
岩崎宏美
30TH ANNIVERSARY BOX
［14CD+2DVD／6CD］

￥30,000買取価格

岩崎宏美
オールソングスコレクション
［TECS-25280／7CD+3DVD］

￥9,000買取価格

太田裕美
オールソングスコレクション
［DQCL1601／25CD+シングル］

￥30,000買取価格

岡田奈々
77-80 ぼくらのベスト 岡田奈々
アナログ・アルバム
完全復刻 package 2
［PCCA-2040／帯付／4CD］

￥7,000買取価格

あいざき進也
FOREVER SHINYA
～コンプリート・アルバムズ＆
プレミアムDVD BOX 1974-1979
［WPZL-30521／10CD+DVD］

￥25,000買取価格

麻丘めぐみ
Premium BOX 
～オリジナル・アルバム・
コレクション～
［VIZL-324／12CD+DVD／帯付］

￥30,000買取価格

浅香唯
浅香唯 30周年記念
コンプリートBOX
［WPZL-31021／15CD+DVD］

￥15,000買取価格

買取価格

石川ひとみ
石川ひとみBOX
～78-86ぼくらのベスト～
［PCCA-1682／5CD］

￥18,000買取価格

昭和歌謡
アイドルBOX
買取リスト
ディスクユニオン日本のロック・ポップス、歌謡曲、
取扱い店舗にて高価買取いたします！
ディスクユニオン日本のロック・ポップス、歌謡曲、
取扱い店舗にて高価買取いたします！
掲載品以外でもお気軽にお持ちくださいませ！！

掲載価格は2016年3月18日現在の買取価格で、盤質・状態が良好で帯付・付属品完備の場合になります。
在庫状況、状態により、価格が変わる可能性がございます。予めご了承くださいませ。
掲載内容を許可なく複製・転載することを禁じます

注意事項

昭和歌謡
アイドルBOX
買取リスト

昭和歌謡
アイドルBOX
買取リスト



オムニバス
幻の名盤解放箱
［VIZL-289／9CD＋DVD］

￥25,000買取価格

オムニバス 
幻の名盤お色気BOX
［PCD-7269／6CD／
ブックレット＋ポスター＋トート袋］

￥15,000買取価格

オムニバス
細野晴臣の歌謡曲～20世紀BOX
［COCP-35491／SLV付／6CD］

￥6,000買取価格

オムニバス
80'Sメモリアルアイドル・
ファーストキッス
［UICZ-8002／帯付／3CD］

￥3,500買取価格

南野陽子
ナンノ・ボックス
［MHCL-561／11CD＋DVD＋8cmCD］

￥13,000買取価格

三原順子
JUNKO BOX
［KIZC-121／帯付／13CD＋DVD］

￥16,000買取価格

渡辺真知子
Machiko Premium 1975-1982
［DYCS-1160／
  紙ジャケット8タイトル／BLUE-SPEC CD］

￥9,000買取価格

渡辺満里奈
MARINA WATANABE ALL IN ONE
［MHCL-1001／
  11CD＋4DVD＋2BOOKLET］

￥15,000買取価格

原田知世
TOMOYO 80's Complete Box
［DYCS-1197／
  紙ジャケット11タイトル／13CD］

￥15,000買取価格

弘田三枝子
弘田三枝子・これくしょん 
マイ・メモリィ～ミコより愛をこめて
［COCP-31461／6CD］

￥8,000買取価格

フォーリーブス
フォーリーブス 1968-1978
［DQCL-1141／帯付／5CD］

￥5,000買取価格

本田美奈子
コンプリート・
クラシカル・イヤーズ
［COZQ-477／5CD＋DVD］

￥6,000買取価格

中原理恵
中原理恵 PREMIUM BOX
［DYCL-482／
  10タイトル／BLU-SPEC CD2］

￥10,000買取価格

中森明菜
AKINA BOX
［WPCL-11152／18CD／帯付］

￥25,000買取価格

長山洋子
長山洋子アイドル・コンプリートBOX
～LEGEND of VENUS～
［VIZL-351／10CD＋DVD］

￥10,000買取価格

早見優
Thank YU～
30th Anniversary Special Box
［UPCY-9201／17CD＋1DVD］

￥12,000買取価格

桜田淳子
桜田淳子BOX
～スーパー・ライブ・コレクション
［VIZL-289／9CD＋DVD］

￥25,000買取価格

朱里エイコ
 ワーナー・イヤーズ 1971-1979
［WQCQ301／紙ジャケット10タイトル］

￥10,000買取価格

テレサ・テン
星☆伝説
［UPCY-9002／4CD＋DVD］

￥4,000買取価格

テレサ・テン
ザ・ヒストリー・オブ・テレサ・テン
［TACL-9019／10CD］

￥15,000買取価格

キャンディーズ
キャンディーズ・タイムカプセル
［MHCL-1378／15タイトル20CD］

￥40,000買取価格

ザ・ゴールデン・カップス
ザ・ゴールデン・ボックス
［PCDT-7229／紙ジャケット10タイトル］

￥10,000買取価格

斉藤由貴
CD-BOX 2
［PCCA-1925／6CD］

￥8,000買取価格

榊原郁恵
ゴールデン☆アイドル 榊原郁恵
［COCP38669／BLUE-SPEC CD2／
  4枚組］

￥4,000買取価格

河合その子
河合その子プレミアム
［MHCL-1591／ 9CD＋DVD／
  ポスター付］

￥20,000買取価格

河合奈保子
河合奈保子ライブアルバム
BOX NAOKO LIVE PREMIUM
［COZA-341／7CD＋2DVD］

￥18,000買取価格

河合奈保子
河合奈保子オリジナルアルバム
BOX NAOKO PREMIUM
［COCP-34705／24CD＋DVD
  ＋2BOOK／帯付］

￥20,000買取価格

菊池桃子
菊池桃子 プレミアム・
コレクション LEGEND
［VPBQ-19006／3CD＋3DVD］

￥6,000買取価格

岡田有希子
贈りものIII
［PCCA-1774／6CD＋DVD／
  ミニポスター付］

￥10,000買取価格

荻野目洋子
SUPER GROOVER The BOX
［VIZL-365／7CD＋DVD］

￥9,000買取価格

おニャン子クラブ
おニャン子クラブ大全集
［PCCA-50002／帯付／8HQ-CD］

￥7,000買取価格

金井夕子
金井夕子 アナログアルバム
復刻CD-BOX
［PCCA-2543／帯付／4CD］ 

￥5,000買取価格
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