


①ART-SCHOOL／The Alchemist
（KSCL-2199／紙ジャケット／5,000枚限定ミニアルバム）

②アーバンギャルド／恋と革命とアーバンギャルド
（UPCH-1935）

③RCサクセション／悲しいことばっかり
（TOCT-29164）

ai kuwabara trio project／THE SIXTH SENSE
（EWCD-193）

アイドリング!!!／だいじなもの
（PCCA-2625／初回CD+DVD）

④赤い公園／公園デビュー
（TOCT-29185）

⑤あがた森魚／永遠製菓アワー／
菫未来派少年展覧会（FJSP-217）

秋ひとみ／ゴールデン☆ベスト
（TECE-1129）

⑥麻丘めぐみ／ゴールデン☆ベスト
（VICL-63214／2CD）

アップアップガールズ（仮）／ファーストアルバム（仮）
（UFCW-1051）

amazarashi／ラブソング
（AICL-2381）

⑦天地真理／ゴールデン☆ベスト 
（MHCL-2256）

⑧天知茂／ゴールデン☆ベスト
（UPCY-6657）

綾戸智恵／Chain of Life～絆～
（EHCD-1010）

ARTEMA／ARTEMA
（WPCL-11309）

¥800

¥1,300

¥1,200

¥800 

¥1,000

¥1,300

¥1,300

¥900

¥1,500 

¥1,200 

¥800

¥900

¥900 

¥1,200 

¥800

アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格 アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格

杏里／Timely!!
（FLCF-4243／リマスター／紙ジャケット）

⑨ECD／The Bridge - 明日に架ける橋
（FJCD-14）

⑩eastern youth／1996-2001
（TFCC-86262）

石川さゆり／2013年 全曲集
（TECE-3150）

⑪いしだあゆみ／ファンタジー
（COCP-38116／紙ジャケット）

⑫石野真子／ゴールデン☆ベスト デラックス 
（VICL-63652）

⑬泉谷しげる／昭和の歌よ、ありがとう
（WTCS-1034／CD+DVD）

⑭五木ひろし／～よこはまたそがれ～
ベストセレクションI（1971～1994） （TKCA-73952）

五輪真弓／少女
（MHCL-30123／Blu-spec CD2）

稲垣次郎とソウル・メディア・フィーチャリング・サミー／
女友達（THCD-212）

イモ欽トリオ＆わらべ／ゴールデン☆ベスト 
～ 欽ドン! 欽どこ!? 秘蔵っ子!! ～（FLCF-4380）

⑮岩崎宏美／ゴールデン☆ベスト デラックス
~The Complete Singles in Victor Years（VICL-63420／3CD）

indigo la End ／夜に魔法をかけられて
（PECF-3038）

WILLARD／ゴールデン☆ベスト
（COCP-37512／2Blu-spec CD）

上原ひろみ　ザ・トリオ・プロジェクト／ムーヴ
（UCCT-9027／初回SHM-CD+DVD, SLV付）

¥700 

¥900

¥900

¥1,500 

¥1,200 

¥1,500 

¥1,800 

¥900 

¥700 

¥1,000 

¥700 

¥1,800 

¥800

¥1,400

¥1,000
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アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格 アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格

A.R.B.／ARB 3 NIGHTS Live at Shinjuku LOFT， 
23.24.25.July.1999（LOCA-1018／3CD）

AKB48／SET LIST～グレイテストソングス 
2006-2007～（DFCL-1429／初回CD+DVD）

80kidz／TURBO TOWN
（KCCD-481）

SKE48／強き者よ
（LZM-2016／CD+DVD 劇場盤）

①X／BLUE BLOOD SPECIAL EDITION
（KSCL-1092／2CD／リマスター）

EGG BRAIN／DEAD UNICORN&VITAMIN with 
PUSH TOUR DVD（PINE-0025／CD+DVD）

EVISBEATS ／ひとつになるとき
（AMRAM-002）

②F.I.B／FIRE CRACKER
（PZCA-57）

EPO／ゴールデン☆ベスト ～The BEST 80's 
Director's Edition～（MHCL-1994／2CD）

エミ・マイヤー／ギャラクシーズ・スカート
（VITO-116／初回CD+DVD）

③エレファントカシマシ／「THE ELEPHANT KASHIMASHI」
deluxe edition（MHCL-30105／2Blu-spec CD2）

OVER ARM THROW／Songs-what I sing when 
a war resounds this-（FGCA-26）

④欧陽菲菲／SOUL・FEI FEI!
（TOCT-11003／みうらじゅん監修）

⑤OGRE YOU ASSHOLE ／100年後
（VPCC-81747）

⑥大滝詠一／大滝詠一
（KICS-91801／紙ジャケット）

¥1,900

¥2,500 

¥700

¥2,500 

¥2,500 

¥900

¥900

¥800

¥1,400 

¥1,000 

¥1,500 

¥800

¥900 

¥900

¥1,200

太田裕美／ゴールデン☆ベスト 
（MHCL-1917）

⑦大友良英／連続テレビ小説「あまちゃん」
オリジナル・サウンドトラック（VICL-64041）

大橋トリオ／plugged
（RZCD-59208）

⑧大森靖子／魔法が使えないなら死にたい
（PINK-002／紙ジャケット）

⑨岡崎友紀／ドゥー・ユー・リメンバー・ミー
（GRCL-6036／紙ジャケット）

⑩岡田有希子／ザ・プレミアムベスト 岡田有希子
（PCCA-3742／2CD）

⑪岡林信康／岡林四十五景~デビュー45周年記念
ベスト盤（ONL-2／3CD）

⑫岡村靖幸／家庭教師
（MHCL-20142／リマスター 初回紙ジャケット）

奥田民生／股旅
（SECL-612／紙ジャケット）

尾崎紀世彦／ゴールデン☆ベスト サマー・ラブ
（MHCL-2115）

⑬尾崎亜美／ゴールデン☆ベスト
（PCCA-3356）

尾崎豊／I LOVE YOU ～ BALLADE BEST
（SRCL-7602）

小沢健二／刹那
（TOCT-25151）

⑭小曽根真／クリスチャン・マクブライド／ジェフ“テイン”
ワッツ／マイ・ウィッチズ・ブルー（UCCJ-2103／SHM-CD）

⑮おニャン子クラブ／おニャン子クラブ ベスト
（PCCA-1613）

¥900

¥1,400

¥1,000

¥800

¥1,200 

¥1,300

¥1,700

¥1,800 

¥1,300 

¥900

¥800 

¥700 

¥800 

¥1,000 

¥700 

03　

高
価
買
取
リ
ス
ト
【
邦
楽
篇
】

① ② ④③ ⑤

⑥ ⑦ ⑨⑧ ⑩

⑪ ⑫ ⑭⑬ ⑮

え
〜
お



①面影ラッキーホール／on the border
（PCD-28016）

OLIVE OIL／FAR FROM YESTERDAY
（OLV-003）

②オリジナルラヴ／LOVE! LOVE! & LOVE!
（TOCT-26390／リマスター 紙ジャケット）

甲斐バンド／ROCKS
（XQKZ-91005／初回CD+DVD）

Kaoru Inoue／A Missing Myth
（SAGCD-027）

加賀城みゆき／スター☆デラックス 加賀城みゆき
（COCP-37471）

加古隆クァルテット／QUARTET
（AVCL-25497）

柏原芳恵／CD&DVD THE BEST 柏原芳恵
（UPCY-6081／CD+DVD）

Kazumi Tateishi Trio／GHIBLI meets Jazz
～Beautiful Songs（VICL-63644）

③かせきさいだぁ／かせきさいだぁ≡
（DDCB-12054／2013年リマスター盤）

④片想い／片想インダハウス
（DDCK-1032）

⑤勝新太郎／歌いまくりまくりまくる勝新太郎
（PCD-18661／11CD+DVD）

角松敏生／REBIRTH 1～re-make best～
（BVCL-317）

⑥金井克子／ゴールデン☆ベスト
（COCP-37466／2CD）

かまやつひろし／ゴールデン☆ベスト〈決定版〉
（TOCT-11290）

¥900

¥800

¥2,000 

¥1,200

¥800

¥1,000

¥700 

¥1,000 

¥700 

¥1,000 

¥1,400

¥13,000

¥1,200

¥1,500

¥1,000

アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格 アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格

⑦河合奈保子／ゴールデン☆ベスト
～A面コレクション～（COCP-37795／2CD）

⑧川本真琴／The Complete Singles Collection 
1996～2001（MHCL-20090／2Blu-spec CD）

⑨COUNTRY YARD／QUARK
（SURCD-013）

菊池桃子／ゴールデン☆ベスト
（VPCC-84170）

⑩吉川晃司／BEST BEST BEST 1984-1988
（UMCK-4056）

きのこ帝国／eureka
（UKDZ-139）

⑪キノコホテル／マリアンヌの逆襲
（YCCW-10197）

⑫木の実ナナ／木の実ナナ
魅惑のシングルコレクション（BRIDGE-150／2CD）

奇妙礼太郎トラベルスイング楽団／桜富士山
（PCD-24283）

⑬きゃりーぱみゅぱみゅ／ぱみゅぱみゅレボリューション
（WPCL-11079／通常盤）

⑭キャンディーズ／ゴールデン☆ベスト
（MHCL-111／2CD）

℃-ute／℃-uteなんです! 全シングル
集めちゃいましたっ!（1）（EPCE-5674／初回CD+DVD）

⑮筋肉少女帯／筋肉少女帯 ナゴムコレクション
（DDCH-2515）

空想委員会／僕はまだ必要十分条件を満たして
いない。（OECD-0001）

口ロロ／everyday is a symphony
（RZCM-46305）

¥1,300

¥1,400

¥1,000

¥700 

¥1,000 

¥900

¥900

¥1,800

¥800

¥900

¥900

¥1,000 

¥1,200 

¥700

¥800
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アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格 アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格

久保田利伸／THE BADDEST ～Hit Parade～
（SECL-1029／2CD）

①クラムボン／LOVER ALBUM 2
（COCP-37939）

②クリープハイプ／死ぬまで一生愛されてると
思ってたよ（VICL-63865／通常盤）

③クリスハート／Heart Song
（UMCK-1448）

group_inou／DAY
（PECF-3028）

④くるり／坩堝の電圧（初回限定盤B）
（VIZL-495／CD+DVD）

Qlair／アイドル・ミラクルバイブルシリーズ 
Qlair Archives（MHCL-687／3CD+DVD）

⑤クレイジーケンバンド／FLYING SAUCER
（UMCK-9620／CD+DVD）

黒沢明とロス プリモス／ゴールデン☆ベスト 
（VICL-63959）

⑥ゲルニカ／GUERNICA 30TH ANNIVERSARY
（TECH-75291／3CD）

元気ロケッツ／GENKI ROCKETS Ⅱ 
‒ No border between us -（SRCL-7718／初回CD+DVD）

⑦KEN YOKOYAMA（横山健）／Best Wishes
（PZCA-59）

⑧コーネリアス／Fantasma
（WPZL-30231／リマスター 初回2CD+DVD）

⑨ゴールデンボンバー／ザ・ゴールデンベスト
～Pressure～（EAZZ-38）

小泉今日子／Kyon30～なんてったって30年！～
（VIZL-465／2CD）

¥1,000

¥1,300

¥1,000

¥1,300

¥900

¥1,000

¥2,200

¥1,400

¥900

¥3,500

¥1,600 

¥900

¥2,000

¥800

¥1,400

⑩コスミック・インベンション／コンプリート・ベスト
（VICL-63812）

⑪ゴダイゴ／ゴールデン☆ベスト
（COCP-35441）

⑫小林旭／ゴールデン☆ベスト
（UICZ-6040）

小南泰葉／キメラ
（TOCT-29122）

小柳ルミ子／ゴールデン☆ベスト 
シングル・コレクション（MHCL-518／2CD）

近藤真彦／MATCHY BEST
（SRCL-6224）

COMPLEX／COMPLEX
（TOCT-95114／SHM-CD）

Serph／el esperanka
（NBL-207）

西郷輝彦／特別な名曲集～エクストラ60～
（CRCN-41134）

斉藤和義／ONE NIGHT ACOUSTIC RECORDING 
SESSION at NHK CR-509 Studio（VICL-63920）

斉藤由貴／YUKI’S MUSEUM
（PCCA-50139／HQCD 紙ジャケット）

⑬在日ファンク／爆弾こわい
（PCD-18657／初回CD+DVD）

⑭堺正章／サウンド・ナウ!
（COCP-38118／紙ジャケット）

⑮サカナクション／sakanaction
（VICL-63999）

坂本慎太郎／幻とのつきあい方
（ZEL-002／通常盤／プラケース）

¥1,200 

¥1,200 

¥900 

¥1,000

¥1,400 

¥800 

¥1,000

¥700

¥2,800 

¥1,000

¥1,200 

¥1,000

¥1,200 

¥1,200

¥900
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坂本龍一&カクトウギ セッション／サマー・ナーヴス
（MHCL-30130／Blu-spec CD2）

桜田淳子／ゴールデン☆ベスト
~シングル・コレクション（VICL-63440／2CD）

①SAKEROCK／MUDA
（DDCK-1023）

②ZAZEN BOYS／すとーりーず
（DQC-964／紙ジャケット）

③さだまさし／さだまさし／グレープ ベスト 
1973-1978（WPCL-10324／2CD）

④五月みどり／ゴールデン☆ベスト
（COCP-36645）

佐藤博／ゴールデン☆ベスト
~a fine piece of work（MHCL-2217）

⑤佐野元春／SOMEDAY
（MHCL-30003／Blu-spec CD2）

⑥さよならポニーテール／青春ファンタジア
ESCL-4031／2CD／初回特典完品）

⑦（（（さらうんど）））／NEW AGE
（DDCK-1031）

salyu×salyu／s（o）un（d）beams
（TFCC-86345／紙ジャケット）

沢田研二／沢田研二 A面コレクション
（UPCY-6521／3SHM-CD）

⑧サンボマスター／サンボマスター 究極ベスト
（SRCL-7609／初回2CD+DVD）

⑨Sick Team／Sick Team
（PCD-93407）

⑩柴田聡子／しばたさとこ島
（TENSAI-002）

¥700

¥1,500

¥900

¥900

¥1,200

¥900

¥900

¥700

¥1,300

¥1,400

¥800 

¥2,000

¥2,500

¥800

¥800

アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格 アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格

シブがき隊／ゴールデン☆ベスト
（MHCL-115／2CD）

SIMI LAB／Page1:ANATOMY OF INSANE
（SMMT-11）

SiM／SEEDS OF HOPE
（GILS-1001）

シモンズ／ゴールデン☆ベスト  
オール ソングス・コレクション（MHCL-30148／2CD）

［Champagne］／Me No Do Karate.
（RX-076）

⑪SHANK／CALLING
（TNAD-0027）

ジューシィ・フルーツ／Drink!
（COCP-37429／Blu-spec CD）

⑫N'夙川BOYS ／THANK YOU !!!
（VICL-64002／紙ジャケット）

⑬ジュディ オング／しんぐるこれくしょん 
Columbia Years 1966~1972（COCP-326912／2CD）

朱里エイコ／ワーナーイヤーズ 1971-1979 紙ジャ
ケットコレクション（WQCQ-301／紙ジャケット10CD-BOX）

⑭JUN SKY WALKER（S）／B（S）T
（XQKZ-91001／初回CD+DVD）

⑮ジョー山中／BAMBOO GRASS
（EDCE-1011）

少女隊／ゴールデン☆ベスト フォノグラム・
シングル・コレクション-（UPCY-6123）

私立恵比寿中学／エビ中の絶盤ベスト
～おわらない青春（DFCL-1956）

神聖かまってちゃん／楽しいね
（WPCL-11239）

¥900 

¥800 

¥900 

¥1,500

¥1,000 

¥800 

¥700

¥900

¥1,500 

¥9,500

¥800 

¥1,000

¥900 

¥900

¥800
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アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格 アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格

ズーニーヴー／ゴールデン☆ベスト
（COCP-37167）

①スカート／ひみつ
（KCZK-5）

杉真理／STARGAZER
（MHCL-30068／Blu-spec CD2）

杉山清貴＆オメガトライブ／ゴールデン☆ベスト
（VPCC-84169）

②スターダスト レビュー／BLUE & RED STARDUST
（30周年記念 生産限定特別価格パッケージ）（WPCL-10902／2CD）

③須藤薫／シェフズ スペシャル
（MHCL-1139／紙ジャケット）

ストリートスライダーズ／ホットメニュー
～ベストオブストリートスライダーズ（ESCB-1868／2CD）

ストレイテナー／21st CENTURY ROCK BAND
（TOCT-29147／通常盤）

砂原良徳／liminal
（KSCL-1666／初回CD+DVD）

④Spangle call Lilli line ／SINCE2
（PECF-1073／2CD+ブックレット）

SPECIAL OTHERS／Have a Nice Day
（VIZL-475／初回CD+DVD）

スマイレージ／スマイレージ ベストアルバム完全版（1）
 （HKCN-50234／初回CD+DVD）

S.L.A.C.K. ／Whalabout? 
（DERCD-013）

⑤聖飢魔Ⅱ／聖飢魔Ⅱ～悪魔が来たりてヘヴィメタる
（MHCL-30098／Blu-spec CD2）

SEKAI NO OWARI／ENTERTAINMENT
（TFCC-86389／通常盤）

¥800

¥800

¥700

¥700

¥1,700

¥1,200

¥1,000

¥1,000

¥600

¥1,000

¥1,200 

¥1,200

¥800

¥700

¥900

⑥cero／My Lost City
（DDCK-1030）

センチメンタルシティロマンス／シティマジック
（UPCY-6679）

SO NICE／LOVE
（OTCD-2441）

⑦相対性理論／TOWN AGE
（XNMR-68114）

⑧ザ タイガース／ザ タイガース 1967-1968 
-レッド ディスク（UPCY-6677）

DAISHI DANCE／WONDER Tourism
（UPCH-1895）

⑨高木正勝／おむすひ
（PECF-1063／2CD）

⑩竹内まりや／ユニヴァーシティー・ストリート
（BVCK-37013／紙ジャケット）

dustbox／STARBOW
（FGCA-25）

⑪谷山浩子／谷山浩子ベスト 白と黒
（YCCW-10018／2CD）

⑫田端義夫／オース! バタヤン ソングコレクション
（TECE-3153）

⑬田原俊彦／田原俊彦ベスト
（PCCA-1616）

⑭たま／さんだる
（BRIDGE-200／紙ジャケット）

環ROY／ラッキー 
（POP-140）

⑮タルトタタン／テトラッド
（ERCD-28001／初回2CD）

¥1,000 

¥1,000 

¥1,200 

¥1,300

¥1,200 

¥700 

¥1,300

¥2,000

¥700 

¥1,500

¥1,500 

¥700

¥1,200 

¥900

¥1,000
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TAN TAN／愛は面影の中に +2
（COCP-38173）

ちあきなおみ／ちあきなおみ 全曲集 
～黄昏のビギン～（TECE-32335）

①チェッカーズ／COMPLETE THE CHECKERS～ 
ALL SINGLES COLLECTION（PCCA-2002／2CD）

Chocolove from AKB48／メールの涙
（UPCH-5481／通常盤A）

ツトム ヤマシタ／ゴー
（UICY-94107／SHM-CD 紙ジャケット）

鶴岡雅義と東京ロマンチカ／スター☆デラックス
鶴岡雅義と東京ロマンチカ（TECE-3147）

②TM NETWORK／TM NETWORK ORIGINAL
SINGLES 1984-1999（MHCL-20164／3CD）

③TEI TOWA／LUCKEY
（WPCL-11516）

寺井尚子／ライムライト
（TOCJ-68093）

④テレサ・テン／テレサ・テン全曲集
～ふたたび（再来）（UPCY-6707／2CD+DVD）

⑤the telephones／Laugh，Cry，Sing…And
Dance!!! （TOCT-29130／紙ジャケット）

⑥田我流／B級映画のように2
（MJCD-059）

でんぱ組.inc／ねぇきいて? 宇宙を救うのは、きっとお寿司…
ではなく、でんぱ組.inc!（TFCC-86370／通常盤 トレカ付）

⑦10-FEET／10-BEST 2001-2009
（UPCH-29059）

TOTALFAT／DAMN HERO
（KSCL-1800／DVD付き）

¥1,200

¥1,200

¥1,200 

¥1,200 

¥900 

¥1,000

¥1,700

¥1,300 

¥800 

¥1,500 

¥1,200

¥800

¥800 

¥1,500

¥1,000

アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格 アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格

⑧DOPING PANDA／THE BEST OF THE
DOPING PANDA（SRCL-7492）

東京カランコロン／We are 東京カランコロン
（AVCD-38665）

土岐麻子／CASSETTEFUL DAYS 
～Japanese Pops Covers～（RZCD-59190）

徳永英明／VOCALIST VINTAGE
（UMCK-9489／初回限定盤B:ボーナストラック入り）

⑨トクマルシューゴ／In Focus?
（PCD-18688／限定盤2CD）

⑩Tomato n’ Pine／PS4U
（SRCL-8037／通常盤）

DRADNATS／OVERTAKE
（FACE-107）

ザ ドリフターズ ／ザ・ドリフターズ ベストコレクション
（WMP-40036）

中川五郎／25年目のおっぱい
（TKCA-73947）

なかの綾／へたなうそ
（UMCK-1454）

⑪中原めいこ／ロートスの果実
（TOCT-12010）

⑫中森明菜／ベスト・コレクション～ラブ・ソングス＆ポップ・ソン
グス～（30周年記念生産限定特別価格盤）（WPCL-11117／2CD）

⑬ザ・なつやすみバンド／TNB!
（TNBCD-001／紙ジャケット／定価1，600円）

⑭七尾旅人／リトルメロディ
（PECF-1052／紙ジャケット）

⑮難波章浩 -AKIHIRO NAMBA-／WAKE UP!!!
（NFCD-27342／CD+DVD／マスク付き／7インチジャケット）

¥1,000

¥900

¥900

¥800

¥900

¥1,100 

¥700

¥700

¥900

¥900

¥700

¥1,200

¥700

¥1,000

¥1,000
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アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格 アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格

①二階堂和美／にじみ
（PCD-18654）

②西島三重子／ワーナーイヤーズ 1975-1980
（WQCQ-281／紙ジャケット5CD-BOX）

西山瞳トリオ／Sympathy
（MT-4）

ニューエストモデル／アーリー・ソウル・フラワー・
シングルズ （KICS-1460／初回紙ジャケット仕様2CD）

Negicco／Negicco 2003～2012 -BEST-
（TPRC-0009）

THE BIRTHDAY／VISION
（UMCK-9495／初回CD+DVD）

③ハカイハヤブサ／AS ALWAYS
（UPCH-29129／バンダナ付き）

挾間美帆／ジャーニー・トゥ・ジャーニー
（UCCJ-2107）

④橋幸夫 ／橋幸夫 ザ・ベスト
（VICL-63901）

⑤HUSKING BEE／SOMA
（HICC-3432）

パスピエ／ONOMIMONO
（WPCL-11100／定価1,800円）

ぱすぽ☆／TAKE☆OFF ファーストクラス盤
（JRRC-1020）

⑥はちみつぱい／センチメンタル通り
（KICS-2568）

back number ／blues
（UMCK-9565／初回CD+DVD）

⑦初恋の嵐／初恋に捧ぐプラス
（UPCY-6666／2CD）

¥1,000

¥4,500

¥900 

¥1,700 

¥900 

¥1,200

¥900

¥900 

¥1,300 

¥1,000

¥700

¥2,200 

¥600

¥1,400

¥1,500 

⑧はっぴいえんど／CITY
（KICS-91804／紙ジャケット）

ハナレグミ／だれそかれそ
（VICL-64024）

⑨Perfume／JPN
（TKCA-73730／初回CD+DVD）

⑩浜口庫之助／スター☆デラックス 浜口庫之助 
自作自演集（COCP-37733）

⑪早見優／Thank YU～30th Anniversary 
Single Best～（UPCY-6664／2CD）

原田知世／原田知世 2000 ベスト
（SRCL-4829）

⑫原真祐美／アイドル ミラクルバイブル・シリーズ~コロム
ビア・アイドル・アーカイブス～原真祐美ベスト（COCP-32483）

haruka nakamura／Twilight
（AMIP-0035／リイシュー）

ハンバートハンバート×COOL WISE MAN／
ハンバート・ワイズマン!（UPCH-9750／初回CD+DVD）

ザ ヴィーナス／ゴールデン☆ベスト
（TKCA-72794）

⑬美狂乱／美狂乱
（KICS-91705／リマスター 紙ジャケット）

BEGIN／トロピカルフーズ
（TECI-1344）

⑭BiS／IDOL is DEAD
（AVCD-38574／1CD 生写真付）

BIGMAMA／ROCLASSICK
（RX-039／CD+DVD）

⑮一十三十一／Surfbank Social Club
（HBRJ-1009）

¥600

¥1,500

¥900

¥1,100

¥1,500 

¥1,800 

¥1,200 

¥1,000

¥1,000

¥700 

¥800 

¥1,000

¥1,000

¥800

¥1,200
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①弘田三枝子／しんぐるこれくしょん 
（COCP-330389／2CD）

ピンクレディー／ゴールデン☆ベスト~コンプリート
シングルコレクション（VICL-63438／2CD）

②FACT／BURUNDANGA
（MXMM-10011）

③FUNKY MONKEY BABYS／ファンキーモンキー
ベイビーズ LAST BEST（MUCD-8040／初回3CD+DVD）

④Fear, and Loathing in Las Vegas／All That
 We Have Now（VPCC-81741）

⑤フィッシュマンズ／空中キャンプ
（UPCY-9230／SHM-CD）

⑥フインガー5／Best&Nonstop フィンガー5
（UPCY-6669／2CD+DVD）

⑦ザ フォーク クルセダーズ／
若い加藤和彦のように（TOCT-29142）

⑧FOUR GET ME A NOTS／BLINKS
（KICS-1891）

⑨ふくろうず／テレフォンNo.1
（ESCL-4080）

⑩藤圭子／ゴールデン☆ベスト ヒット&カバー
コレクション 艶歌と縁歌（MHCL-1825／2CD）

フジファブリック／SINGLES 2004-2009
（TOCT-26970）

風吹ジュン／ゴールデン☆ベスト
（TECE-1123）

BLAHRMY／A REPORT OF THE BIRDSTRIKE
（DLIP-0007）

⑪bloodthirsty butchers／血に飢えた四半世紀
（KIZC182-94）

¥1,500

¥1,000

¥900

¥1,800

¥1,200

¥800 

¥1,800 

¥1,500

¥1,000

¥900

¥1,300

¥900

¥700

¥900

¥12,000

アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格 アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格

BRAHMAN／ETERNAL RECURRENCE
（TFCC-86299）

BLANKEY JET CITY／COMPLETE SINGLE 
COLLECTION 「SINGLES」 （UPCY-6688／2SHM-CD）

フリッパーズ・ギター／カメラ・トーク
（MTCD-1070／紙ジャケット ボーナストラック入り）

⑫PRINCESS PRINCESS／THE REBIRTH BEST
～再会～（SECL-1147／初回CD+DVD）

THE BLUE HEARTS／THE BLUE HEARTS
（MECR-2031／リマスター）

THA BLUE HERB ／TOTAL
（TBHRCD-020）

古内東子／and then...～20th anniversary BEST～
（AVCD-38590／2CD）

BOOM BOOM SATELLITES／REMIXED
（SRCL-8129／2CD）

HEY-SMITH／NOW ALBUM
（CBR-57）

BaBe／ザ・プレミアムベスト
（PCCA-3747／2CD）

⑬BOφWY／GIGS JUST A HERO TOUR 1986
 NAKED（TOCT-98013／Blu-spec CD2）

BO GUMBOS／BEST OF BO GUMBOS
（ESCB-1675）

⑭星野源／Stranger
（VICL-63996）

⑮細野晴臣／HOSONO HOUSE
（KICS-2561）

HOTSQUALL／DRIVING SQUALL
（ONION-1001）

¥900

¥1,000 

¥800

¥1,500

¥1,200 

¥900

¥1,400

¥900

¥1,000

¥1,300

¥1,100

¥1,900 

¥1,300

¥600

¥900
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アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格 アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格

WHITE ASH／Quit or Quiet
（RTC-23）

①本間千代子／ゴールデン☆ベスト
（COCP-36646）

②前川清／こんないい曲ありました
～前川清＆大沢悠里の自薦他薦～（TECE-25998）

③前野健太／オレらは肉の歩く朝
（PECF-1062／紙ジャケット）

④マキシマムザホルモン／ロッキンポ殺し
（VPCC-81507）

槇原敬之／春うた、夏うた。～どんなときも。
（WPCL-11353）

マジカル パワー マコ／マジカル・パワー
（ISCP-1141／紙ジャケット）

真島昌利／RAW LIFE-Revisited-
（MHCL-1077／2CD）

⑤松田聖子／SEIKO STORY ～80's HITS 
COLLECTION～（MHCL-20128／2Blu-spec CD）

⑥松任谷由実／松任谷由実40周年記念ベストアルバム 
日本の恋と、ユーミンと。（TOCT-29100／初回3CD+DVD）

MAN WITH A MISSION／
MAN WITH A MISSION（CRCP-40295）

⑦美空ひばり／LOVE! MISORA HIBARI JAZZ & STANDARD 
COMPLETE COLLECTION 1955-66（COCP-33254／2CD）

⑧THEE MICHEELE GUN ELEPHANT／THEE 
GREATEST HITS （UMCK-9315／初回2SHM-CD+DVD）

⑨南沙織／ゴールデン☆ベスト コンプリート・
シングルコレクション（MHCL-1788／2CD）

三原順子／三原順子 パーフェクト・ベスト
（KICS-1578）

¥900

¥900 

¥1,200 

¥900

¥900

¥1,200

¥1,300 

¥1,200

¥1,700 

¥2,000

¥800 

¥1,500

¥1,900

¥1,500 

¥900 

⑩miwa／guitarium
（SRCL-7890／初回CD+DVD）

⑪美輪明宏／老女優は去り行く-美輪明宏のすべて
+2（MHCL-2257／2CD）

村下孝蔵／初恋～浅き夢みし
（MHCL-30066／Blu-spec CD2）

ムーンライダーズ／カメラ=万年筆スペシャル・
エディション（CRCP-20472／2CD）

⑫村八分／くたびれて 
（GOODLOV-016）

MURO／DIGGIN' FOR BEATS
（DIG-1002）

Moment String Quartet&Rui Nagai／弦楽四重奏とメロトロンに
よるプログレッシヴ・ロック、そしてヴォーカルは何処に。（SNS-2006）

THE MODS／HANDS UP
（MHCL-30040／Blu-spec CD2）

⑬ももいろクローバーZ／バトル アンド ロマンス
（KICS-1678）

森高千里／ザ・シングルス
（WPCL-11128／3CD 初回ブックレット付）

MONGOL800／800BEST-simple is the BEST!-
（HICC-3403）

やくしまるえつこ／RADIO ONSEN EUTOPIA
（XNMR-1225）

⑭薬師丸ひろ子／ゴールデン☆ベスト
（TOCT-10875）

⑮やけのはら／SUNNY NEW LIFE
（PECF-1069）

やしきたかじん／やしきたかじん ゴールデン☆ベスト
（VICL-63226／2CD）

¥1,000 

¥1,500

¥700

¥1,300

¥1,100

¥800

¥800

¥700

¥700 

¥2,000

¥900

¥1,100

¥700 

¥900

¥900
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①矢野顕子／矢野顕子、忌野清志郎を歌う
（YCCW-10192）

yanokami／遠くは近い
（YCCW-10163）

矢野沙織／Answer
（COCB-54001）

②山口百恵／ゴールデン☆ベスト
アルバムセレクション（MHCL-2270／2CD）

③山下久美子／シングル コレクション
（WMP-20031）

④山下達郎／RIDE ON TIME
（BVCR-17017／リマスター）

山下洋輔／スパークリング・メモリーズ
（UCCJ-2106／SHM-CD）

山中千尋／アフター・アワーズ～オスカー・ピーター
ソンへのオマージュ（UCCJ-2100）

山本剛トリオ／ジェントル・ブルース
（VHCD-1118）

⑤由紀さおり／スマイル
（TOCT-29123）

雪村いづみ／ゴールデン☆ベスト（EMI YEARS）
（TOCT-11289）

⑥吉田拓郎／ゴールデン☆ベスト
~Words&Melodies~（MHCL-1898／2CD）

⑦芳野藤丸／ロマンティック・ガイズ
（RATCD-4338／SHM-CD／紙ジャケット）

⑧四人囃子／一触即発（＋2）
（UPCH-20015／紙ジャケット）

⑨THEラブ人間／SONGS
（VICL-64013）

¥1,300

¥800

¥800 

¥1,500

¥700 

¥1,200 

¥900 

¥600 

¥900 

¥1,300

¥900

¥1,200

¥1,000

¥700 

¥1,000

アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格 アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格

⑩LAMA／Modanica
（KSCL-2166／初回CD+DVD）

REBECCA／REBECCA Ⅳ～Maybe Tomorrow～
（MHCL-30017／Blu-spec CD2）

locofrank／locofrank 1998-201
（XQEJ-91002／CD+DVD）

⑪LOSTAGE／ECHOES
（DDCZ-1812）

⑫YMO／ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー
（MHCL-20103／Blu-spec CD／紙ジャケット）

ONE OK ROCK／人生x僕=
（AZCS-1024／通常盤）

⑬オムニバス／真夜中のボサ・ノバ
（COCP-37261／2CD）

⑭オムニバス／銀座カンカン娘~僕の音楽人生
〈完結編〉（VICL-64017）

オムニバス／昭和ダイナグルーヴ キングレコード篇
（BRIDGE-207）

オムニバス／筒美京平 GOLDEN HITSTORY
~WAKU WAKU させて~（KICS-1857）

オムニバス／筒美京平 GOLDEN HITSTORY 
~卒業~（PCCA-3772）

オムニバス／流れゆく歌~五木寛之作品集
（COCP-37942／2CD）

オムニバス／夢であいましょう 今月のうた 大全
（TOCT-29064／CD+DVD）

オムニバス／「春子の部屋」～あまちゃん 
80's HITS～ ソニーミュージック編（MHCL-2324）

⑮オムニバス／「春子の部屋」～あまちゃん 
80's HITS～ ビクター編（VICL-64072）

¥1,100

¥700

¥1,000

¥1,000

¥3,000 

¥1,000

¥1,700 

¥1,300

¥1,200

¥1,500

¥1,500

¥1,700

¥1,600

¥1,000 

¥1,000 
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アーティスト／タイトル （規格番号／特記事項） 買取価格 著者／タイトル／ISBN／特記事項 買取価格

オムニバス／加藤和彦 作品集
（COCP-37459／2CD）

①オムニバス／木田高介アンソロジー~どこへ 
（CDSOL-1456／2CD）

オムニバス／昭和鉄道歌謡・レアコレクション 
クラウンレコード編（BRIDGE-215）

②オムニバス／Girls in theme songs Red
（COCP-37277／2CD）

オムニバス／クライマックス・ベスト 80'sゴールド
（MHCL-1951／2CD）

③オムニバス／アイドル・ミラクルバイブルシリーズ 高橋
美枝・渡辺千秋・村田恵里 シングル・コレクション（MHCL-679）

④オムニバス／BOMB presents
「永遠の’80お宝アイドル大集合!」（MHCL-200）

⑤オムニバス／イエローマジック歌謡曲
（MHCL-490／3CD）

オムニバス／テクノマジック歌謡曲
（MHCL-493／2CD）

オムニバス／ハロー!プロジェクト スペシャル
ユニット メガベスト（EPCE-5604／CD+DVD）

⑥著者／働く男
（9784838725199）

星野源／ばらばら
（9784898152119／CD付き）

星野源、平野太呂／クイック・ジャパン Special Issue ももい
ろクローバーZ ~The Legend~ 2008-2013（9784778313722）

⑦久米泰弘／電気グルーヴ、石野卓球と
その周辺。: アイデア特別編集（9784416113165）

⑧宮藤官九郎／え、なんでまた?
（9784163762302）

¥1,400

¥1,800

¥1,200

¥1,200

¥1,200 

¥1,200 

¥1,300 

¥2,300 

¥1,500 

¥1,000 

¥500

¥1,400

¥500

¥800

¥500

⑨園子温／非道に生きる
（9784255006772）

⑩みうらじゅん、又吉直樹、町田康、松井咲子（AKB48）、他／
学校では教えてくれない人生を変える音楽（9784309616797）

山本信太郎／昭和が愛したニューラテンクォーター ナイトク
ラブ・オーナーが築いた戦後ショービジネス（9784925064781）

⑪吉野寿／天沼メガネ節
（9784791766871）

村上龍、坂本龍一／21世紀のEV.Cafe
（9784906700790）

⑫大槻ケンヂ／40代、職業・ロックミュージシャン 大人になってもドロップアウトし続けるた
めにキッチリ生きる、'80年代から爆走中、彼らに学ぶ「生きざま」の知恵（9784048914017）

いとうせいこう／想像ラジオ
（9784309021720）

⑬長井英治（監修）／日本の女性シンガー・ソングラ
イター （ディスク・コレクション）（9784401638048）

⑭岡本俊浩、他／野外フェスのつくり方
（9784845910519）

忌野清志郎／瀕死の双六問屋 完全版
（9784404041432／CD付き）

川崎大助／フィッシュマンズ 彼と魚のブルーズ
（9784309272368）

⑮志村正彦（フジファブリック）／東京、音楽、
ロックンロール 完全版（9784860520946）

二木信／しくじるなよルーディ
（9784906700707）

久住昌之／孤独のグルメ 【新装版】
（9784594056445）

吉田豪、掟ポルシェ／電池以下
（9784757221253）

¥400

¥500

¥1,000

¥700

¥600

¥400

¥500

¥800

¥800

¥800

¥1,200

¥700

¥800

¥400

¥500

① ② ④③ ⑤

⑥ ⑦ ⑨⑧ ⑩

⑪ ⑫ ⑭⑬ ⑮
オ
ム
ニ
バ
ス
、
音
楽
書
籍
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