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ヴァン・ダー・グラフ・
ジェネレーター
紙ジャケSHM-CD 
6タイトルまとめ買いセット
UICY77000BOX ¥8,000買取

価格

XTC
紙ジャケCD 
10タイトルまとめ買いセット
TOCP65720BOX

¥10,000買取
価格

NRBQ
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
CARA3010BOX

¥3,000買取
価格

エリック・バードン＆アニマルズ
紙ジャケSHM-CD 
4タイトルまとめ買いセット
UICY75623BOX

¥6,000買取
価格

エルトン・ジョン
紙ジャケSHM-CD 
11タイトルまとめ買いセット
UICY93678BOX

¥20,000買取
価格

ヴァン・ダー・グラフ・
ジェネレーター
紙ジャケSHM-SACD 
6タイトルまとめ買いセット
UIGY9679BOX ¥12,000買取

価格

XTC
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
TOCP67801BOX

¥8,000買取
価格

MC5
紙ジャケSHM-CD
 3タイトルまとめ買いセット 
（2013年アンコール・プレス）
WPCR13731BOX ¥3,000買取

価格

エルヴィン・ビショップ
紙ジャケSHM-CD 
6タイトルまとめ買いセット
UICY75683BOX

¥7,000買取
価格

カーズ
紙ジャケSHM-CD 
6タイトルまとめ買いセット
WPCR14382BOX

¥6,500買取
価格

ヴァン・モリソン
紙ジャケSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
UICY93588BOX

¥18,000買取
価格

XTC
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
TOCP67809BOX

¥8,000買取
価格

エリック・クラプトン
紙ジャケCD 
12タイトルまとめ買いセット
UICY9162BOX

¥14,000買取
価格

エルトン・ジョン
紙ジャケCD
5タイトルまとめ買いセット
UICY9107BOX

¥5,000買取
価格

カーズ
紙ジャケSHM-CD 
6タイトルまとめ買いセット 
（2013年アンコール・プレス）
WPCR14383BOX ¥6,500買取

価格

ヴェルヴェット・アンダーグラウンド
紙ジャケSHM-CD 
3タイトルまとめ買いセット
（2013年アンコール・プレス）
UICY93894BOX ¥4,000買取

価格

エドガー・ウィンター
紙ジャケCD
 5タイトルまとめ買いセット
EICP1514BOX

¥4,500買取
価格

エリック・クラプトン
紙ジャケSHM-CD 
3タイトルまとめ買いセット
（2011年アンコール・プレス）
UICY93637BOX ¥7,000買取

価格

エルトン・ジョン
紙ジャケSHM-CD 
13タイトルまとめ買いセット
UICY94406BOX

¥30,000買取
価格

カーティス・メイフィールド
紙ジャケSHM-CD 
9タイトルまとめ買いセット
VICP70093BOX

¥13,000買取
価格

アース・ウィンド&ファイアー
紙ジャケBLU-SPEC CD
5タイトルまとめ買いセット
SICP20354BOX

¥5,000買取
価格

アート・ガーファンクル
紙ジャケBLU-SPEC CD
6タイトルまとめ買いセット
SICP20428BOX

¥6,000買取
価格

アバ
紙ジャケSHM-CD
8タイトルまとめ買いセット
UICY93889BOX

¥25,000買取
価格

REOスピードワゴン
紙ジャケCD
5タイトルまとめ買いセット
EICP1489BOX

¥4,500買取
価格

REOスピードワゴン
紙ジャケCD
4タイトルまとめ買いセット
EICP1224BOX

¥4,000買取
価格

アイザック・ヘイズ
紙ジャケSHM-CD
10タイトルまとめ買いセット
UCCO9514BOX

¥15,000買取
価格

アイズレー・ブラザーズ
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
SICP2864BOX

¥3,500買取
価格

アイズレー・ブラザーズ
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット
SICP2865BOX

¥5,000買取
価格

アイズレー・ブラザーズ
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット
SICP2947BOX

¥4,000買取
価格

アイドル・レース
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
TOCP70271BOX

¥4,000買取
価格

アラン・ホールズワース
紙ジャケSHM-CD 
7タイトルまとめ買いセット
VSCD4273BOX

¥12,000買取
価格

アル・クーパー
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット
MHCP11BOX

¥6,000買取
価格

アル・クーパー
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット
MHCP14BOX

¥7,000買取
価格

アレクシス・コーナー
紙ジャケCD 
2タイトルまとめ買いセット
WAS1076BOX

¥4,000買取
価格

アレサ・フランクリン
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
VSCD313BOX

¥2,500買取
価格

アンドリュー・オールダム・
オーケストラ
紙ジャケSHM-CD 
4タイトルまとめ買いセット
UICY75675BOX ¥5,000買取

価格

イギー・ポップ
紙ジャケSHM-CD 
5タイトルまとめ買いセット
UICY76648BOX

¥8,000買取
価格

イギー・ポップ＆ストゥージズ
紙ジャケSHM-CD 
2タイトルまとめ買いセット 
（2013年アンコール・プレス）
WPCR13729BOX ¥2,500買取

価格

イット・バイツ
紙ジャケSHM-CD 
4タイトルまとめ買いセット
UICY76658BOX

¥5,500買取
価格

ヴァン・ダー・グラフ・
ジェネレーター
紙ジャケPLATINUM SHM 
6タイトルまとめ買いセット
UICY40136BOX ¥10,000買取

価格
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J・ガイルズ・バンド
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
TOCP70595BOX

¥4,000買取
価格

J.J.ケイル
紙ジャケSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
UICY75627BOX

¥10,000買取
価格

ジェームス・ブラウン
紙ジャケCD 
15タイトルまとめ買いセット
UICY9286BOX

¥15,000買取
価格

ジェスロ・タル
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
TOCP67680BOX

¥10,000買取
価格

ジェファーソン・スターシップ
紙ジャケCD
11タイトルまとめ買いセット
BVCM35245BOX

¥20,000買取
価格

シェリル・リン
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット
SICP2792BOX

¥4,000買取
価格

ジェリー・ラファティ
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
POCE1013BOX

¥4,000買取
価格

シド・バレット
紙ジャケSHM-CD 
3タイトルまとめ買いセット
WPCR16394BOX

¥4,000買取
価格

ジミ・ヘンドリックス
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
UICY93141BOX

¥4,500買取
価格

ジミ・ヘンドリックス
紙ジャケBLU-SPEC CD2 
6タイトルまとめ買いセット
SICP30003BOX

¥8,000買取
価格

ジム・クウェスキン
紙ジャケCD 
7タイトルまとめ買いセット
VSCD3555BOX

¥6,000買取
価格

ジャニス・ジョプリン
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
SICP1668BOX

¥4,000買取
価格

ジャパン
紙ジャケSHM-CD 
7タイトルまとめ買いセット
TYCP80002BOX

¥7,000買取
価格

ジャム
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット
UICY9021BOX

¥4,000買取
価格

ジョー・ウォルシュ
紙ジャケSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
UICY94064BOX

¥12,000買取
価格

ジョージィ・フェイム
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット
MHCP1255BOX

¥4,000買取
価格

サイモン＆ガーファンクル
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
SICP1538BOX

¥4,000買取
価格

サイモン＆ガーファンクル
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
SICP1485BOX

¥4,500買取
価格

サム・クック
紙ジャケBLU-SPEC CD 
9タイトルまとめ買いセット
SICP20324BOX

¥13,000買取
価格

サンタナ
紙ジャケCD 
10タイトルまとめ買いセット
MHCP1002BOX

¥15,000買取
価格

カーペンターズ
紙ジャケSHM-CD 
5タイトルまとめ買いセット
UICY94220BOX

¥14,000買取
価格

キャプテン・ビーフハート
紙ジャケCD 
2タイトルまとめ買いセット
BVCM35626BOX

¥3,000買取
価格

キャメル
紙ジャケSHM-CD
12タイトルボックスセット
UICY94138BOX

¥23,000買取
価格

キリング・ジョーク
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
VJCP68767BOX

¥4,000買取
価格

ギルバート・オサリバン
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
VICP75087BOX

¥4,000買取
価格

キンクス
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
VICP63257BOX

¥3,500買取
価格

キンクス
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット
VICP63841BOX

¥7,000買取
価格

キンクス
紙ジャケCD 
7タイトルまとめ買いセット
VICP63850BOX

¥7,500買取
価格

キンクス
紙ジャケCD 
10タイトルまとめ買いセット
BVCM37974BOX

¥10,000買取
価格

キンクス
紙ジャケSHM-CD 
3タイトルまとめ買いセット
UICY75025BOX

¥5,000買取
価格

キンクス
紙ジャケSHM-CD 
3タイトルまとめ買いセット
UICY75102BOX

¥6,000買取
価格

クイックシルヴァー・
メッセンジャー・サーヴィス
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
TOCP67732BOX ¥6,000買取

価格

グラス・ルーツ
紙ジャケSHM-CD 
5タイトルまとめ買いセット
UICY76089BOX

¥7,000買取
価格

クリーデンス・クリアウォーター・
リヴァイヴァル
紙ジャケSHM-CD 
7タイトルまとめ買いセット
UCCO9195BOX ¥15,000買取

価格

クリーム
紙ジャケSHM-CD 
3タイトルまとめ買いセット
（2011年アンコール・プレス）
UICY93696BOX ¥5,000買取

価格

ケイト・ブッシュ
紙ジャケCD 
8タイトルまとめ買いセット
TOCP67817BOX

¥14,000買取
価格

ゲイリー・ライト
紙ジャケHQCD 
5タイトルまとめ買いセット
IECP10317BOX

¥6,500買取
価格

ケニー・ロギンス
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
SICP2806BOX

¥4,000買取
価格

ゴドレイ＆クレ－ム
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット
UICY9170BOX

¥4,500買取
価格

コリン・ブランストーン
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
EICP1386BOX

¥2,500買取
価格
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スプーキー・トゥース
紙ジャケSHM-CD 
6タイトルまとめ買いセット
UICY93501BOX

¥8,000買取
価格

スペンサー・デイヴィス・グループ
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
UICY93175BOX

¥3,500買取
価格

スモール・フェイセス
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
VICP63266BOX

¥2,500買取
価格

スモール・フェイセス
紙ジャケSHM-CD/HQCD 
4タイトルまとめ買いセット
VICP750745BOX

¥7,000買取
価格

スモール・フェイセズ
紙ジャケSHM-CD 
7タイトルまとめ買いセット
UICY94169BOX

¥8,000買取
価格

スリー・ドッグ・ナイト
紙ジャケSHM-CD 
12タイトルまとめ買いセット
UICY75563BOX

¥15,000買取
価格

スレイド
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット
AIRAC1302BOX

¥8,000買取
価格

スレイド
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
AIRAC1305BOX

¥6,000買取
価格

スレイド
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
AIRAC1312BOX

¥6,000買取
価格

ソフト・マシーン
紙ジャケSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
VSCD4261BOX

¥12,000買取
価格

ダイアー・ストレイツ
紙ジャケSHM-CD 
9タイトルまとめ買いセット
UICY93733BOX

¥18,000買取
価格

ダイアナ・ロス&
ザ・シュープリームス
紙ジャケSHM-CD 
10タイトルまとめ買いセット
UICY75223BOX ¥15,000買取

価格

ダイアナ・ロス
紙ジャケSHM-CD 
10タイトルまとめ買いセット
UICY75381BOX

¥13,000買取
価格

ダイナソーJR
紙ジャケSHM-CD 
4タイトルまとめ買いセット
WPCR14773BOX

¥5,000買取
価格

ダリル・ホール＆ジョン・オーツ
紙ジャケBLU-SPEC CD 
14タイトルまとめ買いセット
SICP20277BOX

¥20,000買取
価格

ダリル・ホール＆ジョン・オーツ
紙ジャケSHM-CD 
3タイトルまとめ買いセット
WPCR16359BOX

¥4,000買取
価格

ダン・ヒックス＆
ヒズ・ホットリックス
紙ジャケSHM-CD 
3タイトルまとめ買いセット
UICY75646BOX ¥4,000買取

価格

チキン・シャック
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
MHCP872BOX

¥8,000買取
価格

チャーリー
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
AIRAC1620BOX

¥4,000買取
価格

T.レックス
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
TECI25432BOX

¥3,000買取
価格

ジョージー・フェイム
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
BVCM37868BOX

¥2,500買取
価格

ジョーン・ジェット&
ザ・ブラックハーツ
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
VICP75124BOX ¥6,000買取

価格

ジョニー・ウィンター
紙ジャケCD 
12タイトルまとめ買いセット（メーカー特典）
SICP3097BOX

¥13,000買取
価格

ジョン・クーガー・メレンキャンプ
紙ジャケSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
UICY94795BOX

¥8,000買取
価格

ジョン・ハイアット
紙ジャケSHM-CD 
10タイトルまとめ買いセット
UICY75579BOX

¥8,000買取
価格

ジョン・メイオール&ザ・ブルース・
ブレイカーズ
紙ジャケSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
UICY93404BOX ¥14,000買取

価格

ジョン・レンボーン
紙ジャケCD 
10タイトルまとめ買いセット
WAS1061BOX

¥18,000買取
価格

シンディ・ローパー
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
EICP991BOX

¥6,000買取
価格

スージ・アンド・ザ・バンシーズ
紙ジャケ
4タイトルまとめ買いセット
UICY93059BOX

¥3,500買取
価格

スティーヴ・ウィンウッド
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
UICY90331BOX

¥4,000買取
価格

スティーヴィー・レイ・ヴォーン&
ダブル・トラブル
紙ジャケCD 
9タイトルまとめ買いセット（メーカー特典）
EICP1173BOX ¥10,000買取

価格

スティーヴィー・ワンダー
紙ジャケSHM-CD 
13タイトルまとめ買いセット
UICY93875BOX

¥16,000買取
価格

スティーヴィー・ワンダー
紙ジャケSHM-CD 
9タイトルまとめ買いセット
UICY93933BOX

¥15,000買取
価格

スティーヴィー・ワンダー
紙ジャケSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
UICY93943BOX

¥15,000買取
価格

スティング
紙ジャケSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
UICY94306BOX

¥20,000買取
価格

ステッペンウルフ
紙ジャケSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
UICY75554BOX

¥9,000買取
価格

スナッフ
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
AIRAC1615BOX

¥4,000買取
価格

スパークス
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
UICY9177BOX

¥4,500買取
価格

スパークス
紙ジャケSHM-CD 
6タイトルまとめ買いセット
TECI26547BOX

¥13,000買取
価格

スパークス
紙ジャケSHM-CD 
4タイトルまとめ買いセット
UICY94099BOX

¥13,000買取
価格
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トラフィック
紙ジャケCD 
10タイトルまとめ買いセット
UICY9273BOX

¥7,000買取
価格

ナッズ
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
POCE1001BOX

¥3,500買取
価格

ニルヴァーナ （UK）
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
UICY9433BOX

¥4,000買取
価格

ニルス・ロフグレン
紙ジャケSHM-CD 
7タイトルまとめ買いセット
UICY76081BOX

¥10,000買取
価格

バーズ
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット
MHCP106BOX

¥3,500買取
価格

バーズ
紙ジャケBLU-SPEC CD 
5タイトルまとめ買いセット
SICP20372BOX

¥6,000買取
価格

バーズ
紙ジャケBLU-SPEC CD2
7タイトルまとめ買いセット
SICP30417BOX

¥7,000買取
価格

パーラメント
紙ジャケSHM-CD 
9タイトルまとめ買いセット
UICY94283BOX

¥15,000買取
価格

バックマン・ターナー・
オーヴァードライヴ
紙ジャケSHM-CD 
5タイトルまとめ買いセット
UICY75687BOX ¥6,000買取

価格

バッド・カンパニー
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット 
（2013年アンコール・プレス）
WPCR13902BOX ¥7,000買取

価格

バッド・フィンガー
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
TOCP67562BOX

¥6,000買取
価格

バッドフィンガー
紙ジャケSHM-CD 
3タイトルまとめ買いセット
WPCR15607BOX

¥4,000買取
価格

パブロ・クルーズ
紙ジャケSHM-CD 
7タイトルまとめ買いセット
UICY75590BOX

¥10,000買取
価格

バンド
紙ジャケCD 
8タイトルまとめ買いセット
TOCP67391BOX

¥6,000買取
価格

バンド
紙ジャケSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
TOCP95106BOX

¥10,000買取
価格

バンド
紙ジャケPLATINUM SHM 
8タイトルまとめ買いセット
UICY40114BOX

¥14,000買取
価格

トッド・ラングレン
紙ジャケCD 
7タイトルまとめ買いセット
VICP63460BOX

¥6,000買取
価格

ドナ・サマー
紙ジャケSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
UICY75302BOX

¥13,000買取
価格

トム・ぺティ & 
ザ・ハート・ブレイカーズ
紙ジャケSHM-CD 
7タイトルまとめ買いセット
UICY93949BOX ¥20,000買取

価格

トラフィック
紙ジャケCD 
10タイトルまとめ買いセット
UICY9269BOX

¥7,000買取
価格

ティーナ・マリー
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
EICP1448BOX

¥4,000買取
価格

ディキシー・ドレッグス
紙ジャケSHM-CD 
3タイトルまとめ買いセット
UICY75134BOX

¥3,000買取
価格

ティラノザウルス・レックス
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
UICY9493BOX

¥6,000買取
価格

デヴィアンツ
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いボックス
CTCD494BOX

¥7,000買取
価格

デヴィッド・ボウイ
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット
TOCP70144BOX

¥8,000買取
価格

デヴィッド・ボウイ
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット（メーカー特典）
MHCP1340BOX

¥8,000買取
価格

デヴィッド・ボウイ
紙ジャケSHM-CD 
6タイトルまとめ買いセット
TOCP95051BOX

¥16,000買取
価格

デヴィッド・ボウイ
紙ジャケSHM-CD 
5タイトルまとめ買いセット
TOCP95053BOX

¥13,000買取
価格

デペッシュ・モード
紙ジャケBLU-SPEC CD2 
6タイトルまとめ買いセット
SICP30540BOX

¥10,000買取
価格

デペッシュ・モード
紙ジャケBLU-SPEC CD2 
6タイトルまとめ買いセット
SICP30541BOX

¥10,000買取
価格

デュアン・オールマン
紙ジャケSHM-CD 
6タイトルまとめ買いセット
UICY93509BOX

¥15,000買取
価格

テン・イヤーズ・アフター
紙ジャケSHM-CD 
3タイトルまとめ買いセット
UICY94202BOX

¥8,000買取
価格

10CC
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
UICY9173BOX

¥3,500買取
価格

10CC
紙ジャケSHM-CD 
4タイトルまとめ買いセット
UICY93816BOX

¥7,000買取
価格

ドアーズ
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット（メーカー特典）
WPCR12716BOX

¥8,000買取
価格

ドゥービー・ブラザーズ
紙ジャケSHM-CD 
9タイトルまとめ買いセット 
（2013年アンコール・プレス）
WPCR13655BOX ¥9,000買取

価格

ドクター・フィールグッド
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
TOCP67812BOX

¥3,000買取
価格

ドクター・フィールグッド
紙ジャケSHM-CD 
9タイトルまとめ買いセット
WPCR15503BOX

¥12,000買取
価格

トッド・ラングレン
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
VICP63261BOX

¥2,500買取
価格

トッド・ラングレン
紙ジャケCD 
8タイトルまとめ買いセット
VICP63457BOX

¥6,000買取
価格
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ファミリー
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
IECP10314BOX

¥5,500買取
価格

ファンカデリック
紙ジャケCD 
8タイトルまとめ買いセット
PCD17436BOX

¥10,000買取
価格

ファンカデリック
紙ジャケSHM-CD 
4タイトルまとめ買いセット
VICP70103BOX

¥8,000買取
価格

フィフス・ディメンション
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット
BVCM35585BOX

¥10,000買取
価格

フィリップ・グッドハンド・テイト
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
AIRAC1655BOX

¥3,500買取
価格

フィリップ・ベイリー
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
SICP20288BOX

¥2,000買取
価格

フー
紙ジャケCD 
12タイトルまとめ買いセット
POCP9200BOX

¥12,000買取
価格

フー
紙ジャケSHM-CD 
4タイトルまとめ買いセット
（2011年アンコール・プレス）
UICY94048BOX ¥9,000買取

価格

フェアーグラウンド・
アトラクション
紙ジャケBLU-SPEC CD2 
4タイトルまとめ買いセット
SICP30602BOX ¥4,500買取

価格

フェアポート・コンヴェンション
紙ジャケSHM-CD 
12タイトルまとめ買いセット
UICY93988BOX

¥20,000買取
価格

ブッカーT. & ザ・MG'S
紙ジャケSHM-CD 
6タイトルまとめ買いセット
UCCO9532BOX

¥15,000買取
価格

ブライアン・アダムス
紙ジャケSHM-CD 
9タイトルまとめ買いセット
UICY94819BOX

¥16,000買取
価格

ブライアン・フェリー
紙ジャケCD 
9タイトルまとめ買いセット
VJCP68813BOX

¥8,000買取
価格

ブライアン・フェリー
紙ジャケPLATINUM SHM 
6タイトルまとめ買いセット
UICY40145BOX

¥11,000買取
価格

ブライアン・フェリー
紙ジャケSHM-CD 
6タイトルまとめ買いセット
UICY77105BOX

¥9,000買取
価格

ブライアン・フェリー
紙ジャケSHM-SACD 
6タイトルまとめ買いセット
UIGY9688BOX

¥13,000買取
価格

フランク・ザッパ
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット
VACK1208BOX

¥9,000買取
価格

ブランドX
紙ジャケSHM-CD 
6タイトルまとめ買いセット
UICY76412BOX

¥10,000買取
価格

フリー
紙ジャケCD 
7タイトルまとめ買いセット
UICY9132BOX

¥7,000買取
価格

フリー
紙ジャケCD 
7タイトルまとめ買いセット
UICY9130BOX

¥7,000買取
価格

バンド
紙ジャケSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
UICY76849BOX

¥11,500買取
価格

バンド
紙ジャケSHM-SACD 
8タイトルまとめ買いセット
UIGY9657BOX

¥17,000買取
価格

ハンブル・パイ
紙ジャケSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
UICY94070BOX

¥10,000買取
価格

P.F.スローン
紙ジャケSHM-CD 
3タイトルまとめ買いセット
UICY76093BOX

¥4,000買取
価格

ピーター・アイヴァース
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
ATOZ080BOX

¥4,500買取
価格

ピーター・フランプトン
紙ジャケSHM-CD 
9タイトルまとめ買いセット
UICY93601BOX

¥15,000買取
価格

ビーチ・ボーイズ
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット
TOCP50854BOX

¥5,000買取
価格

ビーチ・ボーイズ
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット
TOCP50859BOX

¥5,000買取
価格

ビーチ・ボーイズ
紙ジャケSHM-CD 
2タイトルまとめ買いセット
TOCP95114BOX

¥2,500買取
価格

ビーチ・ボーイズ
紙ジャケPLATINUM SHM 
6タイトルまとめ買いセット
UICY40112BOX

¥10,000買取
価格

ビーチ・ボーイズ
紙ジャケSHM-CD 
6タイトルまとめ買いセット
UICY76847BOX

¥8,000買取
価格

ビーチ・ボーイズ
紙ジャケSHM-SACD 
6タイトルまとめ買いセット
UIGY9655BOX

¥12,000買取
価格

B.B.キング
紙ジャケSHM-CD 
12タイトルまとめ買いセット
UICY94836BOX

¥15,000買取
価格

ヒューイ・ルイス＆ザ・ニュース
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
TOCP70591BOX

¥4,000買取
価格

ヒューイ・ルイス＆ザ・ニュース
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
TOCP70590BOX

¥5,500買取
価格

ビリー・ジョエル
紙ジャケCD 
10タイトルまとめ買いセット
MHCP463BOX

¥14,000買取
価格

ビリー・プレストン
紙ジャケSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
UICY93459BOX

¥10,000買取
価格

ビル・ワイマン
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
TECI24300BOX

¥3,500買取
価格

ピンク・フェアリーズ
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
UICY9434BOX

¥8,000買取
価格

ファミリー
紙ジャケCD 
2タイトルまとめ買いセット
IECP10302BOX

¥3,500買取
価格
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ホルガー・シューカイ
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
PCD24333BOX

¥4,000買取
価格

マーヴィン・ゲイ
紙ジャケSHM-CD 
12タイトルまとめ買いセット
UICY94031BOX

¥15,000買取
価格

マーク・ベノ
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
UICY93001BOX

¥7,000買取
価格

マイク・オールドフィールド
紙ジャケCD 
9タイトルまとめ買いセット
VJCP68665BOX

¥15,000買取
価格

ママス＆パパス
紙ジャケSHM-CD 
6タイトルまとめ買いセット
UICY75703BOX

¥9,000買取
価格

マリアンヌ・フェイスフル
紙ジャケSHM-CD 
5タイトルまとめ買いセット
UICY75677BOX

¥6,000買取
価格

マーヴィン・ゲイ
紙ジャケSHM-CD 
9タイトルまとめ買いセット
UICY94039BOX

¥18,000買取
価格

マイク・ブルームフィールド
紙ジャケBLU-SPEC CD2 
8タイトルまとめ買いセット
SICP30458BOX

¥10,000買取
価格

マンフレッド・マン
紙ジャケCD 
9タイトルまとめ買いセット
UICY9248BOX

¥13,000買取
価格

ホリーズ
紙ジャケCD 
8タイトルまとめ買いセット
TOCP67123BOX

¥9,000買取
価格

マーク・ノップラー
紙ジャケSHM-CD 
4タイトルまとめ買いセット
UICY94829BOX

¥4,000買取
価格

マイケル・フランクス
紙ジャケSHM-CD 
10タイトルまとめ買いセット
WPCR14428BOX

¥18,000買取
価格

ムーヴ
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
VICP61313BOX

¥4,000買取
価格

メリー・ホプキン
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
TOCP67566BOX

¥3,500買取
価格

ヤングブラッズ
紙ジャケBLU-SPEC CD2 
3タイトルまとめ買いセット
SICP30554BOX

¥3,500買取
価格

マンフレッド・マンズ・アース・
バンド
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット
AIRAC1129BOX ¥8,000買取

価格

ボブ・ディラン
紙ジャケBLU-SPEC CD2 
11タイトルまとめ買いセット
SICP30475BOX

¥14,000買取
価格

ボブ・ディラン
紙ジャケBLU-SPEC CD2 
14タイトルまとめ買いセット
SICP30484BOX

¥17,000買取
価格

ボブ・ディラン
紙ジャケBLU-SPEC CD2 
9タイトルまとめ買いセット
SICP30573BOX

¥12,000買取
価格

ボブ・ディラン
紙ジャケBLU-SPEC CD2 
10タイトルまとめ買いセット
SICP30584BOX

¥12,000買取
価格

プリティ・シングス
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
VICP62641BOX

¥4,000買取
価格

プリティ・シングス
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
VICP63814BOX

¥4,000買取
価格

プリファブ・スプラウト
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
MCQUEENBOX

¥5,000買取
価格

ブルー・ナイル
紙ジャケSHM-CD 
3タイトルまとめ買いセット
UICY76420BOX

¥5,500買取
価格

ブルース・スプリングスティーン
紙ジャケCD 
17タイトルまとめ買いセット（メーカー特典）
MHCP723BOX

¥20,000買取
価格

ブルース・プロジェクト
紙ジャケSHM-CD 
4タイトルまとめ買いセット
UICY756423BOX

¥6,000買取
価格

プロコル・ハルム
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
VICP63270BOX

¥4,000買取
価格

プロコル・ハルム
紙ジャケCD 
6タイトルまとめ買いセット
VICP64104BOX

¥6,000買取
価格

プロコル・ハルム
紙ジャケHQCD 
10タイトルまとめ買いセット
VICP75093BOX

¥14,000買取
価格

ベンチャーズ
紙ジャケSHM-CD 
10タイトルまとめ買いセット
TOCP95136BOX

¥18,000買取
価格

ベンチャーズ
紙ジャケSHM-CD 
5タイトルまとめ買いセット
UICY76211BOX

¥7,000買取
価格

ベンチャーズ
紙ジャケSHM-CD 
5タイトルまとめ買いセット
UICY76354BOX

¥7,500買取
価格

ホイットニー・ヒューストン
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
BVCM35268BOX

¥8,000買取
価格

ホークウインド
紙ジャケHQCD 
5タイトルまとめ買いセット
IECP10324BOX

¥11,000買取
価格

ポール・ウェラー
紙ジャケSHM-CD 
9タイトルまとめ買いセット
UICY93564BOX

¥13,000買取
価格

ボストン
紙ジャケSHM-CD 
2タイトルまとめ買いセット
UICY93917BOX

¥6,500買取
価格

ホセ・フェリシアーノ
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
SICP2559BOX

¥3,500買取
価格

ボビー・コールドウェル
紙ジャケHQCD 
8タイトルまとめ買いセット
VICP75112BOX

¥9,000買取
価格

ボブ・ウェルチ
紙ジャケSHM-CD 
5タイトルまとめ買いセット
TYCP80038BOX

¥8,000買取
価格

ボブ・ディラン
紙ジャケCD 
14タイトルまとめ買いセット（メーカー特典）
MHCP369BOX

¥6,000買取
価格
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U.K.
紙ジャケPLATINUM SHM 
4タイトルまとめ買いセット
UICY40087BOX

¥7,500買取
価格

ライチャス・ブラザース
紙ジャケSHM-CD 
3タイトルまとめ買いセット
UICY75149BOX

¥3,500買取
価格

ラス・バラード
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
EICP1389BOX

¥4,500買取
価格

ランナウェイズ
紙ジャケSHM-CD 
3タイトルまとめ買いセット
UICY75008BOX

¥4,000買取
価格

リタ・クーリッジ
紙ジャケSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
UICY94191BOX

¥11,000買取
価格

リンダ・ロンシュタット
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット 
（2013年アンコール・プレス）
WPCR13853BOX ¥6,000買取

価格

リンダ・ロンシュタット
紙ジャケSHM-CD 
4タイトルまとめ買いセット
UICY76516BOX

¥7,000買取
価格

ルー・リード
紙ジャケCD 
9タイトルまとめ買いセット
BVCM37727BOX

¥14,000買取
価格

ルー・リード
紙ジャケCD 
9タイトルまとめ買いセット
BVCM37750BOX

¥16,000買取
価格

レインコーツ
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
PCD22327BOX

¥3,500買取
価格

レヴォン・ヘルム
紙ジャケSHM-CD 
3タイトルまとめ買いセット
UICY75710BOX

¥4,000買取
価格

レーナード・スキナード
紙ジャケSHM-CD 
7タイトルまとめ買いセット
UICY94171BOX

¥20,000買取
価格

レオン・ラッセル
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
VSCD3549BOX

¥5,000買取
価格

ローラ・ニーロ
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
SICP1625BOX

¥3,500買取
価格

ローリング・ストーンズ
紙ジャケCD 
22タイトルまとめ買いセット（メーカー特典）
UICY93013BOX

¥18,000買取
価格

ロキシー・ミュージック
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
TOCP65823BOX

¥4,000買取
価格

ロキシー・ミュージック
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
TOCP65830BOX

¥4,000買取
価格

ロキシー・ミュージック
紙ジャケSHM-CD 
10タイトルまとめ買いセット
VJCP98138BOX

¥10,000買取
価格

ロキシー・ミュージック
紙ジャケPLATINUM SHM 
8タイトルまとめ買いセット
UICY40125BOX

¥14,000買取
価格

ロキシー・ミュージック
紙ジャケSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
UICY76960BOX

¥11,500買取
価格

ロバート・クラフト
紙ジャケCD
5タイトルまとめ買いセット
VSCD3573BOX

¥6,000買取
価格

ロバート・パーマー
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
VSCD9072BOX

¥6,000買取
価格

V.A.
（A&Mソフトロック名盤コレクション）
紙ジャケSHM-CD 
13タイトルまとめ買いセット
UICY75172BOX ¥14,000買取

価格

V.A.（MOTOWN名盤 SHM-CD 
紙ジャケシリーズ）
紙ジャケSHM-CD 
10タイトルまとめ買いセット
UICY75320BOX ¥13,000買取

価格

V.A.（ブラス・ロック名盤選）
紙ジャケBLU-SPEC CD 
6タイトルまとめ買いセット
SICP20438BOX

¥5,000買取
価格

V.A.
（モーガン・スタジオ・コレクション）
紙ジャケCD 
8タイトルまとめ買いセット
AIRAC1197BOX ¥6,000買取

価格

V.A.（米国のSSW）
紙ジャケSHM-CD 
5タイトルまとめ買いセット
UICY75901BOX

¥6,000買取
価格

V.A.
（新・名盤探険隊　英国スワンプ）
紙ジャケCD 
5タイトルまとめ買いセット
WPCR15471BOX ¥4,000買取

価格

ロニー・モントローズ
紙ジャケSHM-CD 
4タイトルまとめ買いセット
ARC8081BOX

¥5,000買取
価格

ワイヤー
紙ジャケCD 
3タイトルまとめ買いセット
TOCP67933BOX

¥4,000買取
価格

V.A.（ブラス・ロック名盤選）
紙ジャケBLU-SPEC CD 
8タイトルまとめ買いセット
SICP20411BOX

¥7,000買取
価格

V.A.（英国のSSW）
紙ジャケSHM-CD 
4タイトルまとめ買いセット
UICY75902BOX

¥4,000買取
価格

ロキシー・ミュージック
紙ジャケSACD-SHM 
8タイトルまとめ買いセット
UIGY9668BOX

¥17,000買取
価格

ロギンス＆メッシーナ
紙ジャケCD 
9タイトルまとめ買いセット
MHCP1051BOX

¥12,000買取
価格

ロジャー・ニコルズ＆
ポール・ウィリアムス
紙ジャケSHM-CD 
6タイトルまとめ買いセット
UICY75210BOX ¥6,000買取

価格

ロビン・トロワー
紙ジャケSHM-CD 
5タイトルまとめ買いセット
ARC8088BOX

¥8,500買取
価格

V.A.（MOTOWN名盤 SHM-CD 
紙ジャケシリーズ）
紙ジャケSHM-CD 
10タイトルまとめ買いセット
UICY75477BOX ¥15,000買取

価格

V.A.（名盤の殿堂シリーズ）
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
UICY9579BOX

¥3,500買取
価格

V.A.
（新・名盤探険隊　英国パブロック）
紙ジャケCD 
4タイトルまとめ買いセット
WPCR15475BOX ¥4,000買取

価格

ロッド・スチュワート
紙ジャケSHM-CD 
7タイトルまとめ買いセット 
（2013年アンコール・プレス）
WPCR13338BOX ¥8,000買取

価格



■ 新宿中古ロックCD館  
〒160-0022 新宿区新宿3-31-4 山田ビル5F
TEL : 03-3352-2723　e-mail : ds1_5f@diskunion.co.jp
営業時間 : 11:00～21:00 （日曜 / 祝日11:00～20:00）  買取　　0120-269-656

■ 新宿プログレッシヴロック館  
〒160-0022 新宿区新宿3-31-4 山田ビル3F
TEL : 03-3352-2141　e-mail : ds3@diskunion.co.jp
営業時間 : 11:00～21:00 （日曜 / 祝日11:00～20:00）  買取　　0120-214-833

■ 新宿中古センター 
〒160-0022 新宿区新宿3-17-5 カワセビル3F
TEL : 03-5367-9530　e-mail : ds11@diskunion.co.jp
営業時間 : 11:00～21:00 （日曜 / 祝日11:00～20:00）　買取　　0120-582-970

■ お茶の水駅前店 
〒101-0062 千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビル2F
TEL : 03-3295-1461　e-mail : do1@diskunion.co.jp 
営業時間 : 11:00～21:00 （日曜 / 祝日11:00～20:00）　買取　　0120-146-560　  

■ 神保町店 
〒101-0051 千代田区神田神保町1-4 クロサワビル2F 
TEL : 03-3296-1561　e-mail : dkg@diskunion.co.jp 
営業時間 : 11:00～21:00 （日曜 / 祝日11:00～20:00）  買取　　0120-071-660  

■ 渋谷中古センター 
〒150-0042 渋谷区宇田川町30-7 アンテナ21 2F、3F
TEL : 03-3461-1809　e-mail : dp4@diskunion.co.jp 
営業時間 : 11:00～21:00 （日曜 / 祝日11:00～20:00）  買取　　0120-068-193  

■ 高田馬場店 
〒169-0075 新宿区高田馬場1-34-12 竹内ローリエビル2F 
TEL : 03-6205-5454 　e-mail : dbb@diskunion.co.jp 
営業時間 : 11:00～21:00  買取　　0120-358-045 

■ 池袋店 
〒170-0013 豊島区東池袋1-1-2 高村ビル4F
TEL : 03-5956-4550　e-mail : dib@diskunion.co.jp 
営業時間 : 11:00～21:00 （日曜 / 祝日11:00～20:00）  買取　　0120-455-741 

■ 下北沢店 
〒155-0031 世田谷区北沢1-40-7 柏サードビル 
TEL : 03-3467-3231　e-mail : dsk@diskunion.co.jp 
営業時間 : 11:30～21:00  買取　　0120-478-301  

■ 中野店 
〒164-0001 中野区中野4-2-1 中野サンキビル2F 
TEL : 03-5318-5831 　e-mail : dn@diskunion.co.jp 
営業時間 : 11:00～21:00  買取　　0120-055-838  

■ 吉祥寺店 
〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-8-22 パレスビル2F
TEL : 0422-20-8062　e-mail : dkp@diskunion.co.jp 
営業時間 : 11:00～21:00 （日曜 / 祝日11:00～20:00）  買取　　0120-178-063

■ 立川店 
〒190-0012 立川市曙町2-10-1 ふどうやビル2F
TEL : 042-548-5875 　e-mail : dta@diskunion.co.jp  
営業時間 : 11:00～21:00 （日曜 / 祝日11:00～20:00）  買取　　0120-523-513

■ 町田店 
〒194-0013 町田市原町田4-9-8 町田シエロ1F
TEL : 042-720-7240　e-mail : dm@diskunion.co.jp 
営業時間 : 11:00～21:00 （日曜 / 祝日11:00～20:00）  買取　　0120-177-249  
  
  

■ 横浜関内店 
〒231-0014 横浜市中区常盤町4-45 アートビル2F 
TEL : 045-661-1541　e-mail : dy@diskunion.co.jp 
営業時間 : 11:00～20:00  買取　　0120-231-543  

■ 横浜西口店 
〒220-0005 横浜市西区南幸2-8-9ブライト 横浜ビル2F 
TEL : 045-317-5022 　e-mail : dy2@diskunion.co.jp 
営業時間 : 11:00～21:00  買取　　0120-553-421  

■ 千葉店 
〒260-0015 千葉市中央区富士見 2-9-28 第一山崎ビル2F 
TEL : 043-224-6372　e-mail : db@diskunion.co.jp 
営業時間 : 11:00～20:00  買取　　0120-278-214  

■ 津田沼店 
〒274-0825 船橋市前原西2-14-8 津田沼パスタビル2F
TEL : 047-471-1003　e-mail : dt@diskunion.co.jp 
営業時間 : 11:00～21:00 （日曜 / 祝日11:00～20:00）  買取　　0120-502-889   

■ 柏店 
〒277-0021 柏市中央町1-1 
TEL : 04-7164-1787 　e-mail : dk@diskunion.co.jp 
営業時間 : 11:00～20:00  買取　　0120-651-660  

■ 北浦和店 
〒330-0061 さいたま市浦和区常盤10-8-5
TEL : 048-832-0076  　e-mail : dki@diskunion.co.jp 
営業時間 : 11:00～21:00 （日曜 / 祝日11:00～20:00）  買取　　0120-060-166 

■ 大宮店 
〒330-0802 さいたま市大宮区宮町1-24
TEL : 048-783-5466 　e-mail : dom@diskunion.co.jp 
営業時間 : 11:00～21:00 （日曜 / 祝日11:00～20:00）  買取　　0120-015-674 

■ 新宿ソウル / ブルース館

〒160-0022 新宿区新宿3-28-2　フクモトビルBF 
TEL : 03-3352-2031 　e-mail : ds4@diskunion.co.jp  
営業時間 : 11:00～21:00 （日祝11:00～20:00）

■ お茶の水ソウル / レアグルーヴ館 
〒101-0062 千代田区神田駿河台2-1-45　ニュー駿河台ビル2F 
TEL : 03-3294-1207  　e-mail : do10@diskunion.co.jp 
営業時間 : 11:00～21:00 （日祝11:00～20:00）  買取　　0120-283-811 

■ 渋谷ジャズ / レアグルーヴ館 
〒150-0042 渋谷区宇田川町30-7アンテナ21 BF 
TEL : 03-3461-1161　e-mail : dp3@diskunion.co.jp 
営業時間 : 11:00～21:00 （日祝11:00～20:00）  買取　　0120-168-192 

特典付紙ジャケCD買取強化店舗

※掲載価格は2016年1月31日までの買取価格で、盤質・
状態が良好、帯ほか付属品完品の場合になります。
※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。
※リスト掲載の規格番号とご依頼いただいたお品物の
規格番号等が異なる場合は、リストに掲載された金額で
の買取は致しかねます。


