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200 JAPANESE　2016 SPRING

アージェント
イン・ディープ
▶CBSソニー ▶ECPL-87 

▶CAP帯

買取価格 ¥3,500

アーロ・ガスリー
アリスのレストラン
▶キング ▶SR-408 

▶帯付

買取価格 ¥15,000 

アサイラム・クワイア
レオン・ラッセルと収容所合唱団
▶日本フォノグラム ▶SFX-7427 

▶帯付

買取価格 ¥3,500 

アソシエイション
ソフト・ロックのチャンピオン
▶東芝音楽工業 ▶BP-8440 

▶帯付、赤盤、ペラジャケット

買取価格 ¥15,000 

アトミック・ルースター
メイド・イン・イングランド
▶テイチク ▶UPS-532-Y 

▶ステッカー帯、デニムアウター

買取価格 ¥8,000

アリス・クーパー
スクールズ・アウト
▶ワーナー ▶P-8227W 

▶帯付、パンティ付

買取価格 ¥6,000 

アル・クーパー
アイ・スタンド・アローン
▶ソニー ▶SONP-50080 

▶CAP帯

買取価格 ¥5,000 

アル・スチュワート
オレンジ
▶ＣＢＳソニー ▶ECPL-20 

▶CAP帯、ブックレット付

買取価格 ¥3,500 
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今や"OBI"として世界共通用語となった帯。

この日本独自の誇るべき文化を語り継ぐためにも、

当社では国内盤帯付レコードを

高価買取させて頂きます。

※価格は2016年4月1日現在の価格となります。  
※買取価格はジャケット／盤面の状態が良好、帯／付属品の状態が良好かつ　
　揃っているものになります。  
※状態や在庫状況により買取価格が大きく変動する場合がございます。  
※許可なく複製・転載することを禁じます。

JAPANESE PRESSING RECORDS WANT LIST

いつまでも輝き続け
色褪せる事のないロック名盤の
国内盤帯付を200枚掲載!!

アージェント
イン・ディープ
▶CBSソニー ▶ECPL-87 

▶CAP帯

買取価格 ¥3,500 
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MC5
ハイ・タイム
▶ワーナー・ブラザーズ・パイオニア ▶P8139A 

▶帯付

買取価格 ¥60,000 

エリック・クラプトン
ソロ・アルバム
▶日本グラモフォン ▶MP 2122 

▶帯付、見開きジャケット

買取価格 ¥30,000 

エリック・バードンと
アニマルズ
若い思い出
▶日本グラモフォン ▶SMM-1155 

▶帯付

買取価格 ¥7,000 

エルヴィス・プレスリー
プレスリー・イン・メンフィス
▶日本ビクター ▶SHP-6061 

▶帯付

買取価格 ¥3,000

エレクトリッグ･フラッグ
ア・ロング・タイム・カミン
▶ソニーレコード ▶SONP-50056 

▶CAP帯付

買取価格 ¥15,000 

エレクトリック･プルーンズ
アンダーグラウンド・サウンド
▶日本ビクター ▶SJET-8000 

▶帯付

買取価格 ¥60,000 

エレクトリック・ライト・
オーケストラ
ELO2
▶東芝音楽工業 ▶EOP-80816 

▶帯補充票付

買取価格 ¥4,000 

イーグルス
ならず者
▶東芝音楽工業 ▶IAP-80812 

▶帯付

買取価格 ¥8,000

イエス
イエスの世界
▶日本グラモフォン ▶MT-1098 

▶帯付

買取価格 ¥200,000 

ウェイン･フォンタナと
マインドベンダーズ
ウェイン･フォンタナと
マインドベンダーズ
▶日本ビクター ▶SFL-7271 

▶帯付、ペラジャケット

買取価格 ¥60,000

イギー・ポップ
欲情 Lust For Life
▶RVC ▶RVP-6233 

▶帯付

買取価格 ¥10,000 

ヴァン・ダイク・パークス
ソング・サイクル
▶ワーナーブラザーズ・パイオニア ▶ P-8095W

▶ROCKAGE帯、ライナー

買取価格 ¥60,000 

ヴェルヴェット・
アンダーグラウンド・アンド・ニコ
ヴェルヴェット・
アンダーグラウンド・アンド・ニコ
▶ポリドール ▶MV2060 

▶帯付、初回2,000円定価、バナナ・シール、ライナー

買取価格 ¥12,000 

ヴェンチャーズ
オリジナル・ヒット
▶東芝音楽工業 ▶LP7121 

▶半掛け帯

買取価格 ¥20,000 

エマーソン・レイク・
アンド・パーマー
エマーソン・レイク・アンド・パーマー
▶ワーナー･パイオニア ▶P-8033A 

▶ROCK AGE花帯、 補充票付

買取価格 ¥38,000 

MC5
キック・アウト・オブ・ザ・ジャムス
▶日本ビクター ▶SJET-8153 

▶カヴァー帯付

買取価格 ¥60,000
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キング･クリムゾン
リザード
▶ワーナーブラザーズ・パイオニア ▶P-8049A 

▶ROCKAGE花帯付

買取価格 ¥50,000 

キンクス
ヴィレッジ・グリーン・
プリザヴェイション・ソサイエティ
▶日本コロムビア ▶YS-2120-Y 

▶帯付、日本独自ジャケット

買取価格 ¥50,000 

キンクス
ザ・キンクス・ヒット!!
▶日本コロムビア ▶SL-1194-Y 

▶帯付、ペラジャケ

買取価格 ¥90,000 

クイックシルバー・
メッセンジャー・サービス
ブルースバンドNO.1
▶東芝音楽工業 ▶CP8660 

▶帯付

買取価格 ¥50,000

ザ･グランド・ファンク・
レイルロード
登場
▶東芝音楽工業 ▶CP-8870 

▶帯付、赤盤

買取価格 ¥12,000 

グランド・ホッグス
ブリティッシュ・ブルースの新鋭
▶東芝音楽工業 ▶LP-8686 

▶帯付、赤盤

買取価格 ¥45,000 

クリーデンス・
クリアウォーター・リバイバル
クリーデンス・クリアウォーター・
リバイバル登場!
▶東芝音楽工業 ▶LP-8680 

▶帯付、赤盤

買取価格 ¥6,000 

カクタス
ファースト・アルバム
▶グラモフォン ▶MT-2037 

▶帯付

買取価格 ¥20,000 

カントリー・ジョー・アンド・
ザ・フィッシュ
アート・ロックの使者
▶キング ▶SR-259 

▶帯付

買取価格 ¥30,000 

キーフ・ハートレー・バンド
ハーフブリッド
▶キング ▶DL-13 

▶赤白帯付

買取価格 ¥15,000 

キャプテン・ビーフハート・
マジック・バンド
ミラー・マン
▶コロムビア ▶YS-2524 

▶帯付

買取価格 ¥25,000

キャロル・キング
つづれおり
▶キング ▶4D-2 

▶帯付、4ch盤、綴込ライナー

買取価格 ¥3,000 

キャラヴァン
グレイとピンクの地
▶キング ▶DL-29 

▶帯補充票付

買取価格 ¥45,000 

キャンド・ヒート
エレクトリック・ブルースの王者 
キャンド・ヒート登場
▶東芝音楽工業 ▶LP-8544 

▶帯付、ペラジャケット

買取価格 ¥25,000 

キング･クリムゾン
クリムゾンキングの宮殿
▶ワーナーブラザーズ・パイオニア ▶P-8080A 

▶ROCKAGE花帯付、 
　メンバー誤表記ライナー＋訂正カード付

買取価格 ¥70,000

オールマン・ブラザーズ・
バンド
アイドル・ワイルド・サウス
▶ワーナー ▶P-8015A 

▶帯付

買取価格 ¥3,000
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サンディ・デニー
オールド・ファッションド・ワルツ
▶キング ▶ICL-61 

▶帯付、ライナー

買取価格 ¥12,000 

シーズ
シーズ・イン・コンサート
▶キング ▶SLC219 

▶帯付

買取価格 ¥80,000 

Ｊ・ガイルズ・バンド
ブラッドショット
▶ワーナー･ブラザーズ･パイオニア ▶P-8329A 

▶帯付、2,000円定価

買取価格 ¥3,000 

ジェームス･テイラー　
マッド･スライム･スリム
▶ワーナー･ブラザーズ･パイオニア ▶P-8082W 

▶ROCK AGE花帯付

買取価格 ¥15,000

ジェシ・デイヴィス
ウルル
▶ワーナー･ブラザーズ･パイオニア ▶P-8257A 

▶帯付、2,000円定価

買取価格 ¥4,000 

ジェスロ・タル
アクアラング
▶ワーナーブラザーズ・パイオニア ▶P-8073R 

▶ROCKAGE花帯付

買取価格 ¥25,000 

ジェスロ・タル
スタンド・アップ
▶ビクター ▶SJET-8180 

▶全面帯付

買取価格 ¥40,000 

グレイトフル・デッド
ブルース・フォー・アラー
▶東芝EMI ▶LLS-80373 

▶帯付

買取価格 ¥3,000 

クロスビー、スティルス＆
ナッシュ
クロスビー、スティルス&ナッシュ
▶グラモフォン ▶MT-1086 

▶帯付

買取価格 ¥10,000 

クロスビー、スティルス、
ナッシュ＆ヤング
セカンド・アルバム
▶グラモフォン ▶MT-2023 

▶帯付

買取価格 ¥12,000 

ゲイリー・ウォーカー&
ザ・レイン
アルバムNO1
▶日本ビクター ▶SFX-7133 

▶帯、ライナー、国内限定盤

買取価格 ¥200,000

コールド・ブラッド
コールド・ブラッド
▶グラモフォン ▶MT-1101 

▶帯付

買取価格 ¥15,000 

コラシアム
ライヴ
▶日本コロンビア ▶YS-26478-BZ 

▶帯補充票付

買取価格 ¥3,000 

ザ・サークル
話題のニューグループ登場
▶コロムビア ▶YS-716-C 

▶帯付

買取価格 ¥30,000 

サイモンとガーファンクル
サウンド・オブ・サイレンス
▶日本コロムビア ▶YS-659-C 

▶帯付

買取価格 ¥16,000

クリーム
カラフル・クリーム
▶日本グラモフォン ▶SLPM-1390 

▶帯付、SMP規格、ペラジャケット

買取価格 ¥50,000
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ジャクソン・ブラウン
ジャクソン・ブラウン
▶東芝音楽工業 ▶IAP-80527 

▶ROCK NOW帯付

買取価格 ¥10,000 

ザ・シャドウズ
栄光のシャドウズ
▶東芝音楽工業 ▶OP-8108 

▶帯付、赤盤、ペラジャケット

買取価格 ¥15,000 

ジャン＆ディーン
イエローバルーン 
ジャン＆ディーン登場
▶日本コロムビア ▶YS-825-C 

▶帯付、ペラジャケット、日本独自ジャケット

買取価格 ¥80,000 

ジュリードリスコール、
ブライアンオーガー＆
ザ・トリニティ
ストリートノイズ
▶日本グラモフォン ▶MP 9315 

▶帯補充票付

買取価格 ¥10,000

ジョー・コッカー
マッド・ドックス・アンド・イングリッシュメン
▶キング ▶AMW15 / 16

▶帯付、2LP、 変形ジャケット

買取価格 ¥3,500 

ジョニ・ミッチェル
ブルー
▶ワーナー・ブラザーズ・パイオニア ▶P-8098-R 

▶ROCK AGE花帯付

買取価格 ¥30,000 

ジョン・メイオールと
エリック・クラプトン
ジョン・メイオールとエリック・クラプトン
▶キング ▶SLC-228 

▶丸帯付、ペラジャケ

買取価格 ¥15,000 

ジェフ・ベック
ベック・オラ
▶東芝音楽工業 ▶OP-8814 

▶NewRock帯付、赤盤

買取価格 ¥14,000 

ジェファーソン・エアプレイン
シュールリアリスティック・ピロー
▶日本ビクター ▶SHP-5640 

▶帯付、1,750円定価

買取価格 ¥30,000 

ジェファーソン・エアプレイン
テイクス・オフ
▶日本ビクター ▶RCA-6028 

▶帯付

買取価格 ¥10,000 

ジェファーソン・エアプレイン
ヒッピーの主張
▶日本ビクター ▶SHP-5684 

▶帯付、日本独自ジャケット

買取価格 ¥40,000

シカゴ
シカゴの軌跡
▶ソニー ▶SONP-50116 

▶CAP帯

買取価格 ¥3,000 

シド・バレット
幽幻の世界
▶東芝音楽工業 ▶OP-8927 

▶帯付、ライナー

買取価格 ¥35,000 

ジミ・ヘンドリックス
サイケデリック・ジミ・ヘンドリックス
▶日本グラモフォン ▶SLPM-1391 

▶帯付、SLPM規格、ペラジャケット

買取価格 ¥75,000 

ジミ・ヘンドリックス
ボールド・アズ・ラヴ
▶日本グラモフォン ▶SLPM-1398 

▶帯付、SLMP規格、日本独自Coca-Colaジャケット

買取価格 ¥140,000

ジェネシス
フォックストロット
▶フォノグラム ▶RJ-5069 

▶帯付、日本独自表裏一体デザインジャケ

買取価格 ¥35,000
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スプリング
ファースト
▶東芝音楽工業 ▶LLP80537 

▶帯付

買取価格 ¥60,000 

ザ・スペンサー・
デイビス・グループ
ザ・スペンサー・デイビス・グループ・
アルバム
▶日本ビクター ▶SFL-7333 

▶帯付、日本独自盤、ライナー

買取価格 ¥18,000 

スモール・フェイセス
スモール・バット・グレイト
▶東芝音楽工業 ▶IP-80049 

▶帯、赤盤、ライナー、国内独自ジャケット

買取価格 ¥150,000 

セックス・ピストルズ
勝手にしやがれ
▶日本コロムビア ▶YX-7199-AX 

▶初回黒インク帯、ライナー

買取価格 ¥4,000

ゼム
ゼム・アゲイン
▶キング ▶SLC220 

▶帯付、ライナー

買取価格 ¥60,000 

ソフト・マシーン
3
▶ソニー ▶SONP-50336 

▶CAP帯、2枚組、国内独自ジャケット、ライナー

買取価格 ¥45,000 

ザ・ゾンビーズ
二人のシーズン
▶ソニー ▶SONP-50089 

▶CAP帯、ライナー

買取価格 ¥50,000 

スティーブ・ミラー・バンド
セイラー
▶東芝音楽工業 ▶CP8577 

▶帯付、赤盤

買取価格 ¥40,000 

スティーリー・ダン
キャント・バイ・ア・スリル
▶東芝 ▶IPP80683 

▶帯付

買取価格 ¥3,000 

スティーリー・ダン
スティーリー・ダン
▶日本コロムビア ▶YX-8140-AB 

▶帯付、日本限定編集盤、『山口小夜子』ジャケット

買取価格 ¥3,500 

ステイタス・クォー
烈火のハード・ブギー
▶日本フォノグラム ▶RJ-7202 

▶帯付、国内独自盤

買取価格 ¥7,000

ステッペンウルフ
モンスター
▶東芝音楽工業 ▶HP8859 

▶帯付、赤盤

買取価格 ¥10,000 

ストゥージス
ファン・ハウス / ストゥージス登場
▶日本ビクター ▶SJET8313 

▶帯付

買取価格 ¥150,000 

ストロベリー・アラームクロック
インセンス・アンド・ペパーミント・
ストロベリー
▶日本ビクター ▶MCA5007 

▶日本独自ジャケット、帯付

買取価格 ¥20,000 

スプーキー・トゥース
スプーキー・トゥースの世界
▶日本ビクター ▶FOX-7003 

▶帯付

買取価格 ¥50,000

スコット・ウォーカー
スコット・ウォーカーの魅力
▶ポリドール ▶SLPM1384 

▶帯付、ペラジャケット

買取価格 ¥5,000
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デイヴィッド・クロスビー
ソロ
▶ワーナー ▶P-8052A 

▶ROCKAGE花帯、補充票付

買取価格 ¥25,000 

テイスト
オン・ザ・ボード
▶ポリドール ▶MP2327 

▶帯付、ライナー

買取価格 ¥5,000 

ディック・デイル
サーフの若大将
▶東芝音楽工業 ▶CR-7043 

▶半掛け帯、ペラジャケット

買取価格 ¥50,000 

ディノ・バレンテ
ディノ・バレンテ
▶ソニー ▶SONP-50338 

▶CAP帯

買取価格 ¥30,000

デイブ・クラーク・ファイブ
「5人の週末」サウンド・トラック盤
▶東芝EMI ▶OP7388 

▶帯補充表付、赤盤

買取価格 ¥45,000 

ティム・バックレー
ロルカ
▶日本ビクター ▶SJET8320 

▶帯付

買取価格 ¥30,000 

ティラノサウルス・レックス
アートロックの異色
▶日本グラモフォン ▶SMP-1433 

▶帯付、見開きジャケット

買取価格 ¥160,000 

タイニー・ティム
ゴッド・ブレス
▶日本ビクター ▶SJET8080 

▶帯付

買取価格 ¥15,000 

ダスティー・
スプリングフィールド
ダスティー・イン・メンフィス
▶日本フォノグラム ▶SFX7164 

▶帯付、綴込ライナー

買取価格 ¥7,000 

ダムド
地獄に堕ちた野郎ども
▶東芝EMI ▶ILS-80839 

▶帯付

買取価格 ¥40,000 

ダンカン･ブラウン
黎明
▶東芝音楽工業 ▶EOP-80841 

▶ROCK NOW帯

買取価格 ¥3,500 

チッキン・シャック
イマジネーション・レディー
▶キング ▶DL-33 

▶帯補充票付

買取価格 ¥4,000 

ティー・レックス
電気の武者
▶東芝音楽工業 ▶OP-80382 

▶帯付、ライナー、インナー、ポスター

買取価格 ¥14,000 

ディープ・パープル
イン・ロック
▶東芝音工 ▶BP-80094 

▶帯補充票付、黒盤

買取価格 ¥35,000

ディープ・パープル
ディープ・パープルの華麗なる世界
▶日本グラモフォン ▶SMP-1434 

▶帯付、見開きジャケット

買取価格 ¥100,000 

ザ・タートゥルズ
フォーク・ロックの王者
▶東芝音楽工業 ▶SP7481 

▶帯付

買取価格 ¥8,000
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トッド・ラングレン
ハロー・イッツ・ミー
▶ワーナー･パイオニア ▶P-8410W 

▶帯付、ライナー、日本独自編集

買取価格 ¥9,000 

ドノヴァン
ライヴ・イン・ジャパン 
スプリング・ツアー 1973
▶CBS・ソニー ▶ECPM-25 

▶CAP帯、日本オンリー

買取価格 ¥10,000 

トム・ウェイツ
トム・ウェイツ
▶東芝音楽工業 ▶IAP-80856 

▶帯付、ライナー

買取価格 ¥40,000 

トラヴェリング・ウィルベリーズ
ヴォリューム・ワン
▶ワーナー・パイオニア ▶23P1-2327 

▶帯付、ライナー

買取価格 ¥8,000

ナッズ
ファースト・アルバム
▶日本グラモフォン ▶SMT1053 

▶帯付

買取価格 ¥120,000 

ニール・ヤング
いちご白書
▶日本ビクター ▶SJET8277 

▶帯付

買取価格 ¥70,000 

ニール・ヤング
ニール・ヤング
▶ワーナー・ブラザーズ・パイオニア ▶P8121R 

▶ROCKAGE 花帯

買取価格 ¥25,000 

デビッド・ボウイー
デビュー・アルバム
▶キング ▶DL-44 

▶帯補充票付

買取価格 ¥60,000

デラニー & ボニー
ふられた気持
▶キング ▶SLC-342 

▶帯付、日本独自ジャケット

買取価格 ¥20,000 

デル・シャノン
デル・シャノン・ストーリー
▶ビクター ▶JET-7067 

▶帯付

買取価格 ¥30,000 

デレク・アンド・ドミノス
いとしのレイラ
▶ポリドール ▶MP 935960 

▶青帯

買取価格 ¥3,500

テン・イヤーズ・アフター
テン・イヤーズ・アフター
▶キング ▶DL9 

▶帯付、ペラジャケット

買取価格 ¥7,000 

ドアーズ
ハートに火をつけて
▶ビクター ▶SJET-7980 

▶帯付

買取価格 ¥60,000 

ドクター･ジョン
イン・ザ・ライト・プレイス
▶ワーナー･ブラザーズ･パイオニア ▶P-8342A 

▶帯付、2000円定価

買取価格 ¥3,000 

ドクター・フィールグッド
ダウン・バイ・ジェティー
▶東芝EMI ▶LLS-80325 

▶帯付

買取価格 ¥10,000

デビッド・ボウイ
屈折する星くずの上昇と下降、
そして火星から来た蜘蛛の群れ
▶ビクター音楽産業 ▶RCA-6050 

▶赤黒「屈折する～」帯、2000定価

買取価格 ¥20,000 
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バン･モリソン
バン･モリソンの新しい世界
▶東芝音楽工業 ▶BP-8790 

▶帯付

買取価格 ¥40,000 

ザ・バンド
ザ・ウェイト
▶東芝音楽工業 ▶CP-8661 

▶初回”ウェイト”帯付

買取価格 ¥35,000 

ハンブル･パイ
イート・イット
▶キング ▶AMW41 / 42

▶ロック・エクスプロージョン'73帯付、 2LP

買取価格 ¥4,000 

ザ･ビー・ジーズ
オデッサ
▶ポリドール ▶SMP-9305 

▶帯付、ヴェルヴェット・ジャケット

買取価格 ¥3,000

ビーチ・ボーイズ
ペット・サウンズ
▶東芝音楽工業 ▶CP-7560 

▶帯付、赤盤、ペラジャケット

買取価格 ¥100,000 

ビッグ・ブラザー・アンド・
ホールディング・カンパニー
チープ・スリル
▶ソニー ▶SONP-50030 

▶CAP帯

買取価格 ¥5,000 

ビリー・ジョエル
ジョエルの物語
▶ソニー ▶SOPO-103 

▶帯付

買取価格 ¥4,000 

ニルソン
パンディモニアム・シャドウ・ショウ
▶日本ビクター ▶SHP-6154 

▶帯付

買取価格 ¥3,000 

バークレイ・
ジェームス・ハーヴェスト
ベイビー・ジェームス・ハーヴェスト
▶東芝音楽工業 ▶EOP-80737 

▶ROCK NOW帯

買取価格 ¥4,500 

ザ・バーズ
ロデオの恋人
▶ソニー ▶SONP-50022 

▶CAP帯

買取価格 ¥10,000 

バート・バカラック
007カジノ・ロワイヤル
▶ビクター ▶SHP-5662 

▶帯付、ペラジャケット

買取価格 ¥20,000

バッドフィンガー
嵐の恋
▶東芝音楽工業 ▶AP-80147 

▶帯補充票付、赤盤

買取価格 ¥25,000 

バッファロー・
スプリングフィールド
アゲイン
▶ワーナー ▶P-8054A 

▶ROCKAGE花帯、補充票付

買取価格 ¥20,000 

パティ・スミス
牝馬
▶東芝EMI ▶IES-80454 

▶帯付、ライナー

買取価格 ¥6,000 

バニラ・ファッジ
ニア・ザ・ビギニング
▶日本グラモフォン ▶SMT1071 

▶帯付

買取価格 ¥10,000

ニューヨーク・ドールズ
ニューヨーク・ドールズ
▶日本フォノグラム ▶RJ-5103 

▶帯付、ライナー

買取価格 ¥10,000
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フリー
ハイウェイ
▶日本フォノグラム ▶SFX-7307 

▶帯付

買取価格 ¥18,000 

フリー
ファイアー･アンド･ウォーター
▶日本フォノグラム ▶SFX-7209 

▶帯付、1,950円定価

買取価格 ¥20,000 

フリートウッド・マック
英吉利の薔薇
▶ソニー ▶SONP-50057 

▶CAP帯、1,800円定価

買取価格 ¥7,000 

プリティ･シングス
ニュー・ロックの追及（S.F.ソロウ）
▶東芝音楽工業 ▶OP-8640 

▶帯付、 赤盤、 日本独自ジャケット、 日本独自曲順

買取価格 ¥180,000

ブリンズレー・シュワルツ
ゆるぎない心
▶東芝音楽工業 ▶LLP-80973 

▶帯付

買取価格 ¥12,000 

ブルー・チアー
サマータイム・ブルース
▶ビクター ▶SM-7280 

▶帯付

買取価格 ¥120,000 

ブルース・ジョンストン楽団
サーフィン 世界をまわる
▶コロムビア ▶YS-342 

▶帯付、ペラジャケット

買取価格 ¥50,000 

ピンク・フロイド
原子心母
▶東芝音楽工業 ▶OP-80102 

▶帯付、 来日記念帯付、 赤盤

買取価格 ¥18,000 

ピンク・フロイド
サイケデリックの新鋭
▶東芝音楽工業 ▶OP-8229 

▶帯、補充票付、 緑矢印帯、 赤盤

買取価格 ¥300,000

ファミリー
バンドスタンド
▶ワーナー ▶P-8298R 

▶掛け帯

買取価格 ¥10,000 

フゥー
マイ・ジェネレーション
▶テイチク ▶SDL-10271 

▶帯付、ペラジャケット、国内独自『ガール』ジャケット

買取価格 ¥400,000

フェアポート・コンヴェンション
ニュー・フォークの彗星
▶日本ビクター ▶SFON-7107 

▶帯補充票付

買取価格 ¥30,000 

フェイセズ
ウー・ラ・ラ
▶ワーナー・パイオニア ▶P-8327W 

▶帯付、ポスター付

買取価格 ¥5,000 

フライング･バリトー・
ブラザーズ
黄金の城
▶キング・レコード ▶AML-38 

▶帯付

買取価格 ¥15,000 

ブラインド･フェイス
スーパー･ジャイアンツ
▶日本グラモフォン ▶MP 1456 

▶帯付、ピンナップ付

買取価格 ¥12,000

ピンク・フロイド
狂気
▶東芝音楽工業 ▶EOP-80778 

▶帯付、 東芝音工2,000円定価初回、 
  ポスター2枚＋ポストカード＋ブックレット

買取価格 ¥9,000 
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ポコ
カントリー・ロックの貴公子、ポコ誕生
▶ソニー ▶SONP50123 

▶CAP帯付、ライナー

買取価格 ¥4,500

ボブ・ディラン
ブロンド・オン・ブロンド
▶ソニー ▶SONP-50158 

▶CAP帯

買取価格 ¥7,000 

ボブ･ディラン
ボブ・ディラン!
▶日本コロムビア ▶YS537-C 

▶帯付、ペラジャケット

買取価格 ¥80,000 

ホリーズ
バタフライ
▶東芝音楽工業 ▶OP-8344 

▶矢印帯、 赤盤

買取価格 ¥40,000 

マザーズ・オブ・
インヴェンション
アンクル・ミート
▶日本ビクター ▶SJET8151 

▶全面帯付

買取価格 ¥100,000 

マザーズ・オブ・
インヴェンション
自由な世界
▶日本グラモフオン ▶MV1120 

▶帯付

買取価格 ¥150,000 

ザ・マザーズ・オブ・
インヴェンション
フリーク・アウト
▶日本グラモフォン ▶SMV-9045～6 

▶帯付

買取価格 ¥250,000

ママス･アンド･ザ・パパス
夢のカリフォルニア
▶日本ビクター ▶SHP-5557 

▶帯付、ペラジャケット

買取価格 ¥40,000 

ブルース・
スプリングスティーン
青春の叫び
▶ソニー ▶SOPL-239 

▶帯付

買取価格 ¥7,000

ザ・ブルース・プロジェクト
カフェ・オ・ゴー・ゴーの
ブルース・プロジェクト
▶グラモフォン ▶MV-1119 

▶帯付

買取価格 ¥10,000 

ブルース・マグース
タバコ・ロード /
サイケデリック・ブルース・マグース
▶ビクター ▶SM-7262 

▶帯付

買取価格 ¥50,000 

プロコール・ハルム
ソルティ・ドッグ
▶日本グラモフォン ▶MP-1467 

▶帯付

買取価格 ¥40,000 

ブロンディ
妖女ブロンディ
▶東芝EMI ▶EMS-80777 

▶帯付

買取価格 ¥6,000

ペンタングル
ザ・ペンタングル
▶日本ビクター ▶SJET-8143 

▶全面帯付

買取価格 ¥18,000 

ホークウィンド
宇宙の祭典
▶東芝音楽工業 ▶LLP-93091B 

▶帯付、 2LP、 変形ジャケット、 ブックレット付

買取価格 ¥8,000 

ポール・バターフィールド・
ブルース・バンド
ポール・バターフィールド・
ブルース・バンド
▶日本ビクター ▶SJET8173 

▶全面帯付

買取価格 ¥25,000 
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モンキーズ
恋の終列車
▶日本ビクター ▶SHP-5573 

▶初回紺帯付

買取価格 ¥8,000

ヤードバーズ
オン･ステージ
▶東芝音楽工業 ▶OP-7479 

▶帯付、赤盤、ペラジャケット

買取価格 ¥150,000 

ヤング・ラスカルズ
夢みる若者
▶日本グモラフォン ▶SMAT1028 

▶帯付

買取価格 ¥15,000 

ユーライア・ヒープ
悪魔と魔法使い
▶日本コロムビア ▶YS-2737-BZ 

▶帯付、ライナー

買取価格 ¥3,500 

ラヴィン･スプーンフル
ザ・ラヴィン・スプーンフル・
ファーストアルバム
▶日本グラモフォン ▶SMK-1001 

▶帯付、ペラジャケット

買取価格 ¥10,000

ラモーンズ
ラモーンズの激情
▶日本フォノグラム ▶RJ7175 

▶帯付

買取価格 ¥25,000 

リチャード・ヘルとヴォイドイズ
ブランク・ジェネレイション
▶日本フォノグラム ▶RJ7320 

▶帯付

買取価格 ¥12,000 

リンダ・スコット
星は輝き
▶テイチク ▶UPS-5037 

▶帯付

買取価格 ¥60,000 

マリアンヌ・フェイスフル
妖精の歌
▶キング ▶SLH-66 

▶帯付、ペラジャケ

買取価格 ¥65,000

マンフレッド・マン
シャ・ラ・ラ
▶東芝音楽工業 ▶OR-7104 

▶帯付、 赤盤、 ぺラジャケット

買取価格 ¥200,000 

マンフレッド・マン・
チャプターⅢ
VOL.2
▶日本フォノグラム ▶SFX-7267 

▶帯付

買取価格 ¥35,000 

ミレニウム
ビギン
▶日本ソニー ▶20AP-2198 

▶CAP帯付

買取価格 ¥6,000 

ムーディー・ブルース
ファースト・アルバム
▶キング ▶SLC-485（M） 
▶帯付

買取価格 ¥8,000

モット・ザ・フープル
革命
▶CBSソニー ▶ECPM-29 

▶帯付、シルクスクリーンジャケット

買取価格 ¥8,000 

モット・ザ・フープル
ブレイン・ケイパーズ
▶キング ▶ICL15 

▶帯付、ライナー

買取価格 ¥12,000 

モビー・グレイプ
これがサイケデリック・サウンド!
▶日本コロムビア ▶YS-875-C 

▶帯付

買取価格 ¥60,000 
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ローリング・ストーンズ
スティッキー・フィンガーズ
▶ワーナーブラザーズ・パイオニア ▶P-8091S 

▶ROCKAGE帯、ライナー

買取価格 ¥25,000 

ローリング・ストーンズ
ベガーズ・バンケット
▶キング ▶PS-539 

▶メ直帯、直輸入盤、ソノシート、ライナーx2

買取価格 ¥28,000 

ローリング・ストーンズ
メインストリートのならず者
▶ワーナー・パイオニア ▶P-5051～2S 

▶帯付、2枚組、ポスト・カード

買取価格 ¥7,000 

ザ・ローリング・ストーンズ
第４集アウト・オブ・アワー・ヘッズ
▶キング ▶SLH-36 

▶帯付、ペラジャケット、日本独自ジャケット

買取価格 ¥100,000

ロキシー・ミュージック
ロキシー・ミュージック
▶キング ▶ICL-43 

▶帯付、ライナー

買取価格 ¥10,000

ロッド・スチュワート
アンソロジー
▶日本フォノグラム ▶FD-9267～8 

▶帯付、日本独自企画盤

買取価格 ¥3,500 

ロネッツ
恋の雨音
▶キング・レコード ▶MH198 

▶帯付

買取価格 ¥150,000 

V.A.
（ロネッツ,  クリスタルズ）他
ティーンズ・クリスマス・プレゼント
▶キング・レコード ▶MH147 

▶帯付、ペラジャケット

買取価格 ¥150,000 

ルー･リード
トランス・フォーマー
▶日本ビクター ▶RCA-6079 

▶GLAM ROCKピンク帯付

買取価格 ¥15,000

ルー･リード
無限大の幻覚
▶日本ビクター ▶RCA-9111～2 

▶帯付

買取価格 ¥10,000 

ルル
いつも心に太陽を
▶東芝音楽工業 ▶OP-8427 

▶帯付、 赤盤、 ペラジャケ

買取価格 ¥8,000 

レイナード･スキナード
レーナード・スキナード
▶日本ビクター ▶MCA-6021 

▶赤帯付

買取価格 ¥4,000 

レッド･ツェッペリン
レッド・ツェッペリンⅡ
▶日本グラモフォン ▶MT-1091 

▶帯付

買取価格 ¥10,000 

レッド･ツェッペリン
レッド・ツェッペリンIII
▶日本グラモフォン ▶MT-2043 

▶帯付

買取価格 ¥12,000 

レッド･ツェッペリン
レッド・ツェッペリン登場
▶日本グラモフォン ▶SMT1067 

▶CZセール（ターコイズ）帯付、SMT規格、 
　ミスクレジットジャケット＋正誤カード付

買取価格 ¥120,000

ローラ・ニーロ
ファースト・アルバム
▶日本グラモフォン ▶MV-2006 

▶帯付

買取価格 ¥55,000 
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ビートルズ
▶1966 年 ▶ポートレート付き 

買取価格  ￥30,000

ウイングス
▶1980 年 ▶中止公演 /全券

買取価格  ￥20,000

キッス
▶1977 年 

買取価格  ￥3,000

ローリング・ストーンズ
▶1973 年 ▶中止公演

買取価格  ￥50,000

クイーン
▶1975 年

買取価格  ￥5,000

レッド・ツェッペリン
▶1971 年 

買取価格  ￥20,000

チケット半券を買取いたします!
ディスクユニオン各店で買取いたします! ぜひお売りください。

0120-062-896 ※携帯電話からは03-3358-2896　E-mail:bbs@diskunion.co.jp

まずは店舗スタッフもしくは以下までお問い合わせください！

                     音楽書籍買取センター
           （BIBLIOPHILIC & bookunion 新宿 内）

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-17-5 カワセビル3F



■ ディスクユニオン 大阪店 
〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町15-17 ACTⅢ 1F 
TEL : 06-6949-9219　e-mail ： dok@diskunion.co.jp
営業時間 : 11:00～21:00（日祝11:00～20:00）
担当 : 柳内 / 中庭

■ ディスクユニオン 新宿ロックレコードストア
〒160-0022 東京都新宿区新宿3-34-12 下菊ビル 4F / 5F
TEL : 03-6380-0235　e-mail ： ds13@diskunion.co.jp
営業時間 : 11:00～21:00（日祝11:00～20:00）
担当 : 藤村 / 大江 / 腰原 / 松田 

■ ディスクユニオン 新宿中古センター
〒160-0022 東京都新宿区新宿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（日祝11:00～20:00）
担当 : 山田

■ ディスクユニオン 新宿プログレッシヴ・ロック館
〒160-0022 東京都新宿区新宿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（日祝11:00～20:00）
担当 : 山口

■ ディスクユニオン お茶の水駅前店
〒101-0062 東京都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（日祝11:00～20:00）
担当 : 坂下

■ ディスクユニオン 渋谷中古センター
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町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（日祝11:00～20:00）
担当 : 山本 / 木村

■ ディスクユニオン 大宮店
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目24
TEL : 048-783-5466　e-mail ： dom@diskunion.co.jp
営業時間 : 11:00～21:00（日祝11:00～20:00）
担当 : 法師人 / 黒岩

■ ディスクユニオン 下北沢店
〒155-0031 東京都世田谷区北沢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
担当 : 山中

■ ディスクユニオン 池袋店
〒170-0013 東京都豊島区東池袋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（日祝11:00～20:00）
担当 : 清水（峻） / 上野（佐）

■ ディスクユニオン 吉祥寺店
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-22 吉祥寺パレスビル2F
TEL : 0422-20-8062　e-mail ： dkp@diskunion.co.jp
営業時間 : 11:00～21:00（日祝11:00～20:00）
担当 : 石井 / 高橋

■ ディスクユニオン 立川店
〒190-0012 東京都立川市曙町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（日祝11:00～20:00）
担当 : 伊藤

■ ディスクユニオン 横浜関内店
〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町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
担当 : 大柴

■ ディスクユニオン 町田店
〒194-0013 東京都町田市原町田4-9-8 町田シエロ
TEL : 042-720-7240　e-mail ： dm@diskunion.co.jp
営業時間 : 11:00～21:00（日祝11:00～20:00）
担当 : 南

■ ディスクユニオン 北浦和店
〒330-0061 埼玉県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（日祝11:00～20:00）
担当 : 穂積

■ ディスクユニオン 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
担当 : 角

■ ディスクユニオン 柏店
〒277-0021 千葉県柏市中央町1-1
TEL : 04-7164-1787　e-mail ： dk@diskunion.co.jp
営業時間 : 11:00～20:00（日祝11:00～20:00）
担当 : 岡田 / 我妻

■ ディスクユニオン 神保町店
〒101-0051 東京都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（日祝11:00～20:00）
担当 : 太田

ROCK買取強化店舗


