
※許可なく複製・転載することを禁じます。

アクセプト
ロシアン・
ルーレット
■ 全音楽譜出版社
■ 9784117713459

¥5,000 20%UP→ ¥6,000買取
価格

ジョー・パス
ジャズ・ギター・
スコア(改訂版)
■ シンコーミュージック
■ 9784401158836

¥1,500 20%UP→ ¥1,800買取
価格

ソナタ・
アークティカ
ベスト
■ シンコーミュージック
■ 9784401361212

¥2,000 20%UP→ ¥2,400買取
価格

ドナルド・
フェイゲン
ナイトフライ
■ シンコーミュージック
■ 9784401347414

¥10,000 20%UP→ ¥12,000買取
価格

ローリング・
ストーンズ
ゲット・ヤー・ヤ・
ヤズ・アウト
■ シンコーミュージック
■ 9784401345205

¥2,500 20%UP→ ¥3,000買取
価格

ワム！
エッジ・オブ・
ヘブン
■ ドレミ楽譜出版社
■ 9784810856750

¥3,000 20%UP→ ¥3,600買取
価格

アンディモリ
革命
■ シンコーミュージック
■ 9784401356003

¥  20%UP→ ¥買取
価格

小沢健二
ライフ
■ シンコーミュージック
■ 9784401350117

¥  20%UP→ ¥買取
価格

ストリート・
スライダーズ
シングルス
■ シンコーミュージック
■ 9784401344987

¥  20%UP→ ¥買取
価格

ボ・ガンボス
ボ&ガンボス
■ ドレミ楽譜出版社
■ 9784810836509

¥  20%UP→ ¥買取
価格

森高千里
ベスト
■ シンコーミュージック
■ 9784401347193

¥  20%UP→ ¥買取
価格

山下達郎
レイ・オブ・ホープ
+ベスト
■ ドレミ楽譜出版社
■ 9784285130119

¥2,000 20%UP→ ¥買取
価格

スコア・楽譜 スコア・楽譜 
高価買取リスト高価買取リスト
ディスクユニオン各店でスコア/
楽譜を高価買取いたします。

ぜひ
お売り下さい
ぜひ

お売り下さい

×

バンドスコア・
ギター譜・教則本など
バンドスコア・

ギター譜・教則本など



※許可なく複製・転載することを禁じます。

アルカトラス スーパー・ベスト 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810858020〉

買取価格 ¥2,500 20%UP→ ¥3,000

アンデイ・ティモンズ イヤー・エクスタシー2 〈全音楽譜出版社 / 9784117704112〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

イエス こわれもの 〈シンコーミュージック / 9784401361175〉

買取価格 ¥3,500 20%UP→ ¥4,200

イーグルス ベスト・オブ・イーグルス 〈シンコーミュージック / 9784401363087〉

買取価格 ¥2,500 20%UP→ ¥3,000

イングヴェイ・マルムスティーン オデッセイ 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810858815〉

買取価格 ¥1,000 20%UP→ ¥1,200

インペリテリ スクリーミング・シンフォニー 〈全音楽譜出版社 / 9784117713855〉

買取価格 ¥2,000 20%UP→ ¥2,400

ヴァン・ヘイレン ヴェリー・ベスト・オブ・ヴァン・ヘイレン 〈シンコーミュージック / 9784401362226〉

買取価格 ¥3,500 20%UP→ ¥4,200

ウィンガー イン・ザ・ハート・オブ・ザ・ヤング 〈全音楽譜出版社 / 9784117712902〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

ウォレント マネー・ゲーム 〈全音楽譜出版社 / 9784117712100〉

買取価格 ¥2,500 20%UP→ ¥3,000

エクストリーム ウェイティング・フォー・ザ・パンチライン 〈シンコーミュージック / 9784401348244〉

買取価格 ¥2,000 20%UP→ ¥2,400

オアシス オアシス 〈シンコーミュージック / 9784401361311〉

買取価格 ¥1,000 20%UP→ ¥1,200

オールマン・ブラザーズ・バンド ベスト 〈シンコーミュージック / 9784401349920〉

買取価格 ¥3,500 20%UP→ ¥4,200

オジー・オズボーン ダイアリー・オブ・ア・マッドマン 〈シンコーミュージック / 9784401347698〉

買取価格 ¥1,500 20%UP→ ¥1,800

キース・ジャレット ピアノ奏法VOL.2 〈中央アート出版社 / 9784886395337〉

買取価格 ¥3,000 20%UP→ ¥3,600

キッス リック・イット・アップ 〈シンコーミュージック / 9784401348152〉

買取価格 ¥2,000 20%UP→ ¥2,400

クイーンズ・ライチ エンパイヤー 〈全音楽譜出版社 / 9784117713107〉

買取価格 ¥3,500 20%UP→ ¥4,200

クリーム ベスト 〈シンコーミュージック / 9784401347858〉

買取価格 ¥1,500 20%UP→ ¥1,800

ゲイリー・ムーア スティル・ゴット・ザ・ブルース 〈全音楽譜出版社 / 9784117712605〉

買取価格 ¥3,500 20%UP→ ¥4,200

ジェネシス コンプリート・ベスト・ジェネシス 〈リットーミュージック / 9784845601615〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

ジャミロクワイ ベスト 〈リットーミュージック / 9784845602292〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

ジョアン・ジルベルト ジョアン・ジルベルト・スタイル 〈東京音楽書院 / 9784811441801〉

買取価格 ¥3,500 20%UP→ ¥4,200

シンディ・ローパー シンディー・ローパー・ベスト 〈シンコーミュージック / 9784401343775〉

買取価格 ¥4,000 20%UP→ ¥4,800

シンデレラ ベスト 〈シンコーミュージック / 9784401348213〉

買取価格 ¥4,000 20%UP→ ¥4,800

シンフォニー・エックス ベスト 〈シンコーミュージック / 9784401360628〉

買取価格 ¥2,000 20%UP→ ¥2,400

シン・リジィ ベスト 〈シンコーミュージック / 9784401346189〉

買取価格 ¥3,500 20%UP→ ¥4,200

スキッド・ロウ スキッド・ロウ 〈リットーミュージック / 9784845606276〉

買取価格 ¥1,000 20%UP→ ¥1,200

スコーピオンズ ワールド・ワイド・ライブ 〈日音 / 9784543032025〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

スティーヴィー・レイ・ヴォーン テキサス・フラッド 〈シンコーミュージック / 9784401349593〉

買取価格 ¥2,000 20%UP→ ¥2,400

ストライパー ベスト・ヒット・スコア 〈シンコーミュージック / 9784401343324〉

買取価格 ¥3,000 20%UP→ ¥3,600

ストラトヴァリウス エピソード 〈シンコーミュージック / 9784401348824〉

買取価格 ¥2,000 20%UP→ ¥2,400

ストロークス イズ・ディス・イット 〈シンコーミュージック / 9784401361885〉

買取価格 ¥2,500 20%UP→ ¥3,000

チック・コリア ソロ完全コピー集 〈中央アート出版社 / 9784886396433〉

買取価格 ¥3,000 20%UP→ ¥3,600

ディープ・パープル ライヴインジャパン 〈シンコーミュージック / 9784401346165〉

買取価格 ¥4,000 20%UP→ ¥4,800

T･レックス ベスト（新装版） 〈シンコーミュージック / 9784401364350〉

買取価格 ¥1,500 20%UP→ ¥1,800

ディオ スーパー・ベスト 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810858389〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

デヴィッド・ボウイ ジギー・スターダスト 〈シンコーミュージック / 9784401360406〉

買取価格 ¥3,000 20%UP→ ¥3,600

デフ・レパード 炎のターゲット 〈シンコーミュージック / 9784401346615〉

買取価格 ¥2,500 20%UP→ ¥3,000

ドッケン アンダー・ロック・アンド・キー 〈全音楽譜出版社 / 9784117702033〉

買取価格 ¥3,500 20%UP→ ¥4,200

ドリーム・シアター オクタヴァリウム 〈ヤマハミュージックメディア / 9784636260014〉

買取価格 ¥1,500 20%UP→ ¥1,800

トト 聖なる剣 〈全音楽譜出版社 / 411770060X〉

買取価格 ¥3,500 20%UP→ ¥4,200

トニー・マカパイン マキシマム・セキュリティー 〈全音楽譜出版社 / 9784117701074〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

パット・メセニー スーパー・ギタリスト 〈シンコーミュージック / 9784401153206〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

ハート ベスト 〈シンコーミュージック / 9784401349432〉

買取価格 ¥4,000 20%UP→ ¥4,800

ハノイ・ロックス コンプリート・ベスト 〈リットーミュージック / 9784845604647〉

買取価格 ¥3,000 20%UP→ ¥3,600

ハロウィン 楽譜守護神伝 第二章 〈全音楽譜出版 / 9784117711103〉

買取価格 ¥2,000 20%UP→ ¥2,400

ザ・バンド ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク 〈シンコーミュージック / 9784401348893〉

買取価格 ¥3,000 20%UP→ ¥3,600

プリテンダーズ ベスト 〈シンコーミュージック / 9784401344383〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

洋 楽 アーティスト タイトル 〈 出版社/ ISBN /特記 〉



※許可なく複製・転載することを禁じます。

プリンス ベスト 〈シンコーミュージック / 9784401345618〉

買取価格 ¥4,000 20%UP→ ¥

ボストン ベスト 〈シンコーミュージック / 9784401347896〉

買取価格 ¥3,000 20%UP→ ¥3,600

ホワイト・スネイク ベスト 〈シンコーミュージック / 9784401363940〉

買取価格 ¥2,500 20%UP→ ¥3,000

ホワイト・ライオン プライド 〈全音楽譜出版社 / 9784117710403〉

買取価格 ¥4,000 20%UP→ ¥4,800

モーターヘッド ベスト 〈シンコーミュージック / 9784401347766〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

ユー・エフ・オー スーパーベスト 〈リットーミュージック / 9784810853216〉

買取価格 ¥3,000 20%UP→ ¥3,600

ライオン デンジャラス・アトラクション 〈シンコーミュージック / 9784401344307〉

買取価格 ¥4,000 20%UP→ ¥4,800

リー・リトナー ラリー&リー 〈シンコーミュージック / 9784401153428〉

買取価格 ¥3,000 20%UP→ ¥3,600

リック・スプリングフィールド ハード・トゥ・ホールド 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810853339〉

買取価格 ¥1,500 20%UP→ ¥1,800

リンチ・モブ ウィキッド・センセーション 〈全音楽譜出版社 / 9784117713206〉

買取価格 ¥4,000 20%UP→ ¥4,800

レインボー 虹を翔ける覇者&ベスト 〈リットーミュージック / 9784845604746〉

買取価格 ¥3,500 20%UP→ ¥4,200

レッド・ツェッペリン 聖なる館 〈シンコーミュージック / 9784401346523〉

買取価格 ¥3,000 20%UP→ ¥3,600

アンセム タイトロープ 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810858419〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

イエローマジックオーケストラ（YMO）  アルティメット・スコア 
〈リットーミュージック / 9784845609666〉 買取価格 ¥3,000 20%UP→ ¥3,600

ARB  砂丘 1945年 〈スコアーハウス / 9784915591402〉

買取価格 ¥4,000 20%UP→ ¥

X  バニシング・ビジョン 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810836554〉

買取価格 ¥2,000 20%UP→ ¥2,400

エブリ・リトル・シング エブリ・ベスト・シングル+3 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810865271〉

買取価格 ¥2,000 20%UP→ ¥2,400

大瀧詠一 A面で恋をして+ア・ロング・バケーション 〈音楽春秋 / 9784755901171〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

岡村靖幸 スーパーセレクション 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810837087〉

買取価格 ¥10,000 20%UP→ ¥12,000

押尾コータロー ネイチャー・スピリット 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784285119671〉

買取価格 ¥2,000 20%UP→ ¥2,400

オリジナルラブ ベスト・スコア 〈kmp出版 / 9784773210316〉

買取価格 ¥4,000 20%UP→ ¥4,800

陰陽座 臥龍點睛 〈リットーミュージック / 9784845612178 / CD付〉

買取価格 ¥3,000 20%UP→ ¥3,600

カシオペア スーパーベスト 〈リットーミュージック / 9784845604005〉

買取価格 ¥4,000 20%UP→ ¥4,800

カラフル エレクトリック・カラフル 〈アルソ出版 / 9784873122366〉

買取価格 ¥2,000 20%UP→ ¥2,400

菅野よう子 作品集 〈ヤマハミュージックメディア / 9784636847376〉

買取価格 ¥1,000 20%UP→ ¥1,200

筋肉少女帯 猫のテブクロ 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810836592〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

くるり ベスト・オブ 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784285112719〉

買取価格 ¥1,500 20%UP→ ¥1,800

ケン・ヨコヤマ フォー 〈リットーミュージック / 9784845618286〉

買取価格 ¥2,000 20%UP→ ¥2,400

コンチェルト・ムーン ベスト 〈シンコーミュージック / 9784401351015〉

買取価格 ¥2,000 20%UP→ ¥2,400

ザード ブレンド 〈ジェイロックマガジン / 9784916019097〉

買取価格 ¥4,000 20%UP→ ¥4,800

サニーデイ・サービス ムゲン 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784845604548 / 484560454X/〉

買取価格 ¥2,000 20%UP→ ¥2,400

シアターブルック タリスマン 〈kmp出版 / 9784773211030〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

ジギー ベスト 〈シンコーミュージック / 9784401345069〉

買取価格 ¥3,000 20%UP→ ¥3,600

ショーヤ アウターリミッツ 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810836608〉

買取価格 ¥7,000 20%UP→ ¥8,400

すぎやまこういち ドラゴンクエスト/ピアノ・ソロ・アルバム <I～V全曲集>
 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810876956〉 買取価格 ¥1,000 20%UP→ ¥1,200

スターダストレビュー グレーテスト・ヒッツ 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810838381〉

買取価格 ¥3,500 20%UP→ ¥4,200

スターリン グレイト・ヒット 〈ドレミ楽譜出版社 / 481085227X〉

買取価格 ¥4,000 20%UP→ ¥4,800

スピッツ インディゴ地平線 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810839746〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

聖飢魔Ⅱ エンド・オブ・ザ・センチュリー 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810856613〉

買取価格 ¥3,500 20%UP→ ¥4,200

相対性理論 シフォン主義+ハイファイ新書 〈リットーミュージック / 9784845617463〉

買取価格 ¥1,000 20%UP→ ¥1,200

タイマーズ タイマーズ 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810836660〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

椿屋四重奏 ベスト・マテリアルズ 〈シンコーミュージック / 9784401356010〉

買取価格 ¥2,000 20%UP→ ¥2,400

チャー セイクリッドヒルズ 聖なる丘 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810859980〉

買取価格 ¥7,000 20%UP→ ¥8,400

チューリップ ウィ・ビリーブ・イン・マジック 〈シンコーミュージック / 9784401350551〉

買取価格 ¥3,500 20%UP→ ¥4,200

邦 楽 アーティスト タイトル 〈 出版社/ ISBN /特記 〉

ワスプ 魔人伝 〈全音楽譜出版 / 9784117701913〉

買取価格 ¥4,000 20%UP→ ¥4,800

スコア　楽譜 高価買取リスト　



スコア　楽譜 高価買取リスト　
T･M･ネットワーク キャロル 〈シンコーミュージック / 9784401344703〉

買取価格 ¥2,000 20%UP→ ¥2,400

デッドエンド ゴースト・オブ・ロマンス 〈スコアーハウス / 9784915591822〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

デパペペ チャオ・ブラボー 〈リットーミュージック / 9784845613816〉

買取価格 ¥1,300 20%UP→ ¥1,560

東京事変 スポーツ 〈リットーミュージック / 9784845618101〉

買取価格 ¥1,500 20%UP→ ¥1,800

中森明菜 ベスト 〈ドレミ楽譜編集部 / 9784810809268〉

買取価格 ¥10,000 20%UP→ ¥12,000

人間椅子 人間失格 〈シンコーミュージック / 4401345606〉

買取価格 ¥8,000 20%UP→ ¥9,600

パーソンズ ノー・モア・ティアーズ 〈スコアーハウス / 9784882770077〉

買取価格 ¥2,000 20%UP→¥2,400

バービー・ボーイズ イーニー・ミーニー・バービー・モー 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810836943〉

買取価格 ¥6,000 20%UP→ ¥7,200

浜田麻里 浜田麻里全曲集（1） 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810856286〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

バンプ・オブ・チキン バタフライズ 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784285145670〉

買取価格 ¥1,500 20%UP→ ¥1,800

ビーズ モンスター 〈ジェイロックマガジン / 9784916019448〉

買取価格 ¥1,500 20%UP→ ¥1,800

ビッグママ 君がまたブラウスのボタンを留めるまで 〈メディア・パル / 9784896102536〉

買取価格 ¥1,500 20%UP→ ¥1,800

ピロウズ ワンス・アポン・ア・タイム・イン 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784285123555〉

買取価格 ¥1,500 20%UP→ ¥1,800

フジファブリック ファブ・フォックス 〈シンコーミュージック / 9784401352821〉

買取価格 ¥2,000 20%UP→ ¥2,400

ブランキー・ジェット・シティ BANG! 〈シンコーミュージック / 9784401346394〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

ボウイ インスタント・ラブ 〈スコアーハウス / 9784915591587〉

買取価格 ¥1,500 20%UP→ ¥1,800

松岡直也 ラテン・ミュージック・コレクション 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810816938〉

買取価格 ¥3,000 20%UP→ ¥3,600

松任谷由実 ベスト 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810857399〉

買取価格 ¥5,000 20%UP→ ¥6,000

ミッシェル・ガン・エレファント グレイトフル・トライアド・イヤーズ 1995-1997 
〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810844351〉 買取価格 ¥1,500 20%UP→ ¥1,800

宮沢和史（THE BOOM） ソングブック 〈シンコーミュージック / 9784401155316〉

買取価格 ¥1,500 20%UP→ ¥1,800

モッズ ベスト：レベル・ビート 1981-1985 〈リットーミュージック / 9784845601431〉

買取価格 ¥6,000 20%UP→ ¥7,200

山弦 山スコ "YAMAGEN"decade 1991-2001
 〈リットー・ミュージック / 9784845607204 /DVD付き〉 買取価格 ¥8,000 20%UP→ ¥9,600

山下久美子 ベスト・セレクション 〈kmp出版 / 9784773241716〉

買取価格 ¥1,500 20%UP→ ¥1,800

ラウドネス ソルジャーオブフォーチューン 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810836615〉

買取価格 ¥6,000 20%UP→ ¥7,200

ラクリマクリスティー ラサ 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810865035〉

買取価格 ¥3,000 20%UP→ ¥3,600

ラルク・アン・シエル スマイル 〈ソニーマガジンズ / 9784789722643〉

買取価格 ¥2,500 20%UP→ ¥3,000

ルースターズ アーリー・ベスト 〈リットーミュージック / 9784845604197〉

買取価格 ¥10,000 20%UP→ ¥12,000

ルナシー ルナシー（LUNACY） 〈ドレミ楽譜出版社 / 9784810874204〉

買取価格 ¥2,500 20%UP→ ¥3,000

宅配や訪問での買取も承っております。
まずはお問合せください。

※掲載の価格は2017年4月現在の買取参考価格です。 ※買取価格は新品同様の状態で付属品完備の場合の価格になります。
※状態や在庫状況などにより買取価格が変動する場合がございます。 ※20%UP価格はキャンペーン対象での価格です。
※許可なく複製・転載することを禁じます。

音楽書籍買取センター（BIBLIOPHILIC & bookunion 新宿内）
pj.oc.noinuksid@sbb:liam-e 6982-8533-30はらか帯携※ 休無中年 ）00:02～00:11日祝（ 00:12～00:11間時業営 F3ルビセワカ 5-71-3宿新区宿新都京東 2200-061〒

0120-062-896

ディスクユニオン お茶の水買取センター
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビル2F 営業時間11:00～21:00（日祝11:00～20:00） ※携帯からは:03-3295-1461 e-mail:do1@diskunion.co.jp

0120-146-560

JazzTOKYO買取センター
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-1-45 ニュー駿河台ビル2F 営業時間11:00～21:00（日祝11:00～20:00） ※携帯からは03-3294-2648 e-mail:do12@diskunion.co.jp
　

0120-620-567


