
ロックCD
高価買取リスト

2018 SPRING

期間：2018年7月31日（火）受付分まで有効　※掲載価格は2018年2月現在の買取価格で、盤質・状態が良好、帯ほか付属品完品の場合に限ります。 
※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。 ※廃盤商品は再発状況によって買取価格が大幅に変更される場合がございます。 
※表示の規格とご依頼いただいたお品物の規格が異なる場合は、提示金額での買取は不可となります。 ※許可なく複製・転載することを禁じます。

TAKE FREE

P2 特典ボックス付紙ジャケットCD

買取価格  ¥25,000

U2
紙ジャケットSHM-CD 
13タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICI9059BOX
● 紙ジャケット13タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥30,000

ピンク・フロイド
紙ジャケットCD 
15タイトルまとめ買いセット
ソニー／SICP5401BOX
● 紙ジャケット15タイトル／メーカー特典
ボックス

買取価格  ¥25,000

アバ
紙ジャケットSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY93889BOX
● 紙ジャケット8タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥32,000

オリビア・ニュートン・ジョン
紙ジャケットSHM-CD 
11タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY94712BOX
● 紙ジャケット11タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥40,000

スージー・アンド・ザ・ 
バンシーズ
紙ジャケットSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY94074BOX
● 紙ジャケット8タイトル／SHM-CD

P4 廃盤紙ジャケットCD

買取価格  ¥4,000

ジョージ・ハリスン
オール・シングス・マスト・パス
ユニバーサル／UICY78137
● 2SHM-CD

買取価格  ¥2,400

イギー・ポップ
ラスト・フォー・ライフ
ユニバーサル／UICY76649
● SHM-CD

買取価格  ¥2,000

ビー・ジーズ
オデッサ　　　　　　
ワーナー／WPCR15264

買取価格  ¥3,000

ジョー・ジャクソン
ナイト・アンド・デイ 
〈デラックス・エデョション〉
ユニバーサル／UICY94435
● 2SHM-CD

買取価格  ¥2,000

ジャパン
孤独な影
ユニバーサル／TYCP80001
● SHM-CD

P5 国内初盤・旧規格 P6 高音質CD

買取価格  ¥150,000

ピンク・フロイド
炎（あなたがここにいてほしい）
ソニー／35DP4
● 箱帯／金ラベル
● シルバーラベルは応相談

買取価格  ¥40,000

ローリング･ストーンズ
刺青の男
EMIミュージックジャパン／CP353032
● 税表記なし（3,200円）角丸帯／ 

SONY刻印

買取価格  ¥50,000

マイケル・ジャクソン
オフ・ザ・ウォール
ソニー／358P2
● 箱帯／金ラベル
● シルバーラベルは応相談

買取価格  ¥10,000

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

買取価格  ¥10,000

クイーン
グレイテスト・ヒッツ
ユニバーサル／UIGY9532
● SACD／帯付
● 同規格シリーズ高価買取します！

P7 AOR P8 廃盤・限定盤

買取価格  ¥6,000

DOUG PARKINSON'S 
SOUＴＨＥＲＮ STAR 
BAND
I'LL BE AROUND
FESTIVAL RECORDS／D19855

買取価格  ¥5,000

JOE ENGLISH
BACK TO BASICS
REFUGE／7900602720

買取価格  ¥5,000

JOE BRUCE &
2ND AVENUE
JOE BRUCE & 2ND AVENUE
LORD／87403

買取価格  ¥8,000

IGGY & THE STOOGES
COMPLETE FUNHOUSE 
SESSIONS
RHINO／RHM7770723
● 7CD／RHINO HANDMADE

買取価格  ¥14,000

TOM PETTY & THE 
HEART BREAKERS
THE LIVE ANTHOLOGY
UNIVERSAL／5174622
● 5CD+2DVD+Blu-ray+LP
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特典ボックス付紙ジャケットCD

買取価格  ¥30,000

ウィッシュボーン・アッシュ
紙ジャケットSHM-CD 
13タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY94488BOX
● 紙ジャケット13タイトル

買取価格  ¥13,000

XTC
紙ジャケットCD  
10タイトルまとめ買いセット
EMI／TOCP65720BOX
● 紙ジャケット10タイトル

買取価格  ¥15,000

エリック・クラプトン
紙ジャケットSHM-CD 
9タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY93632BOX
● 紙ジャケット9タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥13,000

エレクトリック・ライト・ 
オーケストラ
紙ジャケットBLU-SPEC-CD2 
9タイトルまとめ買いセット
ソニー／SICP30895BOX
● 紙ジャケット9タイトル／Blu-spec CD2

買取価格  ¥20,000

オールマン・ブラザーズ・ 
バンド
紙ジャケットSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY94001BOX
● 紙ジャケット8タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥22,000

カーペンターズ
紙ジャケットSHM-CD 
13タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY77855BOX
● 紙ジャケット13タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥8,000

カルチャー・クラブ
紙ジャケットCD 
3タイトルまとめ買いセット
EMI／VJCP68870BOX
● 紙ジャケット3タイトル

買取価格  ¥25,000

コクトー・ツインズ
紙ジャケットCD 
6タイトルまとめ買いセット
テイチク／TECI24272BOX
● 紙ジャケット6タイトル

買取価格  ¥15,000

サンタナ
紙ジャケットCD 
8タイトルまとめ会いセット
ソニー／SICP2877BOX
● 紙ジャケット8タイトル

買取価格  ¥10,000

ジエネシス
紙ジャケットSHM-CD 
5タイトルまとめ買いセット
EMI／VJCP98017BOX
● 紙ジャケット5タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥10,000

ジミ・ヘンドリックス
紙ジャケットBLU-SPEC CD2 
6タイトルまとめ買いセット
ソニー／SICP30003BOX
● 紙ジャケット6タイトル／Blu-sepc CD2

買取価格  ¥18,000

ジョン・アンダーソン
紙ジャケットSHM-CD 
6タイトルまとめ買いセット
アルカンジェロ／ARC8061BOX
● 紙ジャケット6タイトル／特典帯6本付き／

SHM-CD

買取価格  ¥23,000

ジョン・メイオール&ザ・ブ
ルースブレイカーズ
紙ジャケットSHM-CD 
9タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY93705BOX
● 紙ジャケット9タイトル／SHM-CD／ 
特典帯3本付き

買取価格  ¥15,000

スーパートランプ
紙ジャケットSHM-CD 
10タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY77877BOX
● 紙ジャケット10タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥12,000

スティーリー・ダン
紙ジャケットSHM-CD 
7タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY93520BOX
● 紙ジャケット7タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥23,000

ステッペンウルフ
紙ジャケットSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY75554BOX
● 紙ジャケット8タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥15,000

スパークス
紙ジャケットSHM-CD 
4タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY94099BOX
● 紙ジャケット4タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥18,000

スレイド
紙ジャケットCD 
6タイトルまとめ買いセット（前期）
エアーメイル・レコーディングス／
AIRAC1302BOX
● 紙ジャケット6タイトル

買取価格  ¥25,000

ダリル・ホール＆ 
ジョン・オーツ
紙ジャケットBLU-SPEC CD 
14タイトルまとめ買いセット
ソニー／SICP20277BOX
● 紙ジャケット14タイトル／Blu-spec CD

買取価格  ¥15,000

チープ・トリック
紙ジャケットBLU-SPEC CD2 
12タイトルまとめ買いセット
ソニー／SSICP31064BOX
● 紙ジャケット12タイトル／Blu-spec CD2

買取価格  ¥30,000

デヴィッド・ボウイ
紙ジャケットSHM-CD 
5タイトルまとめ買いセット
EMI／TOCP95053BOX
● 紙ジャケット5タイトル完品／ 
特典シングルジャケット2種付き／ 
SHM-CD

買取価格  ¥20,000

デペッシュ・モード
紙ジャケットBLU-SPEC CD2 
6タイトルまとめ買いセット
ソニー／SICP30540BOX
● 紙ジャケット6タイトル／Blu-spec CD2

買取価格  ¥20,000

デペッシュ・モード
紙ジャケットBLU-SPEC CD2 
6タイトルまとめ買いセット
ソニー／SICP30541BOX
● 紙ジャケット6タイトル／Blu-spec CD2

買取価格  ¥15,000

デュラン・デュラン
紙ジャケットCD 
4タイトルまとめ買いセット
EMI／TOCP70384BOX
● 紙ジャケット4タイトル

買取価格  ¥12,000

デレクアンド・ザ・ドミノス
紙ジャケットSHM-CD 
3タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY93958BOX
● 紙ジャケット3タイトル／SHM-CD
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買取価格  ¥10,000

ドゥービー・ブラザーズ
紙ジャケットSHM-CD  
9タイトルまとめ買いセット 
（2013年アンコール・プレス）
ワーナー／WPCR13655BOX
● 紙ジャケット9タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥15,000

トト
紙ジャケットCD 
7タイトルまとめ買いセット
ソニー／MHCP610BOX
● 紙ジャケット7タイトル

買取価格  ¥15,000

トト
紙ジャケットCD 
7タイトルまとめ買いセット
ソニー／MHCP612BOX
● 紙ジャケット7タイトル

買取価格  ¥28,000

トラフィック
紙ジャケットSHM-CD 
10タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY93641BOX
● 紙ジャケット10タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥20,000

バッドカンパニー
紙ジャケットCD 
6タイトルまとめ買いセット
ワーナー／WPCR13902BOX
● 紙ジャケット6タイトル

買取価格  ¥8,000

B-52'S
紙ジャケットSHM-CD 
6タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY78472BOX
● 紙ジャケット6タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥8,000

ヒューマン・リーグ
紙ジャケットSHM-CD 
6タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY78480BOX
● 紙ジャケット6タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥18,000

ビリー・ジョエル
紙ジャケットCD 
16タイトルまとめ買いセット
ソニー／MHCP459BOX
● 紙ジャケットCD 16タイトル／ 
メーカー特典

買取価格  ¥14,000

ビリー・ジョエル
紙ジャケットCD 
10タイトルまとめ買いセット
ソニー／MHCP463BOX
● 紙ジャケット10タイトル

買取価格  ¥15,000

ピンク・フロイド
紙ジャケットCD 
6タイトルまとめ買いセット
ソニー／MHCP688BOX
● 紙ジャケット6タイトル

買取価格  ¥15,000

フー
紙ジャケットSHM-CD 
11タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY94784BOX
● 紙ジャケット11タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥20,000

ブライアン・アダムス
紙ジャケットHM-CD 
9タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY94822BOX
● 紙ジャケット9タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥7,000

ブルー・ナイル
紙ジャケットSHM-CD 
3タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY76420BOX
● 紙ジャケット3タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥15,000

プロコル・ハルム
紙ジャケットCD 
10タイトルまとめ買いセット
ビクター／VICP75093BOX
● 紙ジャケット10タイトル／HQCD

買取価格  ¥25,000

ブロンディ
紙ジャケットCD 
7タイトルまとめ買いセット
EMI／TOCP67891BOX
● 紙ジャケット7タイトル

買取価格  ¥20,000

ボブ・マーリー・アンド・ 
ザ・ウェイラーズ
紙ジャケットSHM-CD 
11タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY94587BOX
● 紙ジャケット11タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥25,000

ホワイトスネイク
紙ジャケットSHM-CD 
9タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY93740BOX
● 紙ジャケット9タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥20,000

マイク・オールドフィールド
紙ジャケットCD 
9タイトルまとめ買いセット
EMI／VJCP68665BOX
● 紙ジャケット9タイトル

買取価格  ¥13,000

モット・ザ・フープル
紙ジャケットCD 
5タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY93102BOX
● 紙ジャケット5タイトル

買取価格  ¥25,000

ユーライア・ヒープ
紙ジャケットSHM-CD 
6タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY94725BOX
● 紙ジャケット6タイトル／特典帯7本付き／

SHM-CD

買取価格  ¥35,000

ユーライア・ヒープ
紙ジャケットSHM-CD 
10タイトルまとめ買いセット
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

リック・ウェイクマン
紙ジャケットSHM-CD 
8タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY94236BOX
● 紙ジャケット8タイトル

買取価格  ¥18,000

リッチー・ブラックモアズ・ 
レインボー
紙ジャケットSHM-CD 
9タイトルまとめ買いセット
ユニバーサル／UICY93618BOX
● 紙ジャケット9タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥10,000

ロッド・スチュワート
紙ジャケットSHM-CD 
7タイトルまとめ買いセット 
（2013年アンコール・プレス）
ワーナー／WPCR13338BOX
● 紙ジャケット7タイトル／SHM-CD

買取価格  ¥18,000

ロリー・ギャラガー
紙ジャケットCD 
11タイトルまとめ買いセット
ソニー／BVCM37883BOX
● 紙ジャケット11タイトル



4
ロ
ッ
ク

C
D
　
　
　
　
　
高
価
買
取
リ
ス
ト

掲載総数200点オーバー！
廃盤紙ジャケット高価買取リスト完全版はこちらから➡

廃盤紙ジャケットCD

買取価格  ¥2,800

ジョージ・ハリスン
クラウド･ナイン
ユニバーサル／UICY78146
● SHM-CD

買取価格  ¥4,000

デヴィッド･ボウイ
レッツ･ダンス
EMIミュージック／TOCP95054
● SHM-CD

買取価格  ¥3,500

スージー・アンド・ザ・バンシーズ
香港庭園〈デラックス･エディション〉
ユニバーサル／UICY94074
● 2SHM-CD

買取価格  ¥2,800

ブライアン･アダムス
レックレス
ユニバーサル／UICY94822
● SHM-CD

買取価格  ¥2,000

コクトー・ツインズ
トレジャー
テイチク／TECI24272 

ロジャー・ニコルズ&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ／ロジャー・ニコルズ&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ
〈デラックス・エディション〉　ユニバーサル／UICY75172／2SHM-CD 買取価格  ¥2,000

ABC／ルック・オブ・ラヴ
ユニバーサル／UICY75607／2SHM-CD 買取価格  ¥2,500

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
ソニー・ミュージック／BVCM34459／SHM-CD 買取価格  ¥2,700

ヴァン・モリソン／ナイト・イン・サンフランシスコ
ユニバーサル／UICY93594／2SHM-CD 買取価格  ¥2,000

ウォーカー・ブラザーズ／イン・ジャパン
ユニバーサル／UICY93230 買取価格  ¥3,500

エルトン・ジョン／ピアニストを撃つな
ユニバーサル／UICY93670／SHM-CD 買取価格  ¥2,300

エルトン・ジョン／ヒア・アンド・ゼア
ユニバーサル／UICY94404／2SHM-CD 買取価格  ¥4,000

オリビア・ニュートン・ジョン／虹色の扉
ユニバーサル／UICY94716／SHM-CD 買取価格  ¥2,300

V.A.(オリビア・ニュートン・ジョン)／グリース
ユニバーサル／UICY94719／2SHM-CD 買取価格  ¥2,400

カーペンターズ／ライヴ・イン・ジャパン
ユニバーサル／UICY94225／SHM-CD　●レーベルカード付初版 買取価格  ¥2,200

カーペンターズ／ライヴ・イン・ロンドン
ユニバーサル／UICY94228／SHM-CD 買取価格  ¥3,200

カルチャー・クラブ／カラー・バイ・ナンバーズ
EMIミュージック／VJCP68870 買取価格  ¥2,200

カンサス／パワー
ユニバーサル／UICY75137／SHM-CD 買取価格  ¥2,000

キンクス／ヴィレッジ・グリーン
ユニバーサル／UICY75102／3SHM-CD 買取価格  ¥2,500

クラウス・シュルツェ／タイムウインド
アルカンジェロ／ARC7269／2CD 買取価格  ¥2,200

グランド・ファンク・レイルロード／ハード・ロック野郎（世界の女は御用心）
ユニバーサル／TOCP67930 買取価格  ¥2,000

クロスビー・スティルス＆ナッシュ／デジャ・ヴ
ワーナーミュージック／AMCY2726 買取価格  ¥5,500

グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーン／レット・イット・ルース
ソニー・ミュージック／EICP1216 買取価格  ¥2,000

サンタナ／サルバドールにブルースを
ソニー・ミュージック／MHCP826 買取価格  ¥2,400

シド・バレット／帽子が笑う・・・不気味に
ワーナーミュージック／WPCR16394／SHM-CD 買取価格  ¥2,400

ジャパン／錻力の太鼓
ユニバーサル／TYCP80002／SHM-CD 買取価格  ¥3,000

ジョージ・ハリスン／慈愛の輝き
ユニバーサル／UICY78143／SHM-CD 買取価格  ¥2,800

ジョン･メイオール／ジョン・メイオールとピーター・グリーン
ユニバーサル／UICY93404／SHM-CD 買取価格  ¥2,500

スウィート／甘い誘惑　　　　　　
ユニバーサル／UICY77748／SHM-CD 買取価格  ¥1,700

ステッペンウルフ／ライヴ
ユニバーサル／UICY75559／SHM-CD 買取価格  ¥2,200

スリー･ドッグ･ナイト／イット・エイント・イージー
ユニバーサル／UICY75565／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／UICY93731／2SHM-CD 買取価格  ¥2,400

ディープ・パープル／ライブ・イン・ジャパン1975
ビクター／VICP64317／2CD 買取価格  ¥2,000

デヴィッド･ボウイ／ロウ
EMIミュージック／TOCP95050／SHM-CD 買取価格  ¥5,000

デヴィッド･ボウイ／ヒーローズ
EMIミュージック／TOCP95051／SHM-CD 買取価格  ¥5,000

テリー・デサリオ／オーバーナイト・サクセス
ソニー・ミュージック／EICP1220 買取価格  ¥3,200

テン･イヤーズ･アフター／テン･イヤーズ･アフター・ファースト
ユニバーサル／UICY94202／SHM-CD 買取価格  ¥1,700

トンプソン・ツインズ／ホールド・ミー・ナウ
ソニー・ミュージック／BVCP40047 買取価格  ¥1,700

ハンブル・パイ／タウン・アンド・カントリー
ビクターエンタテインメント／VICP70113／SHM-CD 買取価格  ¥1,700

ビー・ジーズ／メイン・コース
ワーナーミュージック／WPCR15271 買取価格  ¥1,700

ビー・ジーズ／グレイテスト・ライヴ　
ワーナーミュージック／WPCR15273／2CD 買取価格  ¥2,000

ピーター･フランプトン／フランプトン・カムズ・アライヴ〈デラックス・エディション〉
ユニバーサル／UICY93601／2SHM-CD 買取価格  ¥2,900

フリー／ファイアー・アンド・ウォーター〈デラックス・エディション〉
ユニバーサル／UICY93843／2SHM-CD 買取価格  ¥2,500

ブルー・ナイル／ア・ウォーク・アクロス・ザ・ルーフトップス〈デラックス・エデョション〉
ユニバーサル／UICY76418／2SHM-CD 買取価格  ¥1,400

ボニー・タイラー／スピード・オヴ・ナイト
ソニー・ミュージック／EICP1221 買取価格  ¥2,000

ポリス／ライヴ！
ユニバーサル／UICY93839／2SHM-CD 買取価格  ¥2,400

マイク・オールドフィールド／チューブラー・ベルズ〈デラックス・エデョション〉
ユニバーサル／UICY91479／2SHM-CD+DVD 買取価格  ¥3,400

マイク・オールドフィールド／ハージェスト・リッジ〈デラックス・エデョション〉
ユニバーサル／UICY91572／2SHM-CD+DVD 買取価格  ¥4,500

モダン・ラヴァーズ／モダン・ラヴァーズ
ユニバーサル／POCE1037 買取価格  ¥2,000

ユーライア･ヒープ／ファイアフライ
ユニバーサル／UICY94749／SHM-CD 買取価格  ¥3,000

レーナード・スキナード／ワン・モア・フロム・ザ・ロード〈デラックス・エデョション〉
ユニバーサル／UICY94175／2SHM-CD 買取価格  ¥2,500

ロイ･ウッド／マスタード
エアー・メイル／AIRAC1162 買取価格  ¥1,800

ロニー･レイン&スリム･チャンス／ロニー・レイン&スリム・チャンス
ユニバーサル／UICY93984／SHM-CD 買取価格  ¥2,000



5
ロ
ッ
ク

C
D
　
　
　
　
　
高
価
買
取
リ
ス
ト

国内初盤・旧規格

買取価格  ¥40,000

デヴィッド・ボウイ
アラディン・セイン
RVC／PCDI3803
● 直輸入帯付／JAPANプレス

買取価格  ¥40,000

デビッド・ボウイ
ロウ
RVC／PCDI3805
● 直輸入帯付／JAPANプレス

買取価格  ¥40,000

デビッド・ボウイ
英雄夢語り（ヒーローズ）
RVC／PCDI3806
● 直輸入帯付／JAPANプレス

買取価格  ¥30,000

デビッド・ボウイ
スケアリー・モンスターズ
RVC／PCDI3808
● 直輸入帯付／JAPANプレス

買取価格  ¥80,000

ビートルズ
アビイロード
EMIミュージック・ジャパン／CP353016
● 金シール／CBSプレス
● 金シール、キャラメルパックが残存してい
る状態

買取価格  ¥45,000

ビートルズ
アビイロード
EMIミュージック・ジャパン／CP353016
● 青帯

買取価格  ¥32,000

アバ
アルバム
ビクター／CDP105
● 巻込帯

買取価格  ¥25,000

ブルース・ 
スプリングスティーン
明日なき暴走
ソニー／35DP21
● 箱帯／金ラベル
● シルバーラベルは応相談

買取価格  ¥30,000

ビリー・ジョエル
ニューヨーク52番街
ソニー／35DP1
● 箱帯／金ラベル
● シルバーラベルは応相談

買取価格  ¥20,000

ビリー・ジョエル
コールド・スプリング・ハーバー
ソニー／35DP108
● 箱帯

買取価格  ¥20,000

エレクトリック・ライト・ 
オーケストラ
ディスカバリー
ソニー／35DP24
● 箱帯／金ラベル
● シルバーラベルは応相談

買取価格  ¥10,000

エレクトリック・ライト・ 
オーケストラ
アウト・オブ・ザ・ブルー
ソニー／42DP479
● 箱帯

買取価格  ¥25,000

マイケル・ジャクソン
スリラー
ソニー／358P11
● 箱帯／金ラベル
● シルバーラベルは応相談

買取価格  ¥15,000

ロジャー・ウォーターズ
プロス・アンド・コンス・オブ・ 
ヒッチハイキング
ソニー／35DP149
● 箱帯

買取価格  ¥15,000

サンタナ
シャンゴ
ソニー／35DP23
● 箱帯／金ラベル
● シルバーラベルは応相談

買取価格  ¥10,000

メン・アット・ワーク
ワーク・ソングス
ソニー／358P15
● 箱帯

買取価格  ¥12,000

ローリング・ストーンズ
アンダー・カバー
EMIミュージック・ジャパン／CP353087
● 税表記なし帯（3,500円）

買取価格  ¥10,000

ローリング・ストーンズ
ローリング・ストーンズ
ポリドール／8200472
● 西ドイツ盤／シール帯

買取価格  ¥22,000

レッド・ツェッペリン
レッド・ツェッペリン Ⅳ
ワーナー／38XP3
● 金シール帯／西ドイツ盤 or JAPANプレス

買取価格  ¥15,000

ヴァン・ヘイレン
炎の導火線
ワーナー／38XP84
● 金シール帯／西ドイツ盤

買取価格  ¥12,000

ジョニ・ミッチェル
コート・アンド・スパーク
ワーナー／38XP26
● 金シール帯／西ドイツ盤

買取価格  ¥8,000

トーキング・ヘッズ
スピーキング・イン・タングス
ワーナー／38XP33
● 金シール帯／西ドイツ盤

買取価格  ¥12,000

フリーダ
シャイン
ビクター／CDP108
● 巻込帯

買取価格  ¥13,000

フリーダ
サムシングス・ゴーイン・オン
ビクター／CDP107
● 巻込帯

買取価格  ¥8,000

デニス・デ・ヤング
デザート・ムーン
ポニー・キャニオン／D32Y3014
● 巻込帯
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高音質CD

買取価格  ¥4,000

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

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  ¥4,500

DURAN DURAN
ASTRONAUT
EPIC／82876761752
● SACD（HYBRID）

買取価格  ¥5,000

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

買取価格  ¥4,000

DEPECHE MODE
VIOLATOR
MUTE／DMCD7
● SACD（HYBRID）+DVD／アウター付

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  ¥8,000

ワム!
メイク・イット・ビッグ　　　　
ソニー／ESGA514
● SACD／帯付

買取価格  ¥4,000

JENNIFER WARNES
WELL
CISCO／SCD2034
● SACD（HYBRID）

買取価格  ¥4,000

ローリング・ストーンズ
山羊の頭のスープ
ユニバーサル／UIGY9076
● 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
● SACD／帯、外袋付

買取価格  ¥5,000

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
● SACD／帯、外袋付
● 同規格シリーズ高価買取します！

買取価格  ¥6,000

ISLEY BROTHERS
3+3
EPIC／ZS32453
● SACD

買取価格  ¥4,000

FRANKIE GOES TO 
HOLLYWOOD
RAGE HARD THE SONIC 
COLLECTION
ZTT／ZTT177SACD
● SACD（HYBRID）

買取価格  ¥7,000

DOORS
DOORS
DCC COMPACT CLASSICS／ 
GZS1023
● GOLD CD／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

BLONDIE
PARALLEL LINES
DCC COMPACT CLASSICS／
GZS1062
● 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  ¥9,000

JONI MITCHELL
BLUE
DCC COMPACT CLASSICS／
GZS1132
● GOLD CD／アウター付

買取価格  ¥6,000

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

買取価格  ¥7,000

HEART
HEART
MOBILE FIDELITY SOUND LAB／
UDCD597
● GOLD CD

買取価格  ¥5,000

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

買取価格  ¥4,000

TOM PETTY
FULL MOON FEVER
MOBILE FIDELITY SOUND LAB／
UDCD735
● GOLD CD

買取価格  ¥12,000

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

買取価格  ¥4,000

ALLMAN BROTHERS 
BAND
1971 FILLMORE EAST 
RECORDINGS
UNIVERSAL／3773697
● Blu-ray AUDIO／3枚組
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AOR

買取価格  ¥4,000

ノーマン・サリート
ヒア・アイ・アム
BMG／BVCP2037
● 帯付

買取価格  ¥4,000

ヤコブ・マグヌッソン
ジャック・マグネット　　　　　
ビクター／VICP62066
● 帯付

買取価格  ¥3,500

ANDRUS BLACKWOOD  
& COMPANY
SOLDIERS OF THE LIGHT / 
STEP OUT OF THE NIGHT
BENSON MUSIC GROUP／CD02733

買取価格  ¥3,000

BENNY HESTER
PERFECT/UNITED WE STAND/
DIVIDED WE FALL
KMG／KMGD8661

買取価格  ¥4,000

BREEZE
JUST A FEELING
MEDLEY RECORDS／EMI4959082

買取価格  ¥2,500

CHRIS SUTTON
SONGS INTO THE LIGHT
BME／BME4018518

買取価格  ¥2,500

DAVID FOSTER
TWO OF A KIND
MCA／MCAD11738

買取価格  ¥3,000

DAVID MEECE
ARE YOU READY?
MYRRH／7016652610

買取価格  ¥5,000

EXILE
KEEPING IT COUNTRY
WEA/ATLANTIC/CURB／77295

買取価格  ¥4,000

FERNANDO SAUNDERS
CASHMERE DREAMS
GRUDGE／4501-2

買取価格  ¥3,500

ILLAN CHESTER
TERCIOPELO
SONY DISCOS／81248

買取価格  ¥3,000

IMPERIALS
PRIORITY
DAY SPRING／7014017624

買取価格  ¥3,000

LAURY BROWNING
PRAYERS AND PROMISES/
THURSDAY'S CHILD
LAMB & LION RECORDS／LLD03023

買取価格  ¥3,000

LESLIE PHILLIPS
BEYOND SATURDAY NIGHT
MYRRH／7016743616

買取価格  ¥4,000

MATTHEW WARD
TOWARD ETERNITY & FADE 
OF WHITE
NEW PORT／NPD1611

買取価格  ¥3,000

MATTHEW WARD
EVEN NOW
PAMPLIN MUSIC／45368

買取価格  ¥3,000

MILA MALEEWAN
REFLECTION OF LOVE
MCA／G057005

買取価格  ¥7,000

NEW:RAGIME
RACE
RCA／KCD0586

買取価格  ¥3,000

PAUL CARRACK
NIGHTBIRD
VERTIGO／8486762
● 西ドイツ・オリジナル盤プレスCD 
※2004年リイシューCD-Rは対象外

買取価格  ¥2,500

PAUL SMITH
LIVE & LEARN
DAY SPRING／7014139622

買取価格  ¥3,000

STEVE DORFF
ORIGINAL DEMOS
CONTANTE & SONANTE／CSCD0104

買取価格  ¥4,000

TOM FRANZAK
CHANGE OF HEART
OCP／9816

買取価格  ¥4,000

OLE RINGSTAD
UNDRESSED IN BLUE
NOT ON LABEL／ORCD1

買取価格  ¥4,000

WARREN HAM
COME ON CHILDREN
NOT ON LABEL／162149

買取価格  ¥3,000

WORK FORCE
WRECKED WELDED WET
METAL MAYHEM／MM00045



期間：2018年7月31日（火）受付分まで有効
状態良好、付属品完備での買取価格です。特性上、少しの傷みで金額が大きく変わる場合がございます。
※掲載価格は2018年2月現在の買取価格で、盤質・状態が良好、帯ほか付属品完品の場合に限ります。　※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。
※廃盤商品は再発状況によって買取価格が大幅に変更される場合がございます。　※表示の規格とご依頼いただいたお品物の規格が異なる場合は、提示金額での買取は不可となります。
※許可なく複製・転載することを禁じます。

◉対象店舗：ディスクユニオン ロック取扱店舗／各買取センター

廃盤・限定盤

買取価格  ¥2,800

DAVID CROSBY
VOYAGE
RHINO／R277628
● 3CD

買取価格  ¥2,500

STEPHEN STILLS
CARRY ON
RHINO／8122796730
● 4CD

買取価格  ¥2,500

GRAHAM NASH
REFLECTIONS
RHINO／8122799358
● 3CD

買取価格  ¥12,000

MONKEES
MORE OF THE MONKEES  
SUPER DELUXE EDITION
RHINO／R2561025
● 3CD+7インチ／RHINO HANDMADE

買取価格  ¥4,500

DEVO
RECOMBO USA
RHINO／RHM27718
● 2CD／RHINO HANDMADE

買取価格  ¥3,000

CAPTAIN BEEFHEART &  
THE MAGIC BAND
I'M GOING TO DO WHAT I 
WANNA DO
RHINO／RHM27741
● 2CD／RHINO HANDMADE

買取価格  ¥2,500

TELEVISION
LIVE AT THE OLD WALDORF 
SAN FRANCISCO, 6/29/78
RHINO／RHM27846
● RHINO HANDMADE

買取価格  ¥4,500

GILBERT O'SULLIVAN
CARICATURE: THE BOX
RHINO／RHM27849
● 3CD／RHINO HANDMADE

買取価格  ¥2,000

FATS DOMINO
SWEET PATOOTIE THE 
COMPLETE REPRISE 
RECORDINGS
RHINO／RHM27880
● RHINO HANDMADE

買取価格  ¥3,500

BOBBY CHARLES
BOBBY CHARLES
RHINO／RHMBBYCHRS
● 3CD／RHINO HANDMADE

買取価格  ¥3,000

JOHNNY BURNETTE & 
THE ROCK'N ROLL TRIO
COMPLETE CORAL ROCK'N 
ROLL TRIO RECORDINGS
HIP-O／B000220902
● HIP-O

買取価格  ¥4,500

RUPERT HOLMES
CAST OF CHARACTERS
HIP-O／B000426302
● 5CD／HIP-O

買取価格  ¥3,000

CASS ELLIOT
COMPLETE CASS ELLIOT 
SOLO COLLECTION 1968-71
HIP-O／B000493002
● 2CD／HIP-O

買取価格  ¥13,000

BUDDY HOLLY
NOT FADE AWAY
HIP-O／B001287502
● 6CD／HIP-O

買取価格  ¥9,000

PRINCE
ONE NITE ALONE...LIVE!
NPG／70702
● 3CD

買取価格  ¥4,500

10cc
TENOLOGY
UNIVERSAL／5340276
● 4CD+DVD

買取価格  ¥15,000

デュアン・オールマン
スカイドッグ
P-VINE／PCD17605
● 7CD／「PCD17605/11」規格国内仕様
初回盤

買取価格  ¥9,000

オールマン・ブラザーズ・ 
バンド
1971 フィルモア・イースト・レコー
ディングス
ユニバーサル／UICY76507
● 6SHM-CD

買取価格  ¥13,000

デヴィッド・ボウイ
ファイブ・イヤーズ 1969 - 1973
ワーナー／WPCR16710
● 12CD／国内仕様

買取価格  ¥5,500

ヤードバーズ
グリンプセズ～ライヴ&セッション・
アンソロジー 1963-1968
MSI／MSIG076872
● 5CD+7インチ／国内仕様


