン☆ベスト 石川セリ シングルス・アンド・モア

旅路ニ季節ガ燃エ落チル

ゴールデン☆ベスト 岩崎宏美

ゴールデン☆ベスト 太田裕美

A LONG VACATION 20th Anniversary Edition

ゴールデン☆ベスト 荻野目洋子

愛すべきものすべてに-YUTAKA OZAKI BEST

ゴールデン☆ベスト 菊池桃子

BEST BEST BEST 1984-1988

キミドリ

ゴールデン☆ベスト キャンディーズ コンプリート・シングルコレクション

ゴールデン☆ベスト 桜田淳子

ザ・ゴールデンカップス・コンプリートベスト“ブルース・オブ・ライフ”

ザ・スパイダース・スーパー・ベスト

ゴールデン☆ベスト ザ・タイガース

ザ・テンプターズ:コンプリート・シングルズ

ゴールデン☆ベスト ザ・ワイルド・ワンズ

熱い胸さわぎ

SOMEDAY 

スピッツ

BEGINNING 

ゴールデン☆ベスト テレサ・テン

Singles 2000

メイキング・ザ・ロード

Born in 1952-愛の世代の前に

超克 (通常盤)

STILLING STILL DREAMING

風立ちぬ

昨晩お会いしましょう

ゴールデン☆ベスト 薬師丸ひろ子

ゴールドラッシュ

RIDE ON TIME 

ゴールデン☆ベスト 由紀さおり

REBECCA IV～Maybe Tomorrow～

春子の部屋～あまちゃんソニー編

4988006234345/TOCT98005/6THアルバム。「MARIONETTE」収録。

4988005550682/UPCY6517/「愛は勝つ」が大ヒット。名曲「東京ライフ」収録。

4988030019802/MECR2032/「キスしてほしい」「チェインギャング」収録。

4582290389295/MHCL30011/小室サウンドが冴えわたる表題曲が大ヒット。

4988005347008/UICZ6031/帯付/代表曲を網羅したベストアルバム

4988061881195/TFCC-88119/日本語ロック大名盤

4988002524419/VICL62342/帯付/代表曲を網羅したベストアルバム

4582290376479/MHCL1917/帯付/代表曲を網羅したベストアルバム

4988009500096/SRCL5000/「君は天然色」収録。リリース20周年記念盤。

4988002585687/VICL63418/帯付/代表曲を網羅したベストアルバム

4988009086033/SRCL30007/「I LOVE YOU」「15の夜」収録。

4988021841702/VPCC84170/帯付/代表曲を網羅したベストアルバム

4988005385758/UMCK4056/「モニカ」他、初期ヒット曲満載。

4518575100101/23FR010/元々帯無し、日本語ラップ名盤

4582290376103/MHCL1912/帯付/シングル曲を網羅したアルバム

4988002531059/VICL62470/帯付/代表曲を網羅したベストアルバム

4988006194373/TOCT25537/帯付/好選曲のベストアルバム

4988004104862/TECH15170/帯付/代表曲を網羅したベストアルバム

4988005347756/UICZ6033/帯付/代表曲を網羅したベストアルバム

4988004107863/TECH20191/帯付/シングル曲を網羅したアルバム

4988005796424/TYCN60170/帯付/代表曲を網羅したベストアルバム

4988002563852/VICL63301/1978年1ST。「勝手にシンドバッド」収録。

4582290389226/MHCL30003/「サムデイ」「ロックンロール・ナイト」収録。

4988005312945/UPCH1181/「ヒバリのこころ」「うめぼし」収録。

4988017070659/BVCR1041/名曲「グッドバイ・サマーブリーズ」収録。

4988005347800/UICZ6038/帯付/代表曲を網羅したベストアルバム

4542519001322/YCCW37/「空と君のあいだに」「糸」他、名曲、ヒット曲満載。

4988015086041/PZCA-1/メロコアの代名詞、傑作アルバム

4988009460291/SRCL4602/「悲しみは雪のように」「愛という名のもとに」収録。

4945817147028/CTCR14702/日本語ラップ名盤

4988061864266/TFCC-86426/名作5THアルバム　通常盤1CD

4546175010186/RLCA10189/日本語ラップ名盤

4582290393209/MHCL30110/BLU-SPEC CD2/7thアルバム

4988006157989/TOCT10645/「守ってあげたい」「手のひらの東京タワー」収録。

4988006181342/TOCT10875/帯付/代表曲を網羅したベストアルバム

4988009126326/CSCL1263/名曲「時間よ止まれ」収録。

4988017607336/BVCR17017/ドラマ『GOOD LUCK!!』主題歌収録。

4988006230620/TOCT11285/帯付/代表曲を網羅したベストアルバム

4582290389356/MHCL30017/代表曲「フレンズ」収録。

4582290394442/MHCL2324/帯付/「あまちゃん」を彩った80年代名曲集
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アート・ペッパー

アイドリース・シュリーマン

クラーク・テリー

ケニー・ドリュー

ケニー・バレル

コルトレ－ン＆クイニンシェット

ジーン・アモンズ

ジジ・グライス

ジャッキー・マクリーン

ジャッキー・マクリーン

ジャッキー・マクリーン

ジャッキー・マクリーン

ジャッキー・マクリーン

ジョン・コルトレーン

セロニアス・モンク

ソニー・ロリンズ

ポール・ウィナーズ

マル・ウォルドロン

モ－ズ・アリソン

レイ・ブライアント

アルトゥーロ・トスカニーニ

アンドレ・クリュイタンス

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー

オイゲン・ヨッフム

オットー・クレンペラー

カール・シューリヒト

カール・ベーム

カルロス・クライバー

カルロス・クライバー

ギュンター・ヴァント

クラウディオ・アバド

クラウディオ・アバド

シャルル・ミュンシュ

シャルル・ミュンシュ

フランス・ブリュッヘン

フリッツ・ライナー

ブルーノ・ワルター

ヘルベルト・フォン・カラヤン

ベンジャミン・ブリテン

ミーツ・ザ・リズム・セクション

インタープレイ・フォー・２　

セレナーデ・トゥ・ア・バス・シート

ジス・イズ・ニュー

２　ギターズ

キャッティン・ウィズ・コルトレ－ン＆クイニシェット

ジャミン・イン・ハイ・ファイ

ジジ・グライス＆ザ・ジャズ・ラヴ・クインテット

ジャッキー・マクリーン＆カンパニー

ストレンジ・ブルース

メイキン・ザ・チェンジズ

ア・ロング・ドリンク・オブ・ザ・ブルース

アルト・マドネス

ダカール

ウィズ・ジョン・コルトレーン

ウェイ・アウト・ウエスト

ザ・ポール・ウィナーズ

マル２

バック・カントリ－・スイ－ト

レイ・ブライアント・トリオ

ベートーヴェン：交響曲第1番

ビゼー：「アルルの女」組曲第1番&第2番

ベートーヴェン：交響曲第3番

ベートーヴェン：交響曲第9番

ブルックナー：交響曲第5番

ベートーヴェン：交響曲第7番

ベートーヴェン：交響曲第8番

ブルックナー：交響曲第3番

ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」

ブラームス：交響曲第4番

ブルックナー：交響曲第4番「ロマンティック」

ベートーヴェン：交響曲第4番

ブラームス：交響曲第2番

ベルリオーズ：幻想交響曲

ブラームス：交響曲第1番

ベートーヴェン：交響曲第2番

バルトーク：管弦楽のための協奏曲

ベートーヴェン；交響曲第6番「田園」

ブラームス：交響曲第3番

ブリテン：青少年のための管弦楽入門

4988002338283/VICJ2098/20bitK2 コンテンポラリー大名盤

4988002338412/VICJ2111/20bitK2 プレスティッジ大名盤

4988002338498/VICJ2119/20bitK2 リバーサイド大名盤

4988002338436/VICJ2113/20bitK2 リバーサイド大名盤

4988002338375/VICJ2107/20bitK2 プレスティッジ大名盤

4988002338559/VICJ2125/20bitK2 プレスティッジ大名盤

4988002338474/VICJ2117/20bitK2 プレスティッジ大名盤

4988002338351/VICJ2105/20bitK2 リバーサイド大名盤

4988002338306/VICJ2100/20bitK2 プレスティッジ大名盤

4988002338313/VICJ2101/20bitK2 プレスティッジ大名盤

4988002338320/VICJ2102/20bitK2 ニュージャズ大名盤

4988002338337/VICJ2103/20bitK2 ニュージャズ大名盤

4988002338535/VICJ2123/20bitK2 プレスティッジ大名盤

4988002338528/VICJ2122/20bitK2 プレスティッジ大名盤

4988002338481/VICJ2118/20bitK2 ジャズランド大名盤

4988002338382/VICJ2108/20bitK2 コンテンポラリー大名盤

4988002338405/VICJ2110/20bitK2 コンテンポラリー大名盤

4988002338511/VICJ2121/20bitK2 プレスティッジ大名盤

4988002338399/VICJ2109/20bitK2 プレスティッジ大名盤

4988002338450/VICJ2115/20bitK2 プレスティッジ大名盤

4988017096390/BVCC-38086/巨匠A.トスカニーニ往年の名盤

4988006855823/TOCE-14079/A.クリュイタンス&パリ音楽院o、美しい名演

4988006855403/TOCE-14033/W.フルトヴェングラー&VPO、1952年録音

4988006855618/TOCE-14054/W.フルトヴェングラー&バイロイト祝祭管'51年

4988011149610/PHCP-3984/E.ヨッフム&RCO、1964年ライブ録音

4988006880603/TOCE-91001/HQCD。O.クレンペラー&PO、1960年録音

4988006775664/TOCE-3502/C.シューリヒト&パリ音楽院o、1957年録音

4988005576941/UCCD-4423/K.ベーム&VPO、今なお聴かれ続ける名盤

4988005493682/UCCG-9701/SHM-CD。C.クライバー&VPOの超名盤

4988005482013/UCCG-70020/C.クライバー&VPO、奇跡的名演

4988017652794/BVCC-37606/G.ヴァント&BPO、1998年圧倒的名盤

4988005648402/UCCG-50002/SHM-CD。C.アバド&BPO、1999年録音

4988005648464/UCCG-50008/SHM-CD。C.アバド&BPO、1988年録音

4988006853652/TOCE-14001/C.ミュンシュ&パリ管、劇的な名盤・名演

4988006853669/TOCE-14002/C.ミュンシュ&パリ管、情熱的名演

4988005571694/UCCD-4286/F.ブリュッヘン&18世紀o、個性的名演

4988017652930/BVCC-37621/F.ライナー&CSOの名演

4547366040562/SICC-1068/B.ワルターコロンビアso。「田園」代表盤

4988005482587/UCCG-70077/H.V.カラヤン&BPO、1988年録音

4988005447333/UCCD-3623/LSOとの自作自演にして代表的名盤

ディスクユニオン名盤/定番CD買取リスト
レア盤ばかりじゃつまんない！廃盤ばかりじゃもったいない！  あの名盤、この定番も、ディスクユニオンではきっちり買取しています！！

2015/7/10(金)発行7月号※掲載価格は2015年7月1日～7月31日までの買取価格で、盤質・状態が良好で付属品完品、帯付の場合になります。
※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。
※表示の規格とご依頼いただいたお品物の規格が異なる場合は、提示金額での買取は不可となりますのでご了承下さい。

ジャズ/クラシック 邦　楽買取価格 買取価格 買取価格 買取価格

D.L presents : Official Bootleg Mix-CD "ILLDWELLERS" 
g.k.a ILLMATIC BUDDHA MC'S Mixed by MUTA


