
買取価格  ¥25,000

デヴィッド・ボウイ
スペース・オディティBOX
EMI／TOCP70141BOX
● 紙ジャケット17タイトル／ディスクユニオン
　特典BOX4種+メーカー特典BOX／
　特典帯付

買取価格  ¥30,000

デヴィッド・ボウイ
アラジン・セインBOX
EMI／TOCP95045BOX
● 紙ジャケット6タイトル／SHM-CD／
　特典帯付

買取価格  ¥40,000

デヴィッド・ボウイ
ヒーローズBOX
EMI／TOCP95051BOX
● 紙ジャケット6タイトル／SHM-CD／
　特典帯付

買取価格  ¥20,000

デヴィッド・ボウイ
スケアリー・モンスターズBOX
EMI／TOCP95053BOX
● 紙ジャケット5タイトル／SHM-CD／
　特典レプリカジャケット付

買取価格  ¥18,000

デヴィッド・ボウイ
アースリングBOX
ソニー／MHCP1342BOX
● 紙ジャケット5タイトル

買取価格  ¥3,000

デヴィッド・ボウイ
ダイアモンドの犬
EMI／TOCP-95047
● 紙ジャケット／帯付／SHM-CD

買取価格  ¥3,000

デヴィッド・ボウイ
ステイション・トゥ・ステイション
EMI／TOCP-95049
● 紙ジャケット／帯付／SHM-CD

買取価格  ¥5,000

デヴィッド・ボウイ
ロウ
EMI／TOCP-95050
● 紙ジャケット／帯付／SHM-CD

買取価格  ¥5,000

デヴィッド・ボウイ
ヒーローズ
EMI／TOCP-95051
● 紙ジャケット／帯付／SHM-CD

買取価格  ¥2,500

デヴィッド・ボウイ
スケアリー・モンスターズ
EMI／TOCP-95053
● 紙ジャケット／帯付／SHM-CD

買取価格  ¥80,000

DAVID BOWIE
24K GOLD COLLECTION - 
GOLDEN YEARS
RYKO／D207358
● 8枚組／24k GOLD CD BOX

買取価格  ¥3,500

DAVID BOWIE
LOW
RYKO／RCD80142
● GOLD CD／Au20輸入帯付

買取価格  ¥4,000

DAVID BOWIE
HEROES
RYKO／RCD80143
● GOLD CD／Au20輸入帯付

買取価格  ¥4,000

DAVID BOWIE
SCARY MONSTERS
EMI／43318
● SACD（HYBRID）

買取価格  ¥4,000

DAVID BOWIE
LET'S DANCE
EMI／43319
● SACD（HYBRID）

デヴィッド・ボウイ特集

ロックCD
 高価買取リスト
2017 SPRING

TAKE  FREE

※状態良好、付属品完備での買取価格です。少しの傷みで金額が大きく変わる場合がございます。
※掲載価格での買取は対象店舗にて2017年9月末日までとさせて頂きます。  ※詳しくは各店担当スタッフまでお問い合わせ下さい。
※許可なく複製・転載することを禁じます。
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買取価格  ¥30,000

アバ
アライヴァルBOX
ユニバーサル／UICY93889BOX
● 紙ジャケット8タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥35,000

アラン・パーソンズ・
プロジェクト
イヴの肖像BOX
BMG／BVCM34456BOX
● 紙ジャケット10タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥12,000

アリス・クーパー
ビリオン・ダラー・ベイビーズBOX
ワーナー／WPCR14304BOX
● 紙ジャケット6タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥25,000

ヴァン・モリソン
ヴィードン・フリースBOX
ユニバーサル／UICY93588BOX
● 紙ジャケット8タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥30,000

ウィッシュボーン・アッシュ
ライヴ・デイトBOX
ユニバーサル／UICY94488BOX
● 紙ジャケット13タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥30,000

エルトン・ジョン
僕の歌は君の歌BOX
ユニバーサル／UICY93678BOX
● 紙ジャケット11タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥50,000

エルトン・ジョン
蒼い肖像BOX
ユニバーサル／UICY94406BOX
● 紙ジャケット13タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥15,000

オールマン・ブラザーズ・
バンド
オールマン・ブラザーズ・バンド
BOX
ユニバーサル／UICY94001BOX
● 紙ジャケット8タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥35,000

オリビア・ニュートン・ジョン
水の中の妖精BOX
ユニバーサル／UICY94712BOX
● 紙ジャケット11タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥25,000

カーペンターズ
遙かなる影BOX
ユニバーサル／UICY94221BOX
● 紙ジャケット15タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥18,000

キッス
仮面の正体BOX
ユニバーサル／UICY93522BOX
● 紙ジャケット11タイトル／SHM-CD／
　特典全面帯付

買取価格  ¥15,000

キッス
地獄からの使者
～キッス・ファーストBOX
ユニバーサル／UICY93650BOX
● 紙ジャケット10タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥35,000

キャメル
ブレスレスBOX
ユニバーサル／UICY94138BOX
● 紙ジャケット12タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥10,000

ギャラガー・アンド・ライル
ギャラガー・アンド・ライルの世界
BOX
ユニバーサル／UICY77743BOX
● 紙ジャケット6タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥20,000

キンクス
不良少年のメロディBOX
ビクター／VICP70009BOX
● 紙ジャケット13タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥16,000

クリーデンス・クリアウォー
ター・リヴァイヴァル
グリーン・リヴァーBOX
ユニバーサル／UCCO9195BOX
● 紙ジャケット7タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥15,000

サンタナ
ロータスの伝説BOX
ソニー／MHCP1002BOX
● 紙ジャケット10タイトル／
　メーカー特典BOX

買取価格  ¥23,000

ジェファーソン・スターシップ
フリーダム・ポイント・ゼロBOX
BMG／BVCM35245BOX
● 紙ジャケット11タイトル

買取価格  ¥15,000

ジューダス・プリースト
メーカー特典BOX
ソニー／MHCP664BOX
● 紙ジャケット13タイトル／
　メーカー特典BOX

買取価格  ¥10,000

シン・リジー
西洋無頼BOX
ユニバーサル／UICY94743BOX
● 紙ジャケット3タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥8,000

スウィート
甘い誘惑BOX
ユニバーサル／UICY77748BOX
● 紙ジャケット5タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥30,000

スージー・アンド・ザ・
バンシーズ
香港庭園BOX
ユニバーサル／UICY94074BOX
● 紙ジャケット8タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥20,000

スティーヴィー・ワンダー
トーキング・ブックBOX
ユニバーサル／UICY93933BOX
● 紙ジャケット9タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥25,000

スティング
ナッシング・ライク・ザ・サンBOX
ユニバーサル／UICY94306BOX
● 紙ジャケット8タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥15,000

ステッペン・ウルフ
ワイルドでいこう！
ステッペン・ウルフ・ファーストBOX
ユニバーサル／UICY75554BOX
● 紙ジャケット8タイトル／SHM-CD

特典付紙ジャケットCD
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買取価格  ¥20,000

スリー・ドッグ・ナイト
融合BOX
ユニバーサル／UICY75563BOX
● 紙ジャケット12タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥15,000

ダイアー・ストレイツ
悲しきサルタンBOX
ユニバーサル／UICY93727BOX
● 紙ジャケット6タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥20,000

ダイアー・ストレイツ
アルケミーBOX
ユニバーサル／UICY93731BOX
● 紙ジャケット7タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥25,000

ダイアー・ストレイツ
ブラザーズ・イン・アームスBOX
ユニバーサル／UICY93733BOX
● 紙ジャケット9タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥9,000

デイヴ・メイソン
アローン・トゥゲザーBOX
ユニバーサル／UICY94647BOX
● 紙ジャケット6タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥13,000

デュラン・デュラン
リオBOX
EMI／TOCP70384BOX
● 紙ジャケット4タイトル

買取価格  ¥10,000

デレク・アンド・ドミノス
イン・コンサートBOX
ユニバーサル／UICY93961BOX
● 紙ジャケット3タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥15,000

トム・ペティ・アンド・
ハートブレイカーズ
破壊BOX
ユニバーサル／UICY93949BOX
● 紙ジャケット7タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥20,000

トラフィック
ヘヴンズ・イズ・イン・ユア・マインド
BOX
ユニバーサル／UICY93641BOX
● 紙ジャケット10タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥15,000

ナザレス
ラザマナスBOX
エアーメイル／AIRAC1202BOX
● 紙ジャケット5タイトル

買取価格  ¥18,000

ナザレス
人食い犬BOX
エアーメイル／AIRAC1205BOX
● 紙ジャケット5タイトル

買取価格  ¥30,000

ピーター・フランプトン
フランプトン・カムズ・アライヴBOX
ユニバーサル／UICY93601BOX
● 紙ジャケット9タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥20,000

ビリー・ジョエル
ビリー・ジョエル・
アルバム・コレクションBOX
ソニー／MHCP459BOX
● 紙ジャケット16タイトル／
　メーカー特典BOX

買取価格  ¥15,000

ビリー・ジョエル
ストレンジャーBOX
ソニー／MHCP463BOX
● 紙ジャケット10タイトル

買取価格  ¥25,000

フェアポート・
コンヴェンション
フェアポート・コンヴェンションBOX
ユニバーサル／UICY93988BOX
● 紙ジャケット12タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥15,000

ブラック・サバス
悪魔の落とし子BOX
ユニバーサル／UICY75113BOX
● 紙ジャケット4タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥45,000

ブラック・サバス
マスター・オブ・リアリティBOX
ユニバーサル／UICY94183BOX
● 紙ジャケット8タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥18,000

ブラック・サバス
ヘヴン・アンド・ヘルBOX
ユニバーサル／UICY94472BOX
● 紙ジャケット4タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥25,000

フリー
フリー・ライヴBOX
ユニバーサル／UICY93846BOX
● 紙ジャケット9タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥15,000

マイケル・シェンカー・
グループ
神（帰ってきたフライング・アロウ）
BOX
EMI／TOCP70101BOX
● 紙ジャケット8タイトル／箱用帯付

買取価格  ¥20,000

モトリー・クルー
華麗なる激情BOX
ユニバーサル／UICY93490BOX
● 紙ジャケット10タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥20,000

ユーライア・ヒープ
魔の饗宴BOX
ユニバーサル／UICY94725BOX
● 紙ジャケット6タイトル／SHM-CD／
　特典帯付

買取価格  ¥30,000

ユーライア・ヒープ
ファイア・フライBOX
ユニバーサル／UICY94749BOX
● 紙ジャケット10タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥15,000

ロギンス・アンド・メッシーナ
シッティン・インBOX
ソニー／MHCP1051BOX
● 紙ジャケット9タイトル

買取価格  ¥16,000

ロジャー・二コルズ&ザ・スモー
ル・サークル・オブ・フレンズ
ロジャー・二コルズ&ザ・スモール・
サークル・オブ・フレンズBOX
ユニバーサル／UICY75172BOX
● 紙ジャケット13タイトル／SHM-CD

※状態良好、付属品完備での買取価格です。少しの傷みで金額が大きく変わる場合がございます。
※掲載価格での買取は対象店舗にて2017年9月末日までとさせて頂きます。 ※詳しくは各店担当スタッフまでお問い合わせ下さい。 ※許可なく複製・転載することを禁じます。
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ソニー／BVCM-34458／SHM-CD

ソニー／BVCM-34459／SHM-CD

ヴィヴィッド・サウンド／RATCD-4283

ユニバーサル／UICY-93898／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-93230

ユニバーサル／UICY-93665／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-94404／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-94716／SHM-CD

EMI／VJCP-68870

テイチク／TECI-24251

ソニー／MHCP-825

ソニー／MHCP-826

ユニバーサル／UICY-94131／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-94132／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-75098／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-75102／SHM-CD

ワーナー／WPCR-14439／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-93182

ワーナー／AMCY-2726

ソニー／MHCP-1005

ソニー／MHCP-822

ワーナー／WPCR-13638／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-75006／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-75007／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-94435／SHM-CD

ソニー／BVCM-35147

ユニバーサル／UICY-93231

ユニバーサル／UICY-93235

ユニバーサル／UICY-76006／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-94303／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-94304／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-75554／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-75559／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-75565／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-75571／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-93730／SHM-CD

買取価格  ¥2,500 

買取価格  ¥2,800 

買取価格  ¥5,000 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥3,500 

買取価格  ¥2,500 

買取価格  ¥4,000 

買取価格  ¥2,300 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥3,000 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,300 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,300 

買取価格  ¥2,500 

買取価格  ¥2,500 

買取価格  ¥2,500 

買取価格  ¥5,500

買取価格  ¥2,000

買取価格  ¥2,800 

買取価格  ¥2,500 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,500 

買取価格  ¥3,000 

買取価格  ¥2,300 

買取価格  ¥2,300 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,000

買取価格  ¥3,000 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,800

アラン・パーソンズ・
プロジェクト
イヴの肖像
ソニー／BVCM-34456
● SHM-CD

買取価格  ¥3,000

ヴァン・モリソン
ヴィードン・フリース
ユニバーサル／UICY-93588
● SHM-CD

買取価格  ¥2,500

ABC
ルック・オブ・ラヴ
ユニバーサル／UICY-75607
● SHM-CD

買取価格  ¥3,000

カーペンターズ
ライヴ・イン・ロンドン
ユニバーサル／UICY-94228
● SHM-CD

買取価格  ¥2,500

キャメル
ムーン・マッドネス
「月夜の幻想曲（ファンタジア）」
ユニバーサル／UICY-94134
● SHM-CD

買取価格  ¥2,300

シド・バレット
帽子が笑う・・・不気味に
ワーナー／WPCR-16394
● SHM-CD

買取価格  ¥3,000

スージー・アンド・ザ・
バンシーズ
香港庭園
ユニバーサル／UICY-94074
● SHM-CD

買取価格  ¥2,000

スコット・ウォーカー
スコット3
ユニバーサル／UICY-93233

買取価格  ¥3,000

スティング
テン・サマナーズ・テイルズ
ユニバーサル／UICY-94308
● SHM-CD

買取価格  ¥2,000

スパークス
キモノ・マイ・ハウス
ユニバーサル／UICY-94098
● SHM-CD

アラン・パーソンズ・プロジェクト／アイ・イン・ザ・スカイ

アラン・パーソンズ・プロジェクト／アンモニア・アヴェニュー

イッツ・ア・ビューティフル・デイ／イッツ・ア・ビューティフル・デイ

ヴェルヴェット・アンダーグラウンド／1969～ライヴ

ウォーカー・ブラザーズ／イン・ジャパン

エルトン・ジョン／3

エルトン・ジョン／ヒア・アンド・ゼア

オリビア・ニュートン・ジョン／虹色の扉

カルチャー・クラブ／カラー・バイ・ナンバーズ

カルト／ソニック・テンプル

カルロス・サンタナ／ハバナ・ムーン

カルロス・サンタナ／サルバドールにブルースを

キャメル／蜃気楼

キャメル／白雁（スノー・グース）

キンクス／フェイス・トゥ・フェイス

キンクス／ヴィレッジ・グリーン

クリストファー・クロス／アナザー・ページ

クレイジー・ワールド・オブ・アーサー・ブラウン／クレイジー・ワールド・オブ・アーサー・ブラウン

クロスビー・スティルス＆ナッシュ／デジャ・ヴ

サンタナ／不死蝶

サンタナ／ワンネス

シカゴ／Ⅴ

ジョー・ウォルシュ／ジョー・ウォルシュ・セカンド

ジョー・ウォルシュ／ソー・ホワット　

ジョー・ジャクソン／ナイト・アンド・デイ

ジョン・デンヴァー／ライヴ

スコット・ウォーカー／スコット1

スコット・ウォーカー／ティル・ザ・バンド・カムズ・イン

ステイタス・クオー／烈火のハード・ブギー／ライブ・イン・ジャパン

スティング／ブルー・タートルの夢

スティング／ブリング・オン・ザ・ナイト

ステッペンウルフ／ワイルドでいこう！

ステッペンウルフ／ライヴ

スリー・ドッグ・ナイト／イット・エイント・イージー

スリー・ドッグ・ナイト／ハード・レイバー

ダイアー・ストレイツ／ラヴ・オーヴァー・ゴールド

廃盤紙ジャケットCD
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ユニバーサル／UICY-94430／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-93958／SHM-CD

ヴィヴィッド・サウンド／VSCD-9715／SHM-CD/初回紙ヤスリジャケット

エアー・メイル／AIRAC-1204

エアー・メイル／AIRAC-1205

エアー・メイル／AIRAC-1206

エアー・メイル／AIRAC-1207

エアー・メイル／AIRAC-1208

エアー・メイル／AIRAC-1272

ユニバーサル／UICY-94286／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-93600／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-93603／SHM-CD

ビクター／VICP-70050／SHM-CD

ビクター／VICP-70051／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-94084／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-94822／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-94180／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-94182／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-94183／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-93843／SHM-CD

ワーナー／WPCR-13535／SHM-CD

ワーナー／WPCR-13536／SHM-CD

ソニー／BVCM-35528

ソニー／BVCM-35532

ユニバーサル／WAS-1073

ユニバーサル／WAS-1074

ユニバーサル／UICY-93849／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-93850／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-93464／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-91572／SHM-CD

ユニバーサル／POCE-1037

ユニバーサル／UICY-94724／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-94725／SHM-CD

ソニー／BVCM-37730

ユニバーサル／UICY-94175／SHM-CD

ユニバーサル／UICY-93802／SHM-CD

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,800 

買取価格  ¥4,000 

買取価格  ¥2,500 

買取価格  ¥3,000 

買取価格  ¥3,000 

買取価格  ¥3,000 

買取価格  ¥3,000 

買取価格  ¥3,000 

買取価格  ¥3,000 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,500 

買取価格  ¥4,000 

買取価格  ¥7,000 

買取価格  ¥3,000 

買取価格  ¥2,800 

買取価格  ¥2,300 

買取価格  ¥3,500 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,500 

買取価格  ¥2,500 

買取価格  ¥2,500 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,500 

買取価格  ¥2,500 

買取価格  ¥3,000 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,500 

買取価格  ¥2,500 

買取価格  ¥2,000 

買取価格  ¥2,500 

買取価格  ¥3,600 

買取価格  ¥4,000

スリッツ
カット
ユニバーサル／UICY-94437
● SHM-CD

買取価格  ¥2,500

ダイアー・ストレイツ
アルケミー
ユニバーサル／UICY-93731
● SHM-CD

買取価格  ¥2,500

ティアーズ・フォー・
フィアーズ
シャウト
ユニバーサル／UICY-94430
● SHM-CD

買取価格  ¥3,000

デペッシュ・モード
ヴァイオレーター　
ソニー／SICP-30541
● Blu-spec CD2

買取価格  ¥2,500

ナザレス
威光そして栄誉
エアー・メイル／AIRAC-1203

買取価格  ¥3,000

ピーター・フランプトン
フランプトン・カムズ・アライヴ
ユニバーサル／UICY-93601
● SHM-CD

買取価格  ¥3,000

ベイ・シティ・ローラーズ
青春に捧げるメロディー
ソニー／BVCM-35531

買取価格  ¥3,500

ホワイトスネイク
ライヴ・・・イン・ザ・ハート・オブ・
ザ・シティ
ユニバーサル／UICY-93740
● SHM-CD

買取価格  ¥3,000

マイク・オールドフィールド
チューブラー・ベルズ
ユニバーサル／UICY-91479
● SHM-CD

買取価格  ¥3,000

ユーライア・ヒープ
ファイアフライ
ユニバーサル／UICY-94749
● SHM-CD

ティアーズ・フォー・フィアーズ／シーズ・オブ・ラヴ

デレク・アンド・ドミノス／レイラ・セッションズ

ドゥルッティ・コラム／リターン・オブ・ザ・ドゥルッティ・コラム

ナザレス／競獅子

ナザレス／人喰い犬

ナザレス／宿命のロックン・ローラー

ナザレス／プレイ・ザ・ゲーム

ナザレス／無情の剣

ナザレス／マリス・イン・ワンダ－ランド

パーラメント／P．ファンク・アース・ツアー

ピーター・フランプトン／フランプトン

ピーター・フランプトン／アイム・イン・ユー

フォーカス／ムーヴィング・ウェイヴス

フォーカス／フォーカスⅢ

フォザリンゲイ／フォザリンゲイ

ブライアン・アダムス／レックレス

ブラック・サバス／黒い安息日

ブラック・サバス／パラノイド

ブラック・サバス／マスター・オブ・リアリティ

フリー／ファイアー・アンド・ウォーター

プリンス／パープル・レイン

プリンス／アラウンド・ザ・ワールド・イン・ア・デイ

ベイ・シティ・ローラーズ／噂のベイ・シティ・ローラー

ベイ・シティ・ローラーズ／恋のゲーム

ベイカー・ガーヴィッツ・アーミー／進撃

ベイカー・ガーヴィッツ・アーミー／天上の戦い

ポール・コゾフ／コゾフ、カーク、テツ、ラビット

ポール・コゾフ／バック・ストリート・クロウラー

ホワイトスネイク／白蛇の紋章～サーペンス・アルバム

マイク・オールドフィールド／ハージェスト・リッジ

モダン・ラヴァーズ／モダン・ラヴァーズ

ユーライア・ヒープ／悪魔と魔法使い

ユーライア・ヒープ／魔の饗宴

ルー・リード／ルー・リード・ライヴ

レーナード・スキナード／ワン・モア・フロム・ザ・ロード

ローリング・ストーンズ／シングル・コレクション（ザ・ロンドン・イヤーズ）

※状態良好、付属品完備での買取価格です。少しの傷みで金額が大きく変わる場合がございます。
※掲載価格での買取は対象店舗にて2017年9月末日までとさせて頂きます。 ※詳しくは各店担当スタッフまでお問い合わせ下さい。 ※許可なく複製・転載することを禁じます。
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買取価格  ¥2,500

DAVID BOWIE
ZIGGY STARDUST
EMI／A521900
● SACD（HYBRID）

買取価格  ¥4,500

DAVID BOWIE
STATION TO STATION
RYKO／RCD80141
● GOLD CD／Au20輸入帯付

買取価格  ¥3,500

DAVID BOWIE
LIVE
EMI／8743049
● DVD AUDIO

買取価格  ¥4,000

DAVID BOWIE
STAGE
EMI／8634369
● DVD AUDIO

買取価格  ¥5,000

DAVID BOWIE
REALITY
COLUMBIA／CH90752
● SACD

買取価格  ¥9,000

DAVID BOWIE
HEATHEN
COLUMBIA／CS86630
● SACD／アウター付

買取価格  ¥4,000

EAGLES
HOTEL CALIFORNIA
DCC COMPACT CLASSICS／
GZS1024
● GOLD CD／アウター付

買取価格  ¥4,000

PAUL McCARTNEY
McCARTNEY
DCC COMPACT CLASSICS／
GZS1029
● GOLD CD／アウター付

買取価格  ¥5,000

PAUL McCARTNEY
RAM
DCC COMPACT CLASSICS／
GZS1037
● GOLD CD／アウター付

買取価格  ¥3,500

LEON RUSSELL
LEON RUSSELL
DCC COMPACT CLASSICS／
GZS1049
● GOLD CD／アウター付

買取価格  ¥6,000

RINGO STARR
RINGO
DCC COMPACT CLASSICS／
GZS1066
● GOLD CD／アウター付

買取価格  ¥5,000

PAUL MCCARTNEY & 
WINGS
VENUS & MARS
DCC COMPACT CLASSICS／
GZS1067
● GOLD CD／アウター、ポスター付

買取価格  ¥3,500

BAD FINGER
STRAIGHT UP
DCC COMPACT CLASSICS／
GZS1088
● GOLD CD／アウター付

買取価格  ¥6,000

PAUL MCCARTNEY & 
WINGS
RED ROSE SPEEDWAY
DCC COMPACT CLASSICS／
GZS1091
● GOLD CD／アウター付

買取価格  ¥5,000

PAUL MCCARTNEY & 
WINGS
WINGS AT THE SPEED OF SOUND
DCC COMPACT CLASSICS／
GZS1096
● GOLD CD／アウター付

買取価格  ¥10,000

DEEP PURPLE
MADE IN JAPAN
DCC COMPACT CLASSICS／
GZS1120
● GOLD CD／アウター付

買取価格  ¥4,500

VAN HALEN
VAN HALEN
DCC COMPACT CLASSICS／
GZS1129
● GOLD CD／アウター付

買取価格  ¥4,000

METALLICA
MASTER OF PUPPETS
DCC COMPACT CLASSICS／
GZS1133
● GOLD CD／アウター付

買取価格  ¥4,000

BLONDIE
PARALLEL LINES
DCC COMPACT CLASSICS／
GZS1062
● GOLD CD／アウター付

買取価格  ¥4,000

10CC
ORIGINAL SOUNDTRACK
DCC COMPACT CLASSICS／
GZS1083
● GOLD CD／元 ジ々ャケットなし

買取価格  ¥5,000

QUEEN
NIGHT AT THE OPERA
DCC COMPACT CLASSICS／
GZS1144
● GOLD CD／アウター付

買取価格  ¥7,000

PINK FLOYD
WALL
MOBILE FIDELITY SOUND LAB／
UDCD2537
● GOLD CD／2枚組／アウター付

買取価格  ¥6,000

DEREK AND THE 
DOMINOS
IN CONCERT
MOBILE FIDELITY SOUND LAB／
UDCD2660
● GOLD CD／アウター付

買取価格  ¥6,000

GUNS N' ROSES
APPETITE FOR DESTRUCTION
MOBILE FIDELITY SOUND LAB／
UDCD699
● GOLD CD／帯付

買取価格  ¥4,000

VELVET 
UNDERGROUND
WHITE LIGHT/WHITE HEAT
MOBILE FIDELITY SOUND LAB／
UDCD724
● GOLD CD／帯付

高音質盤CD
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買取価格  ¥5,000

SIMON & GARFUNKEL
BOOKENDS
MOBILE FIDELITY SOUND LAB／
UDCD732
● GOLD CD／ポスター付

買取価格  ¥9,000

THE WHO
WHO'S NEXT
MOBILE FIDELITY SOUND LAB／
UDCD754
● GOLD CD／帯付

買取価格  ¥8,000

シンディ・ローパー
シ－ズ・ソ－・アンユ－ジユアル
ソニー／ESGA502
● SACD／帯付

買取価格  ¥10,000

マイケル・ジャクソン
スリラー
ソニー／ESGA503
● SACD／帯付

買取価格  ¥6,000

ワム！
メイク・イット・ビッグ
ソニー／ESGA514
● SACD／帯付

買取価格  ¥10,000

トト
IV～聖なる剣
ソニー／SRGS4540
● SACD／帯付

買取価格  ¥10,000

トト
ハイドラ
ソニー／SRGS4573
● SACD／帯付

買取価格  ¥5,000

ジャーニー
エスケイプ
ソニー／SRGS4541
● SACD／帯付

買取価格  ¥3,500

ブラック・サバス
パラノイド
ユニバーサル／UIGY9034
● SHM仕様SACD／帯、外袋付

買取価格  ¥5,000

マイク・オールドフィールド
チューブラー・ベルズ
ユニバーサル／UIGY9080
● SHM仕様SACD／帯、外袋付

買取価格  ¥3,000

オリビア・ニュートン・ジョン
フィジカル（虹色の扉）
ユニバーサル／UIGY9086
● SHM仕様SACD／帯、外袋付

買取価格  ¥4,000

ブラック・サバス
黒い安息日
ユニバーサル／UIGY9094
● SHM仕様SACD／帯、外袋付

買取価格  ¥3,000

ブラック・サバス
マスター・オブ・リアリティ
ユニバーサル／UIGY9503
● SHM仕様SACD／帯、外袋付

買取価格  ¥3,000

クイーン
グレイテスト・ヒッツ
ユニバーサル／UIGY9532
● SHM仕様SACD／帯付

買取価格  ¥8,000

KRAFTWERK
MINIMUM-MAXIMUM
EMI／3349962
● SACD（HYBRID）／2枚組／アウター付

買取価格  ¥3,000

BRUCE SPRINGSTEEN 
& THE E STREET BAND
LIVE IN NEW YORK CITY
SONY／C2S85490
● SACD／2枚組／アウター付

買取価格  ¥4,000

BILLY JOEL
STRANGER
SONY／CS69384
● SACD／アウター付

買取価格  ¥7,000

O.S.T.
TOP GUN
SONY／CS65554
● SACD／アウター付

買取価格  ¥5,000

O.S.T.
FOOTLOOSE
SONY／CS65781
● SACD／アウター付

買取価格  ¥3,500

STING
BRAND NEW DAY
A&M／242836
● SACD（HYBRID）

買取価格  ¥5,000

CARPENTERS
SINGLES 1969-1981
A&M／B000299636
● SACD（HYBRID）

買取価格  ¥3,500

ROXY MUSIC
AVALON
VIRGIN／83871
● SACD（HYBRID）

買取価格  ¥3,500

BRYAN FERRY
BOYS & GIRLS
VIRGIN／X66883
● SACD（HYBRID）

買取価格  ¥4,000

PETER GABRIEL
SO
VIRGIN／X83080
● SACD（HYBRID）

買取価格  ¥3,500

ART OF NOISE
DAFT
ZTT／ZTT184SACD
● SACD（HYBRID）

※状態良好、付属品完備での買取価格です。少しの傷みで金額が大きく変わる場合がございます。
※掲載価格での買取は対象店舗にて2017年9月末日までとさせて頂きます。 ※詳しくは各店担当スタッフまでお問い合わせ下さい。 ※許可なく複製・転載することを禁じます。



ディスクユニオン 新宿中古ロックCD館
〒160-0022 
東京都新宿区新宿3-31-4 山田ビル5F
TEL : 03-3352-2723
E-mail : ds1_5ｆ@diskunion.co.jp
買取専用ダイヤル : 0120-269-656　
営業時間：11：00～21:00（日祝11:00～20:00）

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
買取専用ダイヤル : 0120-146-560
営業時間：11：00～21:00 （日祝11:00～20:00）

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
買取専用ダイヤル : 0120-071-660
営業時間：11：00～21:00（日祝11:00～20:00）

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
買取専用ダイヤル : 0120-582-970　
営業時間：11：00～21:00（日祝11:00～20:00）

ディスクユニオン 中野店
〒164-0001 
東京都中野区中野4-2-1 中野サンキビル2F
TEL : 03-5318-5831　
E-mail : dn@diskunion.co.jp
買取専用ダイヤル : 0120-055-838
営業時間：11：00～21:00

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
買取専用ダイヤル : 0120-178-063
営業時間：11：00～21:00（日祝11:00～20:00）

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
買取専用ダイヤル : 0120-478-301
営業時間：11：30～21:00（日祝11:00～20:00）

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
買取専用ダイヤル : 0120-177-249
営業時間：11：00～21:00（日祝11:00～20:00）

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 アート宝飾ビル
TEL : 045-661-1541　
E-mail : dy@diskunion.co.jp
買取専用ダイヤル : 0120-231-543
営業時間：11:00～20:00

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 
買取専用ダイヤル : 0120-523-513　
営業時間：11：00～21:00（日祝11:00～20:00）

ディスクユニオン 高田馬場店
〒169-0075 
東京都新宿区高田馬場1-34-12 竹内ローリエビル2F
TEL : 03-6205-5454　
E-mail : dbb@diskunion.co.jp
買取専用ダイヤル : 0120-358-045
営業時間：11：00～21:00

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
買取専用ダイヤル : 0120-455-741　
営業時間：11：00～21:00（日祝11:00～20:00）

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
買取専用ダイヤル : 0120-068-193
営業時間：11：00～21:00（日祝11:00～20:00）

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1-24
TEL : 048-783-5466　
E-mail : dom@diskunion.co.jp
買取専用ダイヤル : 0120-015-674
営業時間 : ：11：00～21:00（日祝11:00～20:00）

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
買取専用ダイヤル : 0120-946-300
営業時間 :：11：00～21:00（日祝11:00～20:00）

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
買取専用ダイヤル : 0120-060-166
営業時間 : ：11：00～21:00（日祝11:00～20:00）

ディスクユニオン 千葉店 
〒260-0015 
千葉県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
買取専用ダイヤル : 0120-278-214
営業時間：11:00～20:00

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
買取専用ダイヤル : 0120-651-660
営業時間：11:00～20:00

ディスクユニオン 横浜西口店 
〒220-0005 
神奈川県横浜市西区南幸2-8-9 ブライト横浜ビル2F
TEL : 045-317-5022　
E-mail : dy2@diskunion.co.jp
買取専用ダイヤル : 0120-553-421
営業時間：11：00～21:00

※状態良好、付属品完備での買取価格です。少しの傷みで金額が大きく変わる場合がございます。
※掲載価格での買取は対象店舗にて2017年9月末日までとさせて頂きます。 

※詳しくは各店担当スタッフまでお問い合わせ下さい。
※許可なく複製・転載することを禁じます。

ロックCD
高価買取対象店舗


