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アデル

アル・グリーン

アン・ピーブルズ

アントニオ・カルロス・ジョビン

アントニオ・ロウレイロ

アンドレ・メマーリ

イエス

ヴァン・ヘイレン

ウィッシュボーン・アッシュ

エイフェックス・ツイン

エーシー・ディーシー

エマーソン・レイク&パーマー

エリック・クラプトン

オアシス

オウテカ

オールマン・ブラザーズ・バンド

オリジナル・サウンドトラック

オリジナル・サウンドトラック

オリジナル・サウンドトラック

カールトン・アンド・ザ・シューズ

カルロス・アギーレ

キッス

キング・クリムゾン

クイーン

クラッシュ

グランド・ファンク・レイルロード 

コールドプレイ

サム・クック

サム・スミス

ジェネシス

ジェフ・ベック

ジミ・ヘンドリックス

ジャスミン・カラ

ジューダス・プリースト

ジュニア・マーヴィン

ジョニー・サンダース・アンド・ザハートブレイカーズ

ジョン・レノン

ジルベルト・ジル

シン・リジー

スコーピオンズ

ナインティーン

ゲッツ・ネクスト・トゥ・ユー

アイ・キャント・スタンド・ザ・レイン

イネーヂト

ソー

トーキョー・ソロ

危機

炎の導火線

百眼の巨人アーガス

サイロ

地獄のハイウェイ

タルカス

４６１オーシャン・ブールヴァー

(ホワッツ・ザ・ストーリー) モーニング・グローリー

エクサイ

フィルモア・イースト・ライヴ

セッション

バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)

ピッチ・パーフェクト

デイス・ハート・オブ・マイン

クレーマ

地獄の軍団～デストロイヤー

クリムゾン・キングの宮殿

オペラ座の夜

THE SINGLES 2007

アメリカン・バンド

マイロ・ザイロト

サム・クック・ライブ

イン・ザ・ロンリー・アワー

ナ－サリ－・クライム

ブロウ・バイ・ブロウ

エレクトリック・レディランド

ブルース・エイント・ナッシング・バット

運命の翼

ポリスとこそ泥

LAMFスペシャル・エディション

イマジン

ジルベルトス・サンバ

脱獄

復讐の蠍団

4943674077731/WPCB10049/2008年度クリティクス・チョイス賞受賞作/1st

4526180110446/CDSOL5012/究極の「ハイ・リズム」。'71年キャリア初期傑作！

4526180112839/CDSOL5023/彼女の名前を不動のものとした'74年傑作！

4988003328795/KICP-1173/後期JOBIM／最高傑作！

4571332610053/NKCD-1005/ミナス新世代／2012年

4571332610121/NKCD-1012/ブラジルピアノ名手/東京ライブ傑作

4943674145041/WPCR78015/イエスの最高傑作、1972年5THアルバム。

4943674023097/WPCR10916/USハード・ロックの雄、衝撃のデビュー作

4988005560933/UICY91445/英国叙情ハード・ロックの最高傑作'72年3rd

4523132116440/BRC444/2014年テクノ界最大の話題作!

4988029402042/AMCY4020/ボン・スコット最終作世紀の名盤大名盤6th

4988002466788/VICP41202/71年2NDキーボード・プログレ歴史的名盤。

4988005677884/UICY25055/ソロ代表作'74年2ND。SHM-CD仕様

4988010629021/ESCA6290/名曲満載!捨て曲なしの1995年2nd

4523132721651/BRC365/エレクトロニカ/ビート系人気アルバム!

4988005639523/UICY20151/ロック史上最高のライブ盤。SHM-CD仕様

4545933128873/RBCP2887/新人ドラマーを描く音楽ドラマ。ジャズとは訓練です。

4943674211234/WPCR16445/アカデミー賞作品賞他4部門受賞の大ヒットコメディ。

4988005896520/UICY15387/ようやく日本でも公開！女子アカペラ部学園コメディ。

4532813730240/IPM8024/「GIVE ME LITTLE MORE」収録！

4532813031446/RCIP-0144/コンテンポラリーフォルクローレ傑作/1ST

4988005311177/UICY2308/代表曲＆名曲揃いの'76年4th。

4988013241107/PCCY1523/69年戦慄のデビュー作、30周年記念リマスター盤。

4988005646194/UICY75017/75年クイーン史上最高傑作。2SHM-CD仕様

4547366031959/EICP-828/永遠のPUNKアイコン、シングル集

4988006806993/TOCP67008/USハードロック最高傑作と称される'73年作

4988006889408/TOCP71200/21世紀最大のロックバンド、2011年通算5枚目

4988017002117/R32P1063/ソウル好きのみならず全音楽ファン必聴、世紀の名演！

4988005867308/UICC10015/2014年BBCの最も注目すべき新人チャートで1位

4988006714236/VJCP3210/71年3RD、GENESIS黄金期の始まり!

4547366190281/SICP30087/ギター・インスト最高峰'75年作。BSCD2仕様

4988005560469/UICY91387/ジミヘン最高傑作'68年3RD。SHM-CD仕様

4580290380960/BBQ42CD/スウェーデンの新世代ディーヴァCHESSカバー集！

4988004076046/TECW21858/メタルゴッド覚醒の初期大名盤76年2nd

4988005367051/UICY3795/リーペリープロデュースのルーツレゲエ名盤！

4580159650081/FTCD-0006/7/スリーブケース付特別盤

4988006882935/TOCP70901/名曲｢イマジン｣収録の'71年作。最新リマスター盤

4547366220186/SICP-4158/2014／ジョアン・レパートリー集！

4988005438881/UICY6399/アイルランドの至宝,最高傑作'76年6th

4988017659793/BVCM35344/ドイツの叙情ハード・ロック'75年3rd
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セオ・パリッシュ

ダフト・パンク

ダムド

ティー・レックス

ディープ・パープル

テイラー・スウィフト

デヴィッド・ボウイ

デッド・ボーイズ

デレク・アンド・ドミノス

トッド・テリエ

トライブコールドクエスト

トライブコールドクエスト

トライブコールドクエスト

トライブコールドクエスト

トライブコールドクエスト

ニルヴァーナ

ビートルズ

ピンク・フロイド

フー

ブラック・サバス

プリンス＆サードアイガール

ベイビー・ヒューイ

ポール・マッカートニー&ウィングス

ボブ・ディラン

マイケル・ジャクソン

マドンナ

マライア・キャリー

マルーンファイヴ

ユーツー

ユーライア・ヒープ

ラッシュ

ラモーンズ

リターン・オブ・ザ・ビッグ・ガンズ

レインボー

レッド・ツェッペリン

レッド・ホット・チリペッパーズ

レディオヘッド

ローリング・ストーンズ

ワム

ワン・ダイレクション

セオパリッシュズ・ブラックジャズ・シグネイチャー

ランダム・ アクセス・メモリーズ

地獄に堕ちた野郎ども

電気の武者

イン・ロック

スピーク・ナウ

ジギー・スターダスト

デッド・ボーイズ登場!!̃ヤング・ラウド・アンド・スナッティ

いとしのレイラ

イッツ・アルバム・タイム

PEOPLE'S INSTINCTIVE TRAVELS

LOW END THEORY

MIDNIGHT MARAUDERS

BEATS RHYMES AND LIFE

LOVE MOVEMENT

ネヴァーマインド

アビイ・ロード

狂気　　　　　　　　　　　　　

フーズ・ネクスト

黒い安息日

プレクトラム・エレクトラム

リヴィング・レジェンド　　　　

バンド・オン・ザ・ラン

追憶のハイウェイ６１

エッセンシャル・マイケル・ジャクソン

セレブレイション～マドンナ・オールタイム・ベスト

ミー。アイ・アム・マライア

オーヴァーエクスポーズド

ソングス・オブ・イノセンス

対自核

2112

アンソロジー：HEY HO LET’S GO!

スカタライツ

虹を翔ける覇者

レッド・ツェッペリン

カリフォルニケイション

オーケー・コンピューター

スティッキー・フィンガーズ

ベスト・オブ・ワム！

アップ・オール・ナイト

4526180117285/SDGBJ1303/スピリチュアルジャズ名門レーベルをセオがコンパイル

4547366194692/SICP3817/グラミー受賞の大ヒットアルバム!

4988004087172/TECI-21133/PUNK基本名盤1stアルバム

4988005639073/UICY20105/グラムロックを代表する'71年作。SHM-CD仕様

4943674056354/WPCR75033/第II期パープル黄金期の幕開けを飾る'70年4th

4988005637925/UICO1200/最年少グラミー賞受賞歌手/2010/3rd

4988006895171/TOCP71313/72年のボウイ代表作の40周年記念盤

4943674037575/WPCR-11348/NY PUNK伝説の1stアルバム

4988005677877/UICY25054/クラプトンによる'70年歴史的名盤SHM-CD仕様

4523132610061/BROR006/北欧のディスコプリンスの1st!

4988017643464/BVCM37767/ヒップホップクラシック

4988017643501/BVCM37768/ヒップホップクラシック

4988017643525/BVCM37769/ヒップホップクラシック

4988017645086/BVCM37834/ヒップホップクラシック

4988017645093/BVCM37835/ヒップホップクラシック

4988067002709/MVCG67/Smells Like Teen Spirit収録

4988006873575/TOCP71013/ビートルズの実質的最終作。'09年リマスター盤

4943674164493/WPCR80127/ロック史に燦然と輝く1973年発表7THアルバム。

4988005638823/UICY20080/フー最高傑作'71年5ＴＨ。SHM-CD仕様

4988004081347/TECI24030/史上最も衝撃的なデビュー作と称される'70年1st

4943674198955/WPCR16128/プリンスPRODによる豪快女性ファンク・ロック！

4943674165049/WPCR27720/カーティスPRODのサンプル・クラシック！

4988005634351/UCCO9879/ポール'74年大ヒット作。最新リマスター盤

4547366189940/SICP30027/60年代ロックの金字塔'65年作。BSCD2仕様

4571191053862/MHCP745/マイケルの全てを網羅した決定版ベスト！

4943674094592/WPCR13680/QUEEN OF POP、2009年版ベスト

4988005824240/UICL1127/世界の歌姫、通販11枚目のオリジナル・アルバム

4988005740366/UICA1064/2005年度グラミー賞最優秀新人賞バンド

4988005860590/UICI1136/アイルランドのモンスターバンド2014年最新作

4988005542441/UICY60146/UKハードロック'最高傑作'71年3rd

4988029229243/AMCY2292 /プログレ・ハード初期の最高傑作'76年4th

4943674027675/WPCR-11062/ご存じRAMONE PUNK始祖の音源集　2CD

4988005366191/UICY3794/84年再結成、円熟のルーツ･インスト！

4988005248954/POCY3012/リッチー、ロニー、コージー奇跡の名盤'76年2nd

4943674083732/WPCR13130/ロックの巨人、伝説の1stアルバム紙ジャケット

4943674008759/WPCR10375/Scar Tissue収録/ジョンフルシアンテ参加

4988006729254/TOCP50201/No Surprises収録/1997/3rd

4988005812124/UICY76136/71年ストーンズ屈指の名盤。'14年版SHM-CD

4562109409673/MHCP504/80sポップデュオ、ヒット曲満載のベスト

4547366065947/SICP3582/ギネスにも認定された今世紀最大のアイドル

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。

洋　楽 買取価格 買取価格 買取価格 買取価格


