
ア－ト・ファ－マ－＆ジム・ホ－ル ビッグ・ブル－ス
〈キングレコード／KICJ9011〉 ¥1,500

エリック・クロス ワン・トゥー・フリー
〈ソニー・ミュージック・エンターテインメント／SRCS9414〉 ¥1,500

エリック・クロス イン・ザ・ランド・オブ・ザ・ジ
〈ビクター・エンタテインメント／VICJ60452〉 ¥1,250

カーティス・フラー クランキン
〈ソニー・ミュージック・エンターテインメント／SRCS9396〉 ¥1,250

カーメン・マクレエ セカンド・トゥ・ノン
〈ソニー・ミュージック・エンターテインメント／SRCS9393〉 ¥2,000

カレル・ヴェレブニー ノネットSHQ&ウッドウィンズ
〈ユニバーサル・ミュージック／UCCM9240〉 ¥1,750

サブー・マルチネス アフロ・テンプル
〈ユニバーサル・ミュージック／UCCM9177〉 ¥3,000

ジャズテット ビッグ・シティ・サウンド
〈ユニバーサル・ミュージック／UCCC9073〉 ¥2,000

ジョージ・ベンソン サマ―タイム2001

〈キングレコード／KICJ9002〉 ¥1,500

ジョニー・グリフィン ザ・リトル・ジャイアント
〈ビクター・エンタテインメント／VICJ61055／XRCD仕様〉 ¥2,000

ジョルジュ・グルンツ ヌーン・イン・チュニジア
〈ユニバーサル・ミュージック／UCCM9239／〉 ¥1,750

ジョン・コルトレーン ソウルトレーン
〈ビクター・エンタテインメント／VICJ61050／XRCD仕様〉 ¥2,000

ジョン・マクラフリン エクストラポレーション
〈ユニバーサル・ミュージック／UCCM9195〉 ¥2,000

スタッフ・スミス ハヴ・ヴァイオリン、ウィル
〈ユニバーサル・ミュージック／UCCU9003〉 ¥1,000

セシル・テイラー ライヴ・イン・ザ・ブラック・フォレスト
〈ユニバーサル・ミュージック／UCCU9014〉 ¥2,000

セロニアス・モンク セロニアス・イン・アクション
〈ビクター・エンタテインメント／VICJ60491〉 ¥1,000

ソニー・ロリンズ ワークタイム
〈ビクター・エンタテインメント／VICJ61334／K2HD CODING仕様〉 ¥1,750

トニー・ウィリアムス ジ・オールド・バムズ・ラッシュ
〈ユニバーサル・ミュージック／UCCM9194〉 ¥2,000

ニーナ・シモン イン・コンサート
〈ユニバーサル・ミュージック／UCCM9184〉 ¥2,000

ニューヨーク・ジャズ・カルテット ライブ・イン・ジャパン
〈スリーディーシステム／MTCJ4016〉 ¥2,000

ハーモニーキャッツ セレクテッド・フェイヴァリ
〈ユニバーサル・ミュージック／UCCU9032〉 ¥1,000

ヒュ－バ－ト・ロウズ シェエラザ－ド
〈キングレコード／KICJ9022〉 ¥2,000

ビル・エヴァンス ワルツ・フォー・デビイ＋4

〈ビクター・エンタテインメント／VICJ61060／XRCD仕様〉 ¥2,500

ビル・エヴァンス ポートレイト・イン・ジャズ＋1

〈ビクター・エンタテインメント／VICJ61058／XRCD仕様〉 ¥2,500

ビル・エヴァンス エクスプロレイションズ＋2

〈ビクター・エンタテインメント／VICJ61059／XRCD仕様〉 ¥2,500

ビル・エヴァンス ムーンビームス
〈ビクター・エンタテインメント／VICJ61325／K2HD CODING仕様〉 ¥2,000

ビル・エヴァンス ハウ・マイ・ハート・シングス！＋1

〈ビクター・エンタテインメント／VICJ61330／K2HD CODING仕様〉 ¥1,500

ファラオ・サンダース ライヴ・アット・ジ・イースト
〈ユニバーサル・ミュージック／UCCU9016〉 ¥2,500

フリッツ・パウアー・トリオ ブルース・インサイド・アウト
〈ユニバーサル・ミュージック／UCCM9174〉 ¥1,750

フレディ・ハバード キープ・ユア・ソウル・トゥ
〈スリーディーシステム／MTCJ4018〉 ¥2,000

ボビー・ティモンズ ボ－ン・トゥ・ビ－・ブル－！
〈ビクター・エンタテインメント／VICJ60488〉 ¥1,500

ボビー・ティモンズ チャンキング
〈ビクター・エンタテインメント／VICJ60676〉 ¥1,000

マイルス・デイビス クッキン
〈ビクター・エンタテインメント／VICJ61046／XRCD仕様〉 ¥2,000

マル・ウォルドロン ザ・クエスト
〈ビクター・エンタテインメント／VICJ60465〉 ¥1,000

ラリ―・コリエル スペイセス
〈キングレコード／KICJ9016〉 ¥1,500

リッチー・コール アルト・マッドネス
〈ソニー・ミュージック・エンターテインメント／SRCS9407〉 ¥1,500

レスター・ボウイ ファ－スト・ラスト
〈ソニー・ミュージック・エンターテインメント／SRCS9408〉 ¥2,000

レッド・ガーランド アローン・ウィズ・ザ・ブルース
〈ビクター・エンタテインメント／VICJ61103〉 ¥1,250

レッド・ガーランド イッツ・ア・ブルー・ワールド
〈ビクター・エンタテインメント／VICJ60458〉 ¥1,000

ロン・カ―タ― ブル－ス・ファ－ム
〈キングレコード／KICJ9024〉 ¥2,000
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高価買取リスト キャンペーン

有効期限 2016.5.31（火）到着分まで有効
■有効期限は2016年4月1日～2016年5月31日まで　■掲載されている買取価格は、付属品完品／状態良好の価格になります。
■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。
■送料着払いは10点以上からになります。　■20％アップ期間中は掲載買取価格の20%アップの買取価格となります。
■シュリンクがきれいに残っているお品物は掲載価格に250円プラスにて買取いたします。シュリンクが未開封のお品物は掲載価格に

1,000円以上の大幅プラスにて買取いたします。糊付けタイプの外袋は査定時に開封させていただいております。予めご了承ください。

● JazzTOKYO ● 新宿ジャズ館 

● 吉祥寺ジャズ館 

● 渋谷ジャズ／レアグルーヴ館
● 横浜関内ジャズ館
● お茶の水駅前店 

● 神保町店 ● 池袋店 

● 新宿本館 ● 新宿中古センター 

● 渋谷中古センター 

● 下北沢店 ● 吉祥寺店 

● 高田馬場店 ● 中野店 

● 立川店 ● 町田店
● 横浜西口店 ● 大宮店 

● 千葉店 ● 柏店
● 北浦和店 ● 大阪店

高価買取対象店舗

※許可なく複製・転載することを禁じます。
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ジョン・パットン ガッタ・グッド・シング・ゴーイン
〈東芝EMI／TOCJ9504〉 ¥1,750

ジョン・パットン ザ・ウェイ・アイ・フィール
〈東芝EMI／TOCJ9516〉 ¥1,750

ジョン・パットン レッテム・ロール
〈東芝EMI／TOCJ9567〉 ¥1,750

スタンリー・タレンタイン ザッツ・ホエア・イッツ・アット＋1

〈東芝EMI／TOCJ9554〉 ¥1,500

スリー・サウンズ グッド・ディール
〈東芝EMI／TOCJ9167〉 ¥1,500

スリー・サウンズ ヒア・ウィ・カム
〈東芝EMI／TOCJ9187〉 ¥1,500

スリー・サウンズ イット・ジャスト・ガット・トゥ・ビー
〈東芝EMI／TOCJ9527〉 ¥1,750

スリー・サウンズ アウト・オブ・ジス・ワールド＋2

〈東芝EMI／TOCJ9528〉 ¥1,750

スリー・サウンズ フィーリン・グッド
〈東芝EMI／TOCJ9593〉 ¥1,750

チック・コリア ザ・ソング・オブ・シンギン
〈東芝EMI／TOCJ9572〉 ¥1,250

デューク・ピアソン メリー・オール・ソウル＋1

〈東芝EMI／TOCJ9559〉 ¥1,750

デューク・ピアソン ワフー
〈東芝EMI／TOCJ9570〉 ¥1,750

デューク・ピアソン ハウ・インセンシティヴ＋1

〈東芝EMI／TOCJ9590〉 ¥1,500

ドナルド・バード バ－ド・イン・フライト
〈東芝EMI／TOCJ9149〉 ¥1,250

ドナルド・バード アイム・トライン・トゥ・ゲットホーム
〈東芝EMI／TOCJ9529〉 ¥1,750

ドナルド・バード フリー・フォーム＋1

〈東芝EMI／TOCJ9530〉 ¥1,750

ドナルド・バード ムスタング＋2

〈東芝EMI／TOCJ9535〉 ¥1,750

ドナルド・バード ブラックジャック＋1

〈東芝EMI／TOCJ9578〉 ¥1,500

ドン・ウィルカーソン エルダー・ドン
〈東芝EMI／TOCJ9525〉 ¥1,500

ハンク・モブレー ア・キャディ・フォー・ダディ
〈東芝EMI／TOCJ9531〉 ¥1,750

ハンク・モブレー ハイ・ヴォルテージ
〈東芝EMI／TOCJ9550〉 ¥1,750

ハンク・モブレー リーチ・アウト！
〈東芝EMI／TOCJ9592〉 ¥1,500

ブルー・ミッチェル ダウン・ウィズ・イット
〈東芝EMI／TOCJ9549〉 ¥1,500

ブルー・ミッチェル ザ・シング・トゥ・ドゥ
〈東芝EMI／TOCJ9573〉 ¥1,500

フレディ・ハバード ブルー・スピリッツ＋2

〈東芝EMI／TOCJ9566〉 ¥1,750

フレディ・ハバード ザ・ナイト・オブ・ザ・クッ1

〈東芝EMI／TOCJ9575〉 ¥1,750

フレディ・ハバード ザ・ナイト・オブ・ザ・クッ2

〈東芝EMI／TOCJ9576〉 ¥1,750

フレディ・ローチ グッド・ムーヴ
〈東芝EMI／TOCJ9526〉 ¥1,750

フレディ・ローチ モー・グリーンズ・プリーズ
〈東芝EMI／TOCJ9574〉 ¥1,750

フレディ・ローチ ダウン・トゥ・アース
〈東芝EMI／TOCJ9595〉 ¥1,750

ベニー・グリーン バック・オン・ザ・シーン
〈東芝EMI／TOCJ9556〉 ¥1,750

ベニー・グリーン ソウル・スターリン＋1

〈東芝EMI／TOCJ9569〉 ¥1,750

ベニー・グリーン ウォーキン＆トーキン
〈東芝EMI／TOCJ9571〉 ¥1,750

ホレス・シルヴァー シルヴァーズ・セレナーデ
〈東芝EMI／TOCJ9534〉 ¥1,500

ホレス・シルヴァー セレナーデ・トゥ・ア・ソウル
〈東芝EMI／TOCJ9580〉 ¥1,500

マッコイ・タイナー テンダー・モーメンツ
〈東芝EMI／TOCJ9600〉 ¥1,750

ラリー・ヤング イントゥ・サムシン
〈東芝EMI／TOCJ9196〉 ¥1,750

ルー・ドナルドソン ミッドナイト・クリーパー
〈東芝EMI／TOCJ9519〉 ¥1,750

ルー・ドナルドソン グッド・グレイシャス
〈東芝EMI／TOCJ9582〉 ¥1,750

ロニー・スミス ターニング・ポイント
〈東芝EMI／TOCJ9594〉 ¥1,750

ジョン・コルトレーン ブルー・トレイン
〈ユニバーサル・ミュージック／UCCU40021／プラチナSHM〉 ¥2,300

キャノンボール・アダレイ サムシン・エルス
〈ユニバーサル・ミュージック／UCCU40020／プラチナSHM〉 ¥2,300

アート・ブレイキー フリー・フォー・オール
〈東芝EMI／TOCJ9558〉 ¥1,250

アンドリュー・ヒル ブラック・ファイア＋2

〈東芝EMI／TOCJ9585〉 ¥1,750

アンドリュー・ヒル スモーク・スタック＋4

〈東芝EMI／TOCJ9586〉 ¥1,750

ウェイン・ショーター スキッツォフリーニア
〈東芝EMI／TOCJ9563〉 ¥1,750

カーティス・フラー ボーン＆バリ
〈東芝EMI／TOCJ9561〉 ¥1,750

ギル・メレ パターンズ・イン・ジャズ
〈東芝EMI／TOCJ9581〉 ¥1,500

グラント・グリーン トーキン・アバウト
〈東芝EMI／TOCJ9502〉 ¥1,500

グラント・グリーン ザ・ファイナル・カムダウン
〈東芝EMI／TOCJ9522〉 ¥1,500

グラント・グリーン グリーン・イズ・ビューティフル
〈東芝EMI／TOCJ9545〉 ¥1,500

グレシャン・モンカー3 サム・アザー・スタッフ
〈東芝EMI／TOCJ9548〉 ¥1,500

グレシャン・モンカー3 エヴォリューション
〈東芝EMI／TOCJ9564〉 ¥1,500

ジャッキー・マクリーン ライト・ナウ＋1

〈東芝EMI／TOCJ9533〉 ¥1,250

ジャッキー・マクリーン アクション
〈東芝EMI／TOCJ9583〉 ¥1,500

ジャック・マクダフ ムーン・ラッピン
〈東芝EMI／TOCJ9568〉 ¥1,500

ジャック・マクダフ ダウン・ホーム・スタイル
〈東芝EMI／TOCJ9577〉 ¥1,500

ジョージ・ブレイス トゥー・ソウルズ・イン・ワン
〈東芝EMI／TOCJ9588〉 ¥1,750

ジョージ・ブレイス エクステンション
〈東芝EMI／TOCJ9589〉 ¥1,750

ジョージ・ブレイス ソウル・ストリーム
〈東芝EMI／TOCJ9597〉 ¥1,750
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