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ポール・マッカートニー
祝来日! ロック界の至宝が11年ぶりに日本にやってきます。膨大なリリースの中には、実は現在廃盤状態のタイトルや、
それでしか聴けない入手困難なシングル盤なども多く存在します。2013年はポールをとことん楽しみましょう!!

ポール・マッカートニー
ポール・マッカートニー 
1987年発売の国内初版CD。3,200円定価の消費税
表記なし。赤帯付。1970年発表の記念すべきファースト・
ソロ・アルバム。

¥2,000（CP32-5454）
買取
価格

ポール＆リンダ・マッカートニー
ラム 
1987年発売の国内初版CD。3,200円定価の消費税表
記なし。赤帯付。妻のリンダと共同名義で1971年に発表
されたアルバム。

¥2,000（CP32-5455）
買取
価格

ウイングス
ウィングス・ワイルド・ライフ 
1988年発売の国内初版CD。2,800円定価の消費税表
記なし。GREENLINE帯付。初CD化に際しシングルから
4曲を追加収録。1971年発表のウイングス名義のファー
スト・アルバム。

¥1,500（CP28-1016）
買取
価格

ポール・マッカートニー＆ウイン
グス レッド・ローズ・スピードウェイ 
1988年発売の国内初版CD。2,800円定価の消費税表
記なし。GREENLINE帯付。初CD化に際しシングルから
3曲を追加収録。1973年発表のウイングス名義のセカン
ド・アルバム。

¥2,000（CP28-1017）
買取
価格

ポール・マッカートニー＆ウイン
グス バンド・オン・ザ・ラン 
1985年発売の国内初版CD。3,200円定価の消費税表
記なし帯付。ポールのビートルズ以降の人気を決定付け
た1973年発表の傑作。

¥2,500（CP32-5038）
買取
価格

ウイングス
ヴィーナス・アンド・マース 
1985年発売の国内初版CD。3,200円定価の消費税
表記なし帯付。1975年発表のウイングス名義4枚目の
アルバム。

¥2,000（CP32-5087）
買取
価格

ウイングス
スピード・オブ・サウンド＋3 
1989年発売の国内初版CD。2,340円定価のミッドプライ
ス帯付。初CD化に際しシングルから1曲と、カントリー・ハム
ズ名義で発表した2曲を追加収録。1976年発表のウイン
グス5枚目のアルバム。

¥1,300（TOCP-5985）
買取
価格

ウイングス
U.S.A.ライブ 
1987年発売の国内初版CD。5,600円定価の消費税表
記なし。赤帯付。1976年発表のウイングスの全米ツアー
を記録したライブ・アルバム。

¥2,500（CP28-5456/57）
買取
価格

ウイングス
ロンドン・タウン 
1989年発売の国内初版CD。2,340円定価のミッド
プライス帯付。後のリマスター盤では聴けない「GIRL 
SCHOOL」の3分15秒ショート・バージョンを追加収
録。1978年発表作。

¥1,300（TOCP-5988）
買取
価格

ウイングス｜ポール・マッカート
ニー バック・トゥ・ジ・エッグ 
1989年発売の国内初版CD。2,340円定価のミッドプ
ライス帯付。初CD化に際しシングルから3曲を追加収
録。1979年発表のウイングス名義のラスト・アルバム。

¥1,300（TOCP-5990）
買取
価格

ポール・マッカートニー
マッカートニーII 
1988年発売の国内初版CD。2,800円定価の消費税
表記なし。GREENLINE帯付。初CD化に際しシングル
から2曲を追加収録。1980年発表のソロ名義セカンド・
アルバム。

¥1,500（CP28-1018）
買取
価格

ポール・マッカートニー
タッグ・オブ・ウォー 
1982年発表、同年に発売の国内初版CD。3,500円定価
の消費税表記なし帯付。ポールの記念すべき初CD作品。
真正初版のCBS／SONYプレス（デイスクセンター部分に
刻印）は更にレア！！

¥4,000（CP35-3001）
買取
価格

ポール・マッカートニー
パイプス・オブ・ピース 
1984年発売の国内初版CD。3,500円定価の消費税表
記なし。角丸帯付。マイケル・ジャクソンとのデュエット曲を
収録した1983年発表作。

¥2,500（CP35-3084）
買取
価格

ポール・マッカートニー
ヤァ！ ブロード・ストリート 
1987年発売の国内初版CD。3,200円定価の消費税表
記なし。赤帯付。LPと比べ収録曲中4曲が無編集のロン
グ・バージョン、更に2曲を追加収録。1984年発表の自身
主演のサントラ盤

¥2,000（CP32-5458）
買取
価格

ポール・マッカートニー
プレス・トゥ・プレイ 
1986年発表、同年に発売の国内初版CD。3,200円
定価の消費税表記なし帯付。CDのみボーナストラック
3曲収録。

¥800（CP32-5156）
買取
価格

ウイングス
グレイテスト・ヒッツ 
1984年発売の国内初版CD。3,500円定価の消費税表
記なし。赤帯付。1978年発表の、アルバム未収録のシン
グルも収録したウイングスのベスト盤。

¥2,000（CP35-3114）
買取
価格

アメーバズ・シークレット
ポ－ル・マツカ－トニ－ 
2009年発売のSHM-CD仕様。2007年作「MEMORY 
ALMOST FULL」発売記念のインストア・ライブの模様を
収めた4曲入りライブ盤。

¥1,800（UCCO9157）
買取
価格

MAIL ON SUNDAY PLUS 
CD Paul Mccartney 
英国の新聞「MAIL ON SUNDAY」の付録CD付き2010.
1.17号。「AMOEBA'S SECRET」では4曲しか聴けなか
ったインストア・ライブの模様を12曲に拡大して収録。

¥800（MAILONSUNDA）
買取
価格

PAUL MCCARTNEY & WINGS
Band On The Run 
2010年発売のリマスター盤デラックス・エディション
（2CD+DVD）に、アメリカの家電量販店BEST BUYがも
う一枚DVDを付けた。BEST BUY限定4枚組仕様。

¥1,500（232715）
買取
価格

BACK IN THE US
Paul Mccartney 
2002年の全米ツアーの模様を記録したライブ盤（CD2
枚組）、アメリカの家電量販店BEST BUYがDVDを付け
た。BEST BUY限定3枚組仕様。

¥1,500（42318）
買取
価格

ポール・マッカートニー オフ・ザ・
グラウンド・ザ・コンプリート・ワークス 
1993年発表の8作目に、シングルでしか聴けないカップリ
ング曲や、1991年MTVアンプラグド・ライブの音源を収
録した拡大盤2枚組仕様。国内盤だけでなく輸入盤も高
価買取します。

¥3,000（TOCP-8207／08）
買取
価格

HOPE OF DELIVERANCE
Paul Mccartney 
1993年の「OFF THE GROUND」からのシングル。コ
ンプリート・ワークスにも収録されていない「HOPE OF 
DELIVERANCE」のリミックス2曲をカップリング。英
米未発売シングル。

¥1,000（72438808732）
買取
価格

C’MON PEOPLE
Paul Mccartney 
1993年の「OFF THE GROUND」からのシングル。コ
ンプリート・ワークスにも収録されていない「HOPE OF 
DELIVERANCE」のリミックス2曲をカップリング。英
米流通シングル。

¥800（CDR6338）
買取
価格

OFF THE GROUND
Paul Mccartney 
1993年の「OFF THE GROUND」からのシングル。コンプリー
ト・ワークスにも収録されていない「OFF THE GROUND」
リミックス・バージョン。英米未発売シングル。

¥1,200（880752）
買取
価格

BIKER LIKE AN ICON
Paul Mccartney 
1993年の「OFF THE GROUND」からのシングル。英米、
そして日本では未発売、一部ヨーロッパでしか発売されな
かったレア・シングル。

¥1,000（CDM8810422）
買取
価格
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ポール・マッカートニー
ポール・マッカートニー 
1999年日本のみで発売された紙ジャケット仕様。パッケー
ジはもちろん、以前の規格で一部タイトルに収録されてい
たボーナストラックを排除するなど、再現度をとことん追及し
たこだわりを感じる逸品。

¥1,500（TOCP-65500）
買取
価格

ポール＆リンダ・マッカートニー
ラム 
1999年日本のみで発売された紙ジャケット仕様。パッケー
ジはもちろん、以前の規格で一部タイトルに収録されてい
たボーナストラックを排除するなど、再現度をとことん追及し
たこだわりを感じる逸品。

¥1,500（TOCP-65501）
買取
価格

ウイングス
ウィングス・ワイルド・ライフ 
1999年日本のみで発売された紙ジャケット仕様。パッケー
ジはもちろん、以前の規格で一部タイトルに収録されてい
たボーナストラックを排除するなど、再現度をとことん追及し
たこだわりを感じる逸品。

¥2,000（TOCP-65502）
買取
価格

ウイングス
レッド・ローズ・スピードウェイ 
1999年日本のみで発売された紙ジャケット仕様。パッケー
ジはもちろん、以前の規格で一部タイトルに収録されてい
たボーナストラックを排除するなど、再現度をとことん追及し
たこだわりを感じる逸品。

¥2,500（TOCP-65503）
買取
価格

ウイングス
バンド・オン・ザ・ラン 
1999年日本のみで発売された紙ジャケット仕様。パッケー
ジはもちろん、以前の規格で一部タイトルに収録されてい
たボーナストラックを排除するなど、再現度をとことん追及し
たこだわりを感じる逸品。

¥2,000（TOCP-65504）
買取
価格

ウイングス ヴィーナス・アンド・マース 
1999年日本のみで発売された紙ジャケット仕様。パッケー
ジはもちろん、以前の規格で一部タイトルに収録されてい
たボーナストラックを排除するなど、再現度をとことん追及し
たこだわりを感じる逸品。

¥3,000（TOCP-65505）
買取
価格

ウイングス スピード・オブ・サウンド 
1999年日本のみで発売された紙ジャケット仕様。パッケー
ジはもちろん、以前の規格で一部タイトルに収録されてい
たボーナストラックを排除するなど、再現度をとことん追及し
たこだわりを感じる逸品。

¥2,500（TOCP-65506）
買取
価格

ウイングス U.S.A.ライブ 
1999年日本のみで発売された紙ジャケット仕様。パッケー
ジはもちろん、以前の規格で一部タイトルに収録されてい
たボーナストラックを排除するなど、再現度をとことん追及し
たこだわりを感じる逸品。

¥4,000（TOCP-65507）
買取
価格

ポール・マッカートニー＆ウイン
グス ロンドン・タウン 
1999年日本のみで発売された紙ジャケット仕様。パッケー
ジはもちろん、以前の規格で一部タイトルに収録されてい
たボーナストラックを排除するなど、再現度をとことん追及し
たこだわりを感じる逸品。

¥3,000（TOCP-65510）
買取
価格

ポール・マッカートニー＆ウイン
グス バック・トゥ・ジ・エッグ 
1999年日本のみで発売された紙ジャケット仕様。パッケー
ジはもちろん、以前の規格で一部タイトルに収録されてい
たボーナストラックを排除するなど、再現度をとことん追及し
たこだわりを感じる逸品。

¥2,000（TOCP-65511）
買取
価格

ポール・マッカートニー
マッカートニーII 
1999年日本のみで発売された紙ジャケット仕様。パッケー
ジはもちろん、以前の規格で一部タイトルに収録されてい
たボーナストラックを排除するなど、再現度をとことん追及し
たこだわりを感じる逸品。

¥1,500（TOCP-65512）
買取
価格

ポール・マッカートニー
タッグ・オブ・ウォー 
1999年日本のみで発売された紙ジャケット仕様。パッケー
ジはもちろん、以前の規格で一部タイトルに収録されてい
たボーナストラックを排除するなど、再現度をとことん追及し
たこだわりを感じる逸品。

¥2,500（TOCP-65513）
買取
価格

ポール・マッカートニー
パイプス・オブ・ピース 
1999年日本のみで発売された紙ジャケット仕様。パッケー
ジはもちろん、以前の規格で一部タイトルに収録されてい
たボーナストラックを排除するなど、再現度をとことん追及し
たこだわりを感じる逸品。

¥3,000（TOCP-65514）
買取
価格

ポール・マッカートニー
ヤァ！ブロード・ストリート 
1999年日本のみで発売された紙ジャケット仕様。パッケー
ジはもちろん、以前の規格で一部タイトルに収録されてい
たボーナストラックを排除するなど、再現度をとことん追及し
たこだわりを感じる逸品。

¥2,500（TOCP-65515）
買取
価格

ポール・マッカートニー
プレス・トゥ・プレイ 
1999年日本のみで発売された紙ジャケット仕様。パッケー
ジはもちろん、以前の規格で一部タイトルに収録されてい
たボーナストラックを排除するなど、再現度をとことん追及し
たこだわりを感じる逸品。

¥2,500（TOCP-65516）
買取
価格

46664 ONE YEAR ON
V.A. 
2004年、ネルソン・マンデラ主催のエイズ撲滅プロジェク
トで発売されたスペイン限定、超入手困難激レア・シン
グルCD。ポールとディヴ・スチュワートの共作「WHOLE 
LIFE」収録。

¥5,000（43190500808）
買取
価格

SILLY LOVE SONGS
Paul Mccartney 
2005年発売。デンマーク限定リミックス・シングル。2バー
ジョン収録。オリジナルは1976年のアルバム「SPEED 
OF SOUND」収録曲。ペーパー・スリーブ仕様

¥1,500（33450881）
買取
価格

TROPIC ISLAND HUM & WE ALL 
STAND TOGETHER Paul Mccartney 
2004年発売。ポールが制作したアニメDVD「TALES OF 
WONDER」と併せて英国限定でリリースされた激レアCD
シングル。表題曲は「Rupert The Bear」主題歌。

¥2,500（24386）
買取
価格

JENNY WREN （MAXI）
Paul Mccartney 
2005年発表のアルバム「CHAOS AND CREATION～」
からのシングル。このシングルはジャケットと収録曲数違い
で2種類存在し、こちらはアルバム未収録曲を2曲カップ
リングした3曲入り

¥1,000（CDRS6678）
買取
価格

夢の翼～ヒッツ＆ヒストリー～
ポール・マッカートニー 
2001年発売の、ポール自身が選曲した2枚組ベスト・アル
バム。全曲24ビット・デジタル・リマスター、未発表のメドレー
収録、また、日本盤にはボーナストラックを収録。初回盤は
3Dスリーブ・ケース付

¥1,000（TOCP-53464/65）
買取
価格

ディス・ワン
ポール・マッカートニー 
1989年のアルバム「FLOWERS IN THE DIRT」からの
シングル。国内盤は8cm短冊CDシングル仕様。12インチ
と同様の4曲を収録。

¥1,200（XP122103）
買取
価格

ア・リーフ
ポール・マッカートニー 
1995年発表のシングル。日本盤は8cm短冊CD仕様。
ポール作曲のクラシック・ピアノ・ソロ曲。演奏はアニヤ・
アレキセ-エフ。

¥1,000（TODP-2526）
買取
価格

マイ・ブレイブ・フェイス
ポール・マッカートニー 
1989年のアルバム「FLOWERS IN THE DIRT」からの
シングル。国内盤は8cm短冊CDシングル仕様。12インチ
と同様の4曲を収録。

¥1,000（XP122087）
買取
価格

VENUS & MARS DTS-CD
Wings 
5.1Chサラウンドが楽しめる、マルチ・チャンネル・オーディオ
先駆者、DTS社によるDTS-CD。こちらは通常のCDサイ
ズのケースに入った初期盤。通常CDより背が高いサイズ
の方も高価買取します。

¥3,000（DTS-4401）
買取
価格

ELECTRIC ARGUMENTS 
DELUXE EDITION Fireman 
ファイアーマンの2008年作の、公式HPで販売されたデラッ
クス・エディション。CD2枚、DVD2枚、重量盤レコード2枚、
ブックレット、アートプリント2枚を収めた貫禄のアルミ製
ボックス仕様。

¥18,000（TPLP1003DE）
買取
価格



04 　　　　　　  ロックＣＤ買取選書 2013秋冬号

FUTURE COLLECTABLES.
2013年も豊作の年でした!! ROCK GIANTの新作は良質なものが多かった印象。
BOXアイテム、貴重なLIVE音源の数々、待望の再発や作曲家シリーズなどなど…未来のコレクターズアイテムの予感!!

アレックス・チルトン
フリー・アゲイン~1970セッションズ 
幻のファースト・ソロ・アルバムにモノ・ミックス（4曲）、 未発
表曲デモ（2曲）、ステレオ・ミックス（1曲）を追加収録したエ
クスパンデッド版。特典コメントシート付ならさらに増額。輸
入盤も高価買取します。

¥1,200（MSIG0873）
買取
価格

ビッグ・スター
ナッシング・キャン・ハート・ミー～OST 
ビッグ・スターの軌跡を辿ったドキュメンタリー映画のサウン
ド・トラック。収録曲22曲すべてがデモ、別ミックスからなる
未発表音源で構成されており、ビッグ・スターのアンソロジー
ともいえる充実した内容。

¥1,500（MSIG0872）
買取
価格

テデスキ・トラックス・バンド
メイド・アップ・マインド 
新世代の3大ギタリストとして日毎に音楽界の存在感を増す
デレク・トラックス。オリジナルスタジオ録音として2枚目、バンド
として3枚目の作品。日本盤はボーナストラックを収録してお
りますのでこちらをWANT!

¥1,300（SICP-3873）
買取
価格

FLEETWOOD MAC Then 
Play On : Expanded Edition 
PETER GREEN在籍時最後のアルバムとなった作品、デラッ
クス・エディション。オリジナル・アルバム収録曲リマスター音
源のほか、ボーナス・トラックとしてアルバム未収録4曲が追
加されています。

¥1,000（8122796443）
買取
価格

ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
Zoom 
2001年にリリースされた現時点での最新スタジオ・アルバ
ムがジェフ・リン本人によるリマスター＆ボーナス入りでの
再発盤。ジョージ・ハリスンとリンゴ・スターらが参加したこと
でも大きな話題を呼んだ作品。

¥800（FRCD596）
買取
価格

ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
Live 
「ZOOM」発売に伴うCBSテレヴィジョン・シティでのショウ
を収録したライヴ・アルバム。ジェフ・リン本人によるリマスター
での再発盤。過去に発売された「ZOOMツアー・ライヴ」には
未収録の5曲を初収録。

¥800（FRCD595）
買取
価格

JEFF LYNNE
Armchair Theatre 
ELOの中心人物ジェフ・リンが90年にリリースしたソロ名義
では初となる1stソロ・アルバム。ジョージ・ハリスン、リンゴ・
スター、デル・シャノンがゲスト参加、トム・ペティも作詞／作
曲で参加してます。

¥700（FRCD597）
買取
価格

ボズ・スキャッグス メンフィス 
プロデュサーにスティーヴ・ジョーダンを迎えての2013年
新作。オリジナルの新曲は「ゴーン・ベイビー・ゴーン」と「
サニー・ゴーン」の2作品。日本盤はBONUS TRACK2曲
を追加収録しております。

¥1,000（COCB54060）
買取
価格

ジグソー シングル・コレクション 
大ヒット「スカイ・ハイ」の他、近年はソフトロック&AORとし
ての評価も高まるジグソーのシングル・コレクション。英国
での発売順にAB面を収録。BONUSに日本盤のみでリ
リースされたシングルも収録。

¥1,400（CDSOL1475）
買取
価格

オールマン・ブラザーズ・バンド ブラザー
ズ&シスターズ〈スーパー・デラックス・エディ
ション 4SHM-CD〉 ディッキー・ベッツを中心としたアンサ
ンブルにより発表された歴史的名作。オリジナル・アルバムに加え、スタ
ジオ・アウトテイク、サンフランシスコで収録された未発表ライヴを収録!
日本盤のみSHM-CD仕様。

¥3,500（UICY-75663）
買取
価格

レクシア レクシア 
フリーソウル～オルガンバーブーム黎明期より話題のア
ルバム世界初CD化作品。フランス出身（?）の作編曲家
JEAN LECCIA（=JON LEXIA）率いるオーケストラ／コー
ラス大編成による録音。

¥1,200（THCD263）
買取
価格

ザイン・グリフ ザ・ヴィジター 
幻の名盤『灰とダイアモンド』『フィギュアーズ』の初CD化
で2012年に大きな話題を集めたザイン・グリフが、興奮覚
めやらぬなか本格復帰を果たした通算4枚目のアルバム。
日本盤のみボーナストラック収録。

¥1,200（HYCA-3040）
買取
価格

HONEY LTD.
The Complete Lhi Recordings 
1枚きりのアルバムを残した女性コーラス・グループのコンプ
音源。LHIからリリースされ現在ではソフトロックファン垂涎の
レア・アイテムとして知られる68年作全曲＋シングル＆未発
表を全て収録してます!!

¥1,000（LITA102CD）
買取
価格

BOBBY WHITLOCK The Bobby Whitlock 
Story: Where There’s A Will, There’s A Way: 
The Abc-Dunhill RECORDINGS 「いとしのレイラ」を
生み出したボビー・ウイットロックが1972年にリリースしたソロ・デビュー
作「ボビー・ウイットロック」と同年の次作「ロー・ヴェルヴェット」が遂に
待望の世界初CD化（2イン1）。

¥900（FDR602）
買取
価格

BOBBY WHITLOCK & COCO 
CARMEL Carnival （Live In Austin） 
オースティンのローカル・シーンでココ・カーメルと長らくアコー
スティック・デュオで活動を続けていたが、遂にバンドを組ん
でホットなライヴを繰り広げているという彼のまさにそのライヴ
を11曲収録したライヴ盤!

¥1,000（91024）
買取
価格

JOE MEEK Twangy Guitars, 
Reverb And Heavenly Choirs: The 
Rgm Sound 英国が誇る狂気のプロデューサー、ジョー・
ミーク。彼の最初期仕事集といえる50年代中期～60年初期の
音源を集めたコンピ2CD。全60曲であまり注目されてこなかった
アーリー・ジョー・ミーク・ワールド。

¥700（JASCD726）
買取
価格

LYNSEY DE PAUL Sugar And 
Beyond: Anthology 1972-1974 
ウィスパー声と美貌と作曲家としての才能を全て持っている
英国の才女。こちらは恋人と噂されたロイ・ウッドの影響色濃
いスペクター・サウンドも華やかなデビュー時期、72年から74年
までの全33音源を収録。

¥1,000（RETROD923）
買取
価格

LYNSEY DE PAUL Into My 
Music: Anthology 1975-1979 
ウィスパー声と美貌と作曲家としての才能を全て持って
いる英国の才女、リンジー・ディ・ポール。こちらは引き続き
JETからの後期黄金時代を捉えた75年から79年までの
29音源を収録。

¥1,000（RETROD924）
買取
価格

V.A. 94 Baker Street Revisited - 
Poptastic Sounds From The Apple 
Era RPMが贈る"APPLE ERA"コンピシリーズ第5弾! ビート
ルズがもたらした革命の中でも非常に重要な「自前の音楽出
版社」であるアップルの音楽出版部門に残された音源をコン
パイルした人気シリーズ。

¥800（RETRO920）
買取
価格

KEEF HARTLEY
British Radio Sessions 1969-1971 
アートウッズ~ブルースブレイカーズと偉大なバンドを渡り
歩いたブルース・ロック界の偉大なドラマー、キーフ・ハート
リー。本作は彼自身のバンドの69-71年間におけるBBC
ライヴ音源をまとめた編集盤。

¥800（AIR6）
買取
価格

ビートルズとトニー・シェリダン
シングル・ボックス 
トニー・シェリダン追悼& ビートルズ アルバム・デビュー50周
年企画。1960年代に日本で発売されたビートルズとトニー・
シェリダンのシングル8枚+1枚をリバーシブル仕様のボック
スに。日本独自規格盤。

¥3,500（UICY-5100）
買取
価格

BEATLES Beginnings Of - From 
Humburg To London 1961-62 （4CD） 
1962年10月"LOVE ME DO"でデビューする以前の音源
をCD4枚にまとめたBOX。62年1月に行われたデッカでの
オーディション、ドイツ・ハンブルグ時代のスタークラブ・ライ
ヴ音源などを収録。

¥2,800（GDRCD001）
買取
価格

HERB PEDERSEN Sandman 
カントリーロック系のシンガー・ソングライター、ハーブ・ペ
ダーセンの1977年作セカンドが初CD化。スムースで滑ら
かなメロディが素晴らしい彼の作品の中でも最高レベル
の楽曲群と演奏を聴かせてくれる名盤。

¥1,000（BTR0114）
買取
価格

TOM SNOW Original Demos 
リンダ・ロンシュタット、シェール、メリッサ・マンチェスター
等々多くのAOR名盤・名曲を残してきたトム・スノウ渾身
のデモ音源集。収録されているのは90年代前半に録音
されたと思われるデモ・トラックの数々。

¥1,000（CSCD0113）
買取
価格

SAM SAMUDIO
Hard And Heavy 
マッスルショールズ録音の71年のサム・サミュディオのスワン
プ名作が初CD化作品。デュアン・オールマンが参加したスワ
ンプの傑作として昔から70年代ロック好きから見逃せないレ
ア盤として憧れの的だった作品。

¥800（RGM0116）
買取
価格
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V.A. Sophisticated Boom Boom! 
The Shadow Morton Story 
50年代末にドゥワップ・グループ、マーキーズのヴォーカリスト
としてデビューし、解散後の60年代以降多くのビック・アー
ティストを手掛けた名プロデューサー／ソングライター、シャ
ドウ・モートンの作品集。

¥1,000（CDTOP1369）
買取
価格

V.A. Road Leading Home: 
Songs By Dan Penn And Others 
今作はダン・ペン1人、もしくはCHIPS MOMAN、DONNIE 
FRITTS、MARLIN GREENE、RICK HALL、DON NIXと
いったスプーナー以外との共作ナンバーを収録。

¥1,000（CDCHD1370）
買取
価格

V.A. Burt Bacharach : Anyone Who 
Had The Heart - The Art Of The 
Songwriter （6CD） 豪華すぎる名前が並ぶ提供ヒッ
ト曲の中からセレクトされた96曲を4CDに、バート自身によるパフォー
マンスの音源24曲を収録したCD、バートが書いた ジャズ曲17曲を
収録したCDの6枚組BOX。

¥2,500（5342542）
買取
価格

V.A. Born To Be Together - The 
Songs Of Barry Mann & Cynthia 
Weil ACEの人気シリーズ「THE SONGS OF」に2度目
の登場となるバリー・マン&シンシア・ワイル作品集。前作も
最高な26曲を収録していましたが、まだまだそんなヴォリュー
ムでは収まらない第2弾。

¥800（CDCHD1361）
買取
価格

PHILLIP GOODHAND-TAIT 
Oceans Way & Teaching An Old 
Dog New Tricks 英国が誇るミスターメロ
ディメイカー、フィリップ・グッドハンド・テイトがした1976
年“OCEANS WAY”と1977年“TEACHING AN OLD DOG 
NEW TRICKS”の2in1. ¥1,000（BTMST03）

買取
価格

STEELY DAN Going Mobile - 
Classic 1974 Live Radio Broadcast 
初期スティーリー・ダンの貴重なライヴ音源が発掘CD化! 
ドナルド・フェイゲンのステージ嫌いとウォルター・ベッカー
の完璧主義の故にほとんど残されていない初期スティー
リー・ダンのライヴ・コンサート。

¥800（SMCD917）
買取
価格

LAURA NYRO
Live At Carnegie Hall 
ローラ・ニーロのラジオ放送用に収録された76年カーネギー
ホールでの未発表ライヴ音源。同年にリリースされた「スマ
イル」からの曲を多く演奏した全14曲。充実したバンド演奏
が堪能できる珠玉の一品。

¥600（AACD0109）
買取
価格

LITTLE FEAT
Hellzapoppin' 
リトル・フィートの75年放送用ライヴ。75年ということでま
さに絶頂期フィートのライヴのうま味たっぷり凝縮の音
源! メンバーはLOWELL GEORGE、PAUL BARRERE
など鉄壁の布陣。

¥600（AACD0112）
買取
価格

CROSBY, NASH & YOUNG
San Francisco Broadcast 
72年3月26日サンフランシスコはWINTERLANDで開かれ
た囚人ベネフィットコンサートでのアコースティックセット15
曲。当時の新作"ハーヴェスト"から数曲披露するという夢
のような瞬間を捉えた一夜。

¥600（PLSOH002）
買取
価格

JAMES TAYLOR
Feel The Moonshine 
ジェームス・テイラーが7作目となるアルバム「イン・ザ・ポケ
ット」をリリースした76年の放送用ライヴ音源。ギターにデ
ヴィッド・リンドレーとダニー・コーチマーなど文句なしのライ
ンナップによる演奏。

¥600（AACD0107）
買取
価格

PETE HAM Keyhole Street : Demos 
1966-67 （Limited Edition 2cd+7"Vinyl）
サイト限定販売の未発表音源集。さらにその中でも500枚限
定の7"付きセットをWANT!デモ音源集はオーバー・ダビング等
は一切おこなわないオリジナル・デモ音源を収録。初期の貴重
な音源を楽しめる逸品。

¥6,000（WYM）
買取
価格

JIMI HENDRIX People, Hell 
& Angels （Only At Target） 
68-69年にNYで録音していたという未発表音源12
曲。米TARGET限定販売のボーナス入りバージョンを
WANT!ボーナスは「EZY RYDER」「MILK（CAPTAIN 
COCONUT）」を収録。

¥1,300（88765436322）
買取
価格

FRANK ZAPPA
Road Tapes Venue #1 
68年8月25日バンクーバーはケリスデイル・アリーナでのライ
ヴ音源。圧巻の「THE ORANGE COUONTY LUMBER 
TRUCK」などザッパ好き必聴の秘蔵音源です。音質も良く
臨場感たっぷり。

¥1,500（VR20122）
買取
価格

FRANK ZAPPA
Finer Moments （2CD） 
オリジナル・アルバムの再発続くフランク・ザッパの、待望のレ
ア音源集。69年～72年までの超強烈な音源ばかりを収録。
演奏メンバー詳細とレア写真掲載のブックレットが付属。避
けては通れない一枚です。

¥1,000（ZR3894）
買取
価格

CAPTAIN BEEFHEART
Trout Mask Replica （CD） 
歴史的傑作69年サード・アルバムがBOB LUDWIGによる
新たなリマスタリングを経ての最新2013年再発盤。今回の
リマスターは保管していた無傷のマスターを使用した新た
なマスターによるCD。

¥1,800（ZPCD165）
買取
価格

DAVE EDMUNDS Subtle As A 
Flying Mallet （Expanded Edition） 
ボーナス・トラック大量収録のエキスパンデッド・エディショ
ン。ニック・ロウやボブ・アンドリュースなど、ブリンズリーのメ
ンバーも参加し75年にリリースされたデイヴ兄貴のセカン
ド・ソロ・アルバム。

¥600（PM520）
買取
価格

スティーヴィー・レイ・ヴォーン＆ダブル・
トラブル テキサス・フラッド 30thアニヴァー
サリー・エディション 記念すべき1stに30年間眠っていた
83年の未発表ライヴ音源を追加収録した30周年記念盤。活動の
初期よりライヴの定番曲となっていた「プライド・アンド・ジョイ」などの
重要なレパートリーを収録。

¥1,200（EICP-1571）
買取
価格

GRATEFUL DEADMay 1977 
（14CD BOX） 

1977年5月に行われたライヴ5公演を完全収録した14枚
組CDボックス。装丁も凝っていてファンにはたまらない限
定アイテム。15,000セット限定盤、当社も極少入荷とな
り、TOP WANTです!

¥15,000（GDMAY1977）
買取
価格

ドアーズ ドアーズ シングルス・ボックス 
「ハートに火をつけて」（67年）から「蚊」（72年）まで、日
本で発売されたドアーズのシングル・コレクション。当時ビ
クターより発売された当時のEPジャケット、レーベルを可
能な限り再現。最新リマスター盤。

¥4,500（WPCR-14801）
買取
価格

レイモンド・スコット レイモンド・スコッ
ト・ソングブック（Special Limited Edition 
2CD BOX） 日本発『レイモンド・スコット・ソングブック』CD2
枚組BOX!!オリジナル・アセテート盤の中から選曲した初音盤化音
源や国内外のアーティストによる新録カヴァー・ヴァージョンを収録
したコレクタブルな逸品。

¥2,300（LDCD-0012）
買取
価格

STEPHEN STILLS
Carry On （4CD BOX SET） 
全82曲中27曲が未発表トラック。さらに114ページのブックレッ
トにはまさにアンソロジーに相応しく年代を追った数多くの貴
重な写真やヒストリー、全82曲の解説と演奏メンバーなども詳
しく掲載されています。

¥2,500（R2534539）
買取
価格

DUANE ALLMAN Skydog: 
Duane Allman Retrospective （7CD 
BOX） 兼ねてから噂になっていたデュアン・オールマンの限
定ナンバー入り豪華7枚組CDボックス!未発表レコーディングやレ
アなシングル音源、永らく廃盤となっていた音源等も収録。72ペー
ジの書籍付と豪華仕様。

¥9,000（6191372）
買取
価格

DOORS Infinite （NUMBERED LIMITED 
EDITION 6 X CD／SACD HYBRID DISC 
BOX SET） ハイブリッドSACD 6枚を詰め込んだナンバリング
入り限定BOX。超高音質コレクタブル・アナログ・シリーズと同様の
オリジナル・アナログ・ソースを使用したCD／SACDハイブリッド盤。
LTD:2000!

¥14,000（CAPSA01）
買取
価格

NEIL INNES Recollections 
Le Duck's Box Set 
高値で取引されていた「RECOLLECTIONS」シリーズ3枚
のリマスター盤に加え、「イネス・ブック・オブ・レコーズ」TV
シリーズからピックアップした映像をはじめとするクリップ集
DVDが付いたBOX。

¥2,500（INNESBOX1）
買取
価格

GRAHAM BOND ORGANIZATION 
Wade In The Water Classics, Origins & 
Oddities なんと全96トラック中33トラックが未発表、さらに
その他のトラックの多くがリミックスされた、もはやただのアンソ
ロジーとは言えない新たなグラハム・ボンド・オーガニゼイション
と出会える驚愕の内容。

¥2,000（REP5250）
買取
価格
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2013年リリース紙ジャケットCD
その再現性の高さ、そして丁寧に作りこまれた装丁は我らが日本が誇る最高の技術。
紙ジャケットCD、高価買取します!

ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス／アー・ユー・エクスペリエンスト？
（SICP-30001 / BLU-SPEC CD2）

ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス／アクシス：ボールド・アズ・ラヴ
（SICP-30002 / BLU-SPEC CD2）

ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス／エレクトリック・レディランド
（SICP-30003 / BLU-SPEC CD2）

ジミ・ヘンドリックス／バンド・オブ・ジプシーズ（SICP-30004 / BLU-SPEC CD2）

ジミ・ヘンドリックス／ファースト・レイズ・オブ・ザ・ニュー・ライジング・サン
（SICP-30005 / BLU-SPEC CD2）

ジミ・ヘンドリックス／ヴァリーズ・オブ・ネプチューン（SICP-30006 / BLU-SPEC CD2）

クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル／スージーQ（UCCO-9193 / SHM-CD）

クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル／バイヨー・カントリー（UCCO-9194 / SHM-CD）

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（UCCO-9195 / SHM-CD）

クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル／ウィリー・アンド・ザ・プアボーイズ
（UCCO-9196 / SHM-CD）

クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル／コスモズ・ファクトリー
（UCCO-9197 / SHM-CD）

クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル／ペンデュラム（UCCO-9198 / SHM-CD）

クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル／マルディ・グラ（UCCO-9199 / SHM-CD）

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（UICY-75554 / SHM-CD）

ステッペン・ウルフ／ザ・セカンド（UICY-75555 / SHM-CD）

ステッペン・ウルフ／ステッペンウルフとバースデイ・パーティー（UICY-75556 / SHM-CD）

ステッペン・ウルフ／アーリー・ステッペンウルフ（UICY-75557 / SHM-CD）

ステッペン・ウルフ／モンスター（UICY-75558 / SHM-CD）

ステッペン・ウルフ／ライヴ（UICY-75559 / SHM-CD）

ステッペン・ウルフ／セヴン（UICY-75560 / SHM-CD）

ステッペン・ウルフ／フォー・レディズ・オンリー（UICY-75561 / SHM-CD）

スリー・ドッグ・ナイト／ワン（UICY-75562 / SHM-CD）

スリー・ドッグ・ナイト／融合（UICY-75563 / SHM-CD）

スリー・ドッグ・ナイト／白熱のライヴ！（UICY-75564 / SHM-CD）

スリー・ドッグ・ナイト／イット・エイント・イージー（UICY-75565 / SHM-CD）

スリー・ドッグ・ナイト／ナチュラリー（UICY-75566 / SHM-CD）

スリー・ドッグ・ナイト／ハーモニー（UICY-75567 / SHM-CD）

スリー・ドッグ・ナイト／セブン・セパレート・フールズ（UICY-75568 / SHM-CD）

スリー・ドッグ・ナイト／アラウンド・ザ・ワールド（UICY-75569 / SHM-CD）

スリー・ドッグ・ナイト／サイアン（UICY-75570 / SHM-CD）

スリー・ドッグ・ナイト／ハード・レイバー（UICY-75571 / SHM-CD）

スリー・ドッグ・ナイト／カミング・ダウン・ユア・ウェイ（UICY-75572 / SHM-CD）

スリー・ドッグ・ナイト／アメリカ回顧録（UICY-75573 / SHM-CD）

ジョン・ハイアツト／スラッグ・ライン（UICY-75574 / SHM-CD）

ジョン・ハイアツト／トゥー・ビット・モンスターズ（UICY-75575 / SHM-CD）

ジョン・ハイアツト／オール・オブ・ア・サドゥン（UICY-75576 / SHM-CD）

ジョン・ハイアツト／ライディング・ウィズ・ザ・キング（UICY-75577 / SHM-CD）

ジョン・ハイアツト／ウォーミング・アップ・ジ・アイス・エイジ（UICY-75578 / SHM-CD）

ジョン・ハイアツト／ブリング・ザ・ファミリー（UICY-75579 / SHM-CD）

ジョン・ハイアツト／スロー・ターニング（UICY-75580 / SHM-CD）

ジョン・ハイアツト／ストールン・モーメンツ（UICY-75581 / SHM-CD）

ジョン・ハイアツト／パーフェクトリー・グッド・ギター（UICY-75582 / SHM-CD）

ジョン・ハイアツト／ハイアット・カムズ・アライヴ・アット・ブドーカン?
（UICY-75583 / SHM-CD）

ジャーニー／インフィニティ（SICP-30134 / BLU-SPEC CD2）

ジャーニー／エヴォリューション（SICP-30135 / BLU-SPEC CD2）

ジャーニー／ディパーチャー（SICP-30136 / BLU-SPEC CD2）

ジャーニー／ライヴ・エナジー（SICP-30138 / BLU-SPEC CD2）

ジャーニー／エスケイプ（SICP-30139 / BLU-SPEC CD2）

ジャーニー／フロンティアーズ（SICP-30140 / BLU-SPEC CD2）

ジャーニー／時を駆けて（SICP-30141 / BLU-SPEC CD2）

ジャーニー／トライアル・バイ・ファイアー（SICP-30142 / BLU-SPEC CD2）

エリック・バードン&アニマルズ／サンフランシスコの夜〈モノ&ステレオ〉+3
（UICY-75621/2 / SHM-CD）

エリック・バードン&アニマルズ ／野性の若者たち+3（UICY-75623 / SHM-CD）

エリック・バードン&アニマルズ ／エヴリー・ワン・オブ・アス+1（UICY-75624 / SHM-CD）

エリック・バードン&アニマルズ ／愛+1（UICY-75625 / SHM-CD）

パブロ・クルーズ／パブロ・クルーズ（UICY-75588 / SHM-CD）

パブロ・クルーズ／絆(ライフライン)（UICY-75589 / SHM-CD）

パブロ・クルーズ／ア・プレイス・イン・サン（UICY-75590 / SHM-CD）

パブロ・クルーズ／ワールズ・アウェイ（UICY-75591 / SHM-CD）

パブロ・クルーズ／パート・オブ・ゲーム（UICY-75592 / SHM-CD）

パブロ・クルーズ／リフレクター（UICY-75593 / SHM-CD）

パブロ・クルーズ／アウト・オブ・アワ・ハンズ（UICY-75594 / SHM-CD）

ザ・ベンチャーズ／ウォーク・ドント・ラン（TOCP-95128 / SHM-CD）

ザ・ベンチャーズ／カラフル・ベンチャーズ（TOCP-95129 / SHM-CD）

ザ・ベンチャーズ／テルスター（TOCP-95130 / SHM-CD）

ザ・ベンチャーズ／サーフィン（TOCP-95131 / SHM-CD）

ザ・ベンチャーズ／レッツ・ゴー（TOCP-95132 / SHM-CD）

ザ・ベンチャーズ／宇宙に行く（TOCP-95133 / SHM-CD）

ザ・ベンチャーズ／ファビュラス・ベンチャーズ（TOCP-95134 / SHM-CD）

ザ・ベンチャーズ／ウォーク・ドント・ランVOL.2（TOCP-95135 / SHM-CD）

ザ・ベンチャーズ／ノック・ミー・アウト（TOCP-95136 / SHM-CD）

ザ・ベンチャーズ／アクション（TOCP-95137 / SHM-CD）

ダン・ヒックス&ヒズ・ホットリックス／ホエアズ・マネー（UICY-75646 / SHM-CD）

ダン・ヒックス&ヒズ・ホットリックス／ストライキング・イット・リッチ（UICY-75647 / SHM-CD）

ダン・ヒックス&ヒズ・ホットリックス／ラスト・トレイン・トゥ・ヒックスヴィル
（UICY-75648 / SHM-CD）

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〈モノ&ステレオ+8〉
（UICY-75640/1 / SHM-CD）

ブルース・プロジェクト／プロジェクション〈モノ&ステレオ+3〉（UICY-75642/3 / SHM-CD）

ブルース・プロジェクト／タウン・ホールのブルース・プロジェクト〈モノ&ステレオ+2〉
（UICY-75644 / SHM-CD）

ブルース・プロジェクト／ブルース・プロジェクト・イン・セントラル・パーク
（UICY-75645 / SHM-CD）

J.J.ケイル／ナチュラリー（UICY-75627 / SHM-CD）

J.J.ケイル／リアリー（UICY-75628 / SHM-CD）

J.J.ケイル／オーキー（UICY-75629 / SHM-CD）

J.J.ケイル／トルバドール（UICY-75630 / SHM-CD）

J.J.ケイル／5（UICY-75631 / SHM-CD）

J.J.ケイル／蔭（シェイズ）（UICY-75632 / SHM-CD）

J.J.ケイル／シティ・ガールズ（UICY-75633 / SHM-CD）

J.J.ケイル／8(エイト)（UICY-75634 / SHM-CD）

エルヴィン・ビショップ／レット・イット・フロー（UICY-75681 / SHM-CD）

エルヴィン・ビショップ／ジューク・ジョイント・ジャンプ（UICY-75682 / SHM-CD）

エルヴィン・ビショップ／ストラッティン +2（UICY-75683 / SHM-CD）

エルヴィン・ビショップ／ホームタウン・ボーイ（UICY-75684 / SHM-CD）

エルヴィン・ビショップ／エルヴィン・ビショップ・ライヴ（UICY-75685 / SHM-CD）

エルヴィン・ビショップ／ホッグ・ヘヴン（UICY-75686 / SHM-CD）

バックマン・ターナー・オーヴァードライヴ／バックマン・ターナー・オーヴァードライヴ
（UICY-75687 / SHM-CD）

バックマン・ターナー・オーヴァードライヴ／バックマン・ターナー・オーヴァードライヴ2
（UICY-75688 / SHM-CD）

バックマン・ターナー・オーヴァードライヴ／驚異のロックン・ロール・マシーン
（UICY-75689 / SHM-CD）

バックマン・ターナー・オーヴァードライヴ／四輪駆動（UICY-75690 / SHM-CD）

バックマン・ターナー・オーヴァードライヴ／ヘッド・オン（UICY-75691 / SHM-CD）

アンドリュー・オールダム・オーケストラ／16ヒップ・ヒッツ +12（UICY-75672 / SHM-CD）

アンドリュー・オールダム・オーケストラ／イースト・ミーツ・ウェスト〈モノ&ステレオ〉+1
（UICY-75673 / SHM-CD）

¥1,400

¥1,400

¥1,400
¥1,400

¥1,400
¥1,200
¥1,200
¥1,200
¥1,200

¥1,200

¥1,200
¥1,200
¥1,200
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,000
¥1,000
¥1,000
¥1,000
¥1,000
¥1,000
¥1,000
¥1,000
¥1,000

¥1,000
¥1,000
¥1,000
¥1,000
¥1,000
¥1,000
¥1,000
¥1,000
¥1,000

¥1,800
¥1,200
¥1,200
¥1,200
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300

¥1,300

¥1,700
¥1,700

¥1,300

¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300

¥1,300

¥1,300

¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,300

¥1,300

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
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アンドリュー・オールダム・オーケストラ／マギー・メイ +14（UICY-75674 / SHM-CD）

アンドリュー・オールダム・オーケストラ／
ローリング・ストーンズ・ソングブック〈モノ&ステレオ〉+8（UICY-75675 / SHM-CD）

マリアンヌ・フェイスフル／カム・マイ・ウェイ〈モノ&ステレオ〉+3（UICY-75676 / SHM-CD）

マリアンヌ・フェイスフル／マリアンヌ・フェイスフル〈モノ&ステレオ〉+2（UICY-75677 / SHM-CD）

マリアンヌ・フェイスフル／妖精の歌~マリアンヌ・フェイスフル フォーク・ソングを歌う
〈モノ&ステレオ〉+5（UICY-75678 / SHM-CD）

マリアンヌ・フェイスフル／永遠の歌~マリアンヌ・フェイスフル、青春を歌う
〈モノ&ステレオ〉+6（UICY-75679 / SHM-CD）

レヴォン・ヘルム&RCOオールスターズ／レヴォン・ヘルム&RCOオールスターズ
（UICY-75709 / SHM-CD）

レヴォン・ヘルム／レヴォン・ヘルム・2（UICY-75710 / SHM-CD）

レヴォン・ヘルム／アメリカン・サン（UICY-75711 / SHM-CD）

ママス・アンド・パパス／夢のカリフォルニア（UICY-75703 / SHM-CD）

ママス・アンド・パパス／ママス・アンド・パパス（UICY-75704 / SHM-CD）

ママス・アンド・パパス／デリヴァー（UICY-75705 / SHM-CD）

ママス・アンド・パパス／パパス・アンド・ママス（UICY-75706 / SHM-CD）

ママス・アンド・パパス／モンタレー・ポップ・フェスティバル（UICY-75707 / SHM-CD）

ママス・アンド・パパス／ピープル・ライク・アス（UICY-75708 / SHM-CD）

エリオット・ランドール／エリオット・ランドールズ・ニューヨーク
（SICP-30016 / 妄想帯付/BLU-SPEC CD2）

i-TEN／テイキング・ア・コールド・ルック（SICP-30017 / 妄想帯付/BLU-SPEC CD2）

ブリッジ・2・ファー／ブリッジ・2・ファー（SICP-30018 / 妄想帯付/BLU-SPEC CD2）

スティーヴ・マーズ／サムバディ・サムホエア（SICP-30015 / 妄想帯付/BLU-SPEC CD2）

アングラガルド／ヒブリス - 傲慢（ARC-3035）

アングラガルド／エピローグ（ARC-3036）

アングラガルド／天眼（ARC-3038 / ）

ピート・シンフィールド／スティル【40周年記念エクスパンディッド・エディション】
（VICP-75103～4 / K2HDマスター/HQCD）

ゼブラ - フィーチャーリング・ランディ・ジャクソン／ゼブラ（ARC-8071 / SHM-CD）

ゼブラ - フィーチャーリング・ランディ・ジャクソン／ノー・テリン・ライズ（ARC-8072 / SHM-CD）

ゼブラ - フィーチャーリング・ランディ・ジャクソン／スリー・ポイント・ファイヴ
（ARC-8073 / SHM-CD）

ゼブラ - フィーチャーリング・ランディ・ジャクソン／ゼブラ・ライヴ（ARC-8074 / SHM-CD）

アーカム／アーカム（ARC-8075 / SHM-CD）

ジェネシス／ トレスパス（侵入）（VJCP-98015 / SHM-CD）

ジェネシス／ナーサリー・クライム（怪奇骨董音楽箱）（VJCP-98016 / SHM-CD）

ジェネシス／フォックストロット（VJCP-98017 / SHM-CD）

ジェネシス／セリング・イングランド・バイ・ザ・パウンド（月影の騎士）（VJCP-98018 / SHM-CD）

ジェネシス／ザ・ラム・ライズ・ダウン・オン・ブロードウェイ（眩惑のブロードウェイ）
（VJCP-98019/20 / SHM-CD）

エニド／夏星の国（オリジナル・ヴァージョン）（BELLE-132084 / SHM-CD）

エニド／エアリー・フェアリー・ナンセンス（オリジナル・ヴァージョン）（BELLE-132085 / SHM-CD）

エニド／タッチ・ミー（BELLE-132086 / SHM-CD）

ペル・メル／マーブルグ（BELLE-132087 / SHM-CD）

ペル・メル／フロム・ザ・ニュー・ワールド（BELLE-132088 / SHM-CD）

ペル・メル／ラプソディ（BELLE-132089 / SHM-CD）

ルネッサンス／消ゆる風（写真集付）（MIZP-30007 / SHM-CD/初回写真集付）

スプリング／スプリング（BELLE-132095 / SHM-CD）

ケストレル／ケストレル（BELLE-132096 / SHM-CD）

ジェネシス／ トリック・オブ・ザ・テイル（VJCP-98021 / SHM-CD）

ジェネシス／ウインド＆ワザリング（静寂の嵐）（VJCP-98022 / SHM-CD）

ジェネシス／そして3人が残った（VJCP-98023 / SHM-CD）

ジェネシス／デューク（VJCP-98024 / SHM-CD）

ジェネシス／アバカブ（VJCP-98025 / SHM-CD）

スティーヴ・ハケット／ヴォヤージ・オブ・ジ・アカライト（VJCP-98030 / SHM-CD）

スティーヴ・ハケット／プリーズ・ドント・タッチ（VJCP-98031 / SHM-CD）

スティーヴ・ハケット／スペクトラル・モーニングス（VJCP-98032 / SHM-CD）

スティーヴ・ハケット／ディフェクター（VJCP-98033 / SHM-CD）

スティーヴ・ハケット／キュアード（VJCP-98034 / SHM-CD）

スティーヴ・ハケット／ハイリー・ストラング（VJCP-98035 / SHM-CD）

FM／暗黒からの使者（ARC-8076 / SHM-CD）

FM／ダイレクト・トゥ・ディスク（ARC-8077 / SHM-CD）

FM／超時空査察（ARC-8078 / SHM-CD）

FM／廃れた都市（ARC-8079 / SHM-CD）

ソフト・マシーン／3（SICP-30162/3 / BLU-SPEC CD2）

ソフト・マシーン／4（SICP-30164 / BLU-SPEC CD2）

ソフト・マシーン／5（SICP-30165 / BLU-SPEC CD2）

ソフト・マシーン／6（SICP-30166 / BLU-SPEC CD2）

ソフト・マシーン／7（SICP-30167 / BLU-SPEC CD2）

ジャイルズ・ジャイルズ＆フリップ／
チアフル・インサニティ・オブ・ジャイルズ・ジャイルズ＆フリップ（UICY-75649 / SHM-CD）

ソフト・マシーン／ソフト・マシーン（UICY-75650 / SHM-CD）

トム・ニューマン／妖精交響曲（UICY-75651 / SHM-CD）

ファウスト／ファースト・アルバム（UICY-75652 / SHM-CD）

ファウスト／ソー・ファー（UICY-75653 / SHM-CD）

ジェネシス／ジェネシス（SHM-CD紙ジャケ）（VJCP-98026 / SHM-CD）

ジェネシス／インヴィジブル・タッチ（SHM-CD紙ジャケ）（VJCP-98027 / SHM-CD）

ジェネシス／ウイ・キャント・ダンス（SHM-CD紙ジャケ）（VJCP-98028 / SHM-CD）

ジェネシス／コーリング・オール・ステーションズ（SHM-CD紙ジャケ）（VJCP-98029 / SHM-CD）

マッチング・モウル／そっくりモグラ（紙）（SICP-30321 / BLU-SPEC CD2）

マッチング・モウル／そっくりモグラ毛語録（紙）（SICP-30322 / BLU-SPEC CD2）

ロバ－ト・ワイアット／エンド・オブ・アン・イヤー（紙）（SICP-30323 / BLU-SPEC CD2）

エルトン・ディーン／エルトン・ディーン（紙）（SICP-30324 / BLU-SPEC CD2）

ヒュー・ホッパー ／1984（紙）（SICP-30325 / BLU-SPEC CD2）

ホークウインド／絶体絶命（紙ジャケット仕様リマスターCDバージョン）（IECP-10266 / SHM-CD）

カーヴド・エア／エア・コンディショニング〈紙ジャケ〉（WPCR-12548 / SHM-CD）

カーヴド・エア／セカンド・アルバム〈紙ジャケ〉（WPCR-12549 / SHM-CD）

カーヴド・エア／ファンタスマゴリア-ある幻想的な風景-〈紙ジャケ〉（WPCR-12550 / SHM-CD）

ブライアン・イーノ／ヒア・カム・ザ・ウォーム・ジェッツ（SHM-CD紙ジャケ）
（VJCP-98046 / SHM-CD）

ブライアン・イーノ／テイキング・タイガー・マウンテン（SHM-CD紙ジャケ）
（VJCP-98047 / SHM-CD）

ブライアン・イーノ／アナザー・グリーン・ワールド（SHM-CD紙ジャケ）（VJCP-98048 / SHM-CD）

ブライアン・イーノ／ビフォア・アンド・アフター・サイエンス（SHM-CD紙ジャケ）
（VJCP-98049 / SHM-CD）

ブライアン・イーノ／ディスクリート・ミュージック（SHM-CD紙ジャケ）（VJCP-98050 / SHM-CD）

ブライアン・イーノ／アンビエント1/ミュージック・フォー・エアポーツ（SHM-CD紙ジャケ）
（VJCP-98051 / SHM-CD）

ハロルド・バッド/ブライアン・イーノ／
アンビエント2/ザ・プラトウ・オブ・ミラー（SHM-CD紙ジャケ）（VJCP-98052 / SHM-CD）

ブライアン・イーノ／アンビエント4/オン・ランド（SHM-CD紙ジャケ）
（VJCP-98053 / SHM-CD）

ロバータ・フラック／ファースト・テイク（WPCR-15122 / SHM-CD）

ロバータ・フラック／第2章（WPCR-15123 / SHM-CD）

ロバータ・フラック／クヮイエット・ファイア（WPCR-15124 / SHM-CD）

ロバータ・フラック&ダニー・ハサウェイ／ロバータ・フラック&ダニー・ハサウェイ
（WPCR-15125 / SHM-CD）

ロバータ・フラック／やさしく歌って（WPCR-15126 / SHM-CD）

ロバータ・フラック／愛のためいき（WPCR-15127 / SHM-CD）

ロバータ・フラック／愛の世界（WPCR-15128 / SHM-CD）

ロバータ・フラック／愛の絆（WPCR-15129 / SHM-CD）

ロバータ・フラック／ダニーに捧ぐ（WPCR-15130 / SHM-CD）

ロバータ・フラック&ピーボ・ブライソン／ライヴ＆モア（WPCR15131/2 / SHM-CD）

ロバータ・フラック／アイム・ザ・ワン（WPCR-15133 / SHM-CD）

ロバータ・フラック／オアシス（WPCR-15134 / SHM-CD）

¥1,300

¥1,300
¥1,400
¥1,400

¥1,400

¥1,400

¥1,300
¥1,300
¥1,300
¥1,500
¥1,500
¥1,500
¥1,500
¥1,500
¥1,500

¥1,200
¥1,200
¥1,200
¥1,200
¥1,200
¥1,300
¥1,200

¥1,400
¥1,200
¥1,200

¥1,200
¥1,200
¥1,200
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400

¥1,700
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥3,500
¥1,600
¥1,800
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400

¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,500
¥1,500
¥1,500
¥1,500
¥1,600
¥1,200
¥1,200
¥1,200
¥1,200

¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,200
¥1,200
¥1,200
¥1,200
¥1,200
¥1,600
¥1,300
¥1,300
¥1,300

¥1,500

¥1,500
¥1,500

¥1,500
¥1,500

¥1,500

¥1,500

¥1,500
¥1,400
¥1,400
¥1,400

¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,400
¥1,800
¥1,400
¥1,400

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
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特典付紙ジャケットCD
ディスクユニオンで紙ジャケットCDをまとめて買うとついてくる特典ボックス。その出来栄えの良さから今や「特典ボックス・セット」も
紙ジャケ収集家達の熱い眼差しを集めるコレクターズ・アイテムに。なかでも人気のタイトルをほんの一部ご紹介！

デビッド・ボウイ
17タイトルまとめ買いセット 
TOCP70141～TOCP70157／紙ジャケットCD17タイトル+特典帯16
本、DU特典BOXのセット。特大箱と中箱3個の合計4個の特典BOXのド
迫力のセット。未だに人気の衰えを知りません！！

¥20,000買取
価格

ザ・フー
11タイトルまとめ買いセット 
UICY94775～UICY94789／紙ジャケットCD11タイトル+DU特典BOX
のセット。「ザ・シングルズ」のジャケットを模した渋いデザインに最新のマテ
リアルの組み合わせが所有欲を掻き立てる。

¥20,000買取
価格

エルトン・ジョン
13タイトルまとめ買いセット 
UICY94404～UICY94418／紙ジャケットCD13タイトル+DU特典BOXの
セット。SHM-CD仕様の紙ジャケット自体がすでに市場で高騰中。特典箱
付となれば入手難度は最高レベルその①。

¥22,000買取
価格

エルトン・ジョン
11タイトルまとめ買いセット 
UICY-93665～UICY-93678／紙ジャケットCD11タイトル+DU特典BOX
のセット。SHM-CD仕様の紙ジャケット自体がすでに市場で高騰中。特典
箱付となれば入手難度は最高レベルその②。

¥20,000買取
価格

エリック・クラプトン
12タイトルまとめ買いセット 
UICY9157～UICY9169／紙ジャケットCD12タイトル+DU特典BOXのセッ
ト。名作「スロー・ハンド」のジャケット・デザインを模した非常に人気の高い
まとめ買いセット。即買い推奨。

¥16,000買取
価格

ドアーズ
6タイトルまとめ買いセット 
WPCR12716～WPCR12721／紙ジャケットCD6タイトル+メーカー特典
BOXのセット。殿堂入りの名盤達とメーカー特典BOXならではのスペシャ
ル・デザインが気を引くまとめ買いセット。

¥10,000買取
価格

ビリー・ジョエル
10タイトルまとめ買いセット 
MHCP459～MHCP545／紙ジャケットCD10タイトル+DU特典BOXのセッ
ト。名作「ストレンジャー」ジャケット・デザインが箱栄え度最強クラス。ロック
好きの感性を強烈に刺激するレア・セット。

¥18,000買取
価格

ヴァン・モリソン
8タイトルまとめ買いセット 
UICY93588～UICY93569／紙ジャケットCD8タイトル+特典BOXのセッ
ト。SHM-CD仕様の紙ジャケットは既に紙ジャケット廃盤市場で人気のア
イテム。そしてこの箱が付けば魅力値最大。

¥18,000買取
価格

デュアン・オールマン他
6タイトルまとめ買いセット 
UICY93507～UICY93514／紙ジャケットCD6タイトル+DU特典BOXのセッ
ト。SHM-CD仕様紙ジャケットが中古市場でも非常に人気が高いオールマ
ンのなかでも最も人気の高いまとめ買いセット。

¥14,000買取
価格

プロコル・ハルム
10タイトルまとめ買いセット 
VICP75091～VICP75100／紙ジャケットCD10タイトル+DU特典BOXのセッ
ト。最新のマテリアルとインパクト十分な大サイズのBOXがマニアを惹き
つけて止まないコレクタブル・アイテム。

¥18,000買取
価格

テン・イヤーズ・アフター
3タイトルまとめ買いセット 
UICY94202～UICY94204／紙ジャケットCD3タイトル+特典BOXのセ
ット。記念すべきファースト・アルバムのジャケット・デザインとSHM-CD仕
様の紙ジャケまとめ買いセットは黄金タッグ。

¥8,000買取
価格

ピンク・フェアリーズ
3タイトルまとめ買いセット 
UICY9434～UICY9436／紙ジャケットCD3タイトル+DU特典BOXのセ
ット。幻想的なアートワークが印象的な「ネヴァー・ネヴァー・ランド」ジャケッ
ト・デザインが大正解の特典BOXは人気最高峰。

¥8,000買取
価格

デヴィアンツ
3タイトルまとめ買いセット 
CTCD494～CTCD496／紙ジャケットCD3タイトル+DU特典BOXのセッ
ト。箱栄え最強のファースト・アルバムのジャケット・デザインが目を引く極上
BOX。マットな紙質は拘りと愛情に溢れています。

¥7,000買取
価格

スティング
8タイトルまとめ買いセット 
UICY-94303～UICY-94311／紙ジャケットCD8タイトル+DU特典BOX
のセット。代表作のジャケットをBOXデザインに配し、収めるはSHM-CD
仕様の紙ジャケット。人気、レア度共に最強。

¥20,000買取
価格

シンディ・ローパー
4タイトルまとめ買いセット 
EICP991～EICP994／紙ジャケットCD4タイトル+DU特典BOXのセッ
ト。80年代を代表するアルバム・ジャケットがボックス・デザインに！誰もが
恋する人気のまとめ買いセットがコレです。

¥10,000買取
価格

マイケル・フランクス
10タイトルまとめ買いセット 
WPCR14428～WPCR14428／紙ジャケットCD10タイトル+DU特典
BOXのセット。名作「アート・オブ・ティー」デザインのBOXのルックスは最
強クラス。SHM-CD紙ジャケット収納で完璧。

¥16,000買取
価格

アバ
8タイトルまとめ買いセット 
UICY93886～UICY93893／紙ジャケットCD8タイトル+DU特典BOXの
セット。もはや滅多にお目にかかれない極上レア・セット。SHM-CD仕様
の紙ジャケット自体もレアという最強セット。

¥20,000買取
価格

ダリル・ホール＆ジョン・オーツ
14タイトルまとめ買いセット 
SICP20270～SICP20283／紙ジャケットCD12タイトル+DU特典BOX
のセット。「プライヴェート・アイズ」デザインの特大BOXにBLU-SPEC 
CD仕様の紙ジャケットを収納。

¥24,000買取
価格

ジェファーソン・スターシップ
11タイトルまとめ買いセット 
BVCM35241～BVCM35251／紙ジャケットCD11タイトル+DU特典
BOXのセット。「フリーダム・ポイント・ゼロ」のジャケット・デザインの特大
BOXは存在感バツグンのレア・セット。

¥20,000買取
価格

フェアポート・コンベンション
12タイトルまとめ買いセット 
UICY93988～UICY94000／紙ジャケットCD12タイトル+DU特典
BOXのセット。限定120セットのみというプレミアム感バツグンのレア・セッ
ト。SHM-CD仕様紙ジャケット収納。

¥20,000買取
価格
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ガンズ・アンド・ローゼス
6タイトルまとめ買いセット 
UICY94334～UICY94339／紙ジャケットCD6タイトル+DU特典BOXの
セット。伝説の一枚がBOXデザインに！箱栄えもさる事ながらSHM-CD仕
様の紙ジャケとのコラボが最強過ぎです。

¥12,000買取
価格

エアロスミス
19タイトルまとめ買いセット 
MHCP317～MHCP335／紙ジャケットCD19タイトル+メーカー特典BOXのセッ
ト。カッコ良過ぎるスペシャル・デザインBOXは滅多にお目にかかれぬ極レア・ア
イテム。正にお宝といえる逸品。

¥30,000買取
価格

ブラック・サバス
7タイトルまとめ買いセット 
UICY94180～UICY94190／紙ジャケットCD7タイトル+DU特典BOX
のセット。ファースト・アルバムのジャケット・デザインを配した大ボックスに
SHM-CD仕様紙ジャケットを収納。

¥20,000買取
価格

オジー・オズボーン
12タイトルまとめ買いセット 
EICP779～EICP791／紙ジャケットCD12タイトル+メーカー特典BOXの
セット。メーカー特典ならではのスペシャル・デザインのBOXがコレクター魂
を強烈に刺激する最強レア・セット。

¥20,000買取
価格

ハノイ・ロックス
6タイトルまとめ買いセット 
VICP63371～VICP63376／紙ジャケットCD6タイトル+DU特典BOXのセッ
ト。「セルフ・ディストラクション・ブルース」のジャケット・デザインがバツグン
の箱栄えを誇る極上セット。

¥10,000買取
価格

シン・リジー
3タイトルまとめ買いセット 
UICY94741～UICY94744／紙ジャケットCD3タイトル+DU特典BOX
のセット。シン・リジィの特典BOXの中で最も人気の高い「西洋無頼」
BOX。SHM-CD仕様の紙ジャケットとセット。

¥8,000買取
価格

ホワイトスネイク
3タイトルまとめ買いセット 
UICY93463～UICY93465／紙ジャケットCD3タイトル+DU特典BOXの
セット。「サーペンス・アルバム」ジャケット・デザインにSHM-CD仕様の紙
ジャケットの組み合わせで人気のセット。

¥8,000買取
価格

ヴァンダー・グラフ・ジェネレター
9タイトルまとめ買いセット 
VJCP68760～VJCP68765、VJCP68757～VJCP68759／紙ジャケッ
トCD9タイトル+DU特典BOXのセット。特大BOXに中箱3箱の存在感
特大の超強力まとめ買いセット。

¥20,000買取
価格

ベイカー・ガーヴィッツ・アーミー
3タイトルまとめ買いセット 
WAS1073～WAS1075／紙ジャケットCD3タイトル+DU特典BOXのセッ
ト。「進撃」のジャケット・デザインを配した特典BOXが持つ強烈なインパク
トに誰もが釘付けになる人気のレア・セット。

¥10,000買取
価格

ジェスロ・タル
3タイトルまとめ買いセット 
TOCP67680～TOCP67682／紙ジャケットCD3タイトル+DU特典BOX
のセット。紙ジャケット自体がほとんどお目にかかれぬレア・アイテム。特典
BOX付となれば入手難度は最高クラス。

¥10,000買取
価格

キャメル
12タイトルまとめ買いセット 
UICY94130～UICY94143／紙ジャケットCD12タイトル+特典帯9
本、DU特典BOXのセット。「ブレスレス」デザインの大BOXにミニチュア
帯が付属のSHM-CD仕様紙ジャケット・セット。

¥20,000買取
価格

ジェネシス
5タイトルまとめ買いセット 
TOGP15020～TOGP15024／紙ジャケットCD5タイトル+DU特典BOX
のセット。SACD、DVD-AUDIOがセットになった紙ジャケットCDは中古市
場で高騰中。人気の高いレア・セット。

¥18,000買取
価格

マイク・オールドフィールド
9タイトルまとめ買いセット 
VJCP68665～VJCP68765／紙ジャケットCD9タイトル+DU特典BOX
のセット。伝説的名盤「チューブラー・ベルズ」デザインが素晴し過ぎる特
典BOX。中箱が付いているのも堪りません。

¥18,000買取
価格

チューダー・ロッジ
チューダー・ロッジ特典BOX付セット 
UICY9030／紙ジャケットCD+DU特典BOXのセット。2004年お正月限定
発売紙ジャケ福箱というレア・アイテム。希少性もさる事ながら表面のテクス
チャーにまで拘った作りで人気の高い逸品。

¥7,000買取
価格

アトミック・ルースター
5タイトルまとめ買いセット 
ARC7115～ARC7119／紙ジャケットCD5タイトル+特典帯3本、DU特典
BOXのセット。通常より一回り大きな特典BOXとミニチュア帯がコレクター
魂を刺激する人気の衰えない定番セット。

¥16,000買取
価格

ジョン・レンボーン
10タイトルまとめ買いセット 
WAS1055～WAS1064／紙ジャケットCD10タイトル+DU特典BOXのセ
ット。「メイド・イン・ベッドラム」のジャケット・デザインが美しい特典BOXに
紙ジャケットを収納する人気セット。

¥15,000買取
価格

ポール・ウェラー
9タイトルまとめ買いセット 
UICY93561～UICY93569／紙ジャケットCD9タイトル+DU特典BOX
のセット。「スタンリー・ロード」のジャケット・デザインを配した特典BOXと
SHM-CD仕様の紙ジャケットのセット。

¥15,000買取
価格

XTC
5タイトルまとめ買いセット 
TOCP67801～TOCP67805／紙ジャケットCD5タイトル+DU特典BOX
のセット。ファースト「ホワイト・ミュージック」のジャケット・デザイン特典BOX
に初期名作5タイトルの紙ジャケットCD。

¥8,000買取
価格

XTC
5タイトルまとめ買いセット 
TOCP67806～TOCP67810／紙ジャケットCD5タイトル+DU特典BOX
のセット。色合いもカラフルで箱栄え最強の「オレンジズ＆レモンズ」に中
期～後期の名作紙ジャケット5タイトルを収納。

¥8,000買取
価格

カーズ
6タイトルまとめ買いセット 
WPCR14382～WPCR14387／紙ジャケットCD8タイトル+DU特典
BOXのセット。特典BOXのデザインにファーストをチョイス。その黄金の選
択とSHM-CD仕様紙ジャケットは完璧のタッグ。

¥10,000買取
価格
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サイト限定盤 
サイト限定盤、それは選ばれた真のマニアのみが手にするアイテム。これでもかとお宝を詰め込んだ豪華ボックスや、
「こんなの出てたの!?」なオブスキュアな一品まで! 限定にはやっぱり弱いのです。

GRATEFUL DEAD Europe '72 :
The Complete Recordings Mega-box 
1972年ヨーロッパ・ツアーの22公演を収録した、ハードカ
ヴァー写真集付完全限定盤トランク・ボックス仕様！文句
なしのコレクターズ・アイテムです。

¥60,000（E72TRUNK）
買取
価格

GRATEFUL DEAD
Spring 1990（18cd Box） 
1990年春のツアーより、6公演を18枚のCDに完全収
録！ハード・カバー仕様の書籍、25周年記念ツアー・プ
ログラム他、各種おまけも充実した9.000セット限定限
定盤です。

¥20,000（GD18CDBOX）
買取
価格

GRATEFUL DEAD Fillmore West 
1969 The Complete Recordings 
1969年4日間に渡るフィルモア・ウェストでの伝説的ライ
ヴを完全収録した10CD+ボーナスCDのボックス・セット！
オークションでも高騰傾向でデッドヘッズが血眼で探して
いるお宝箱です。

¥30,000（DECD291）
買取
価格

GRATEFUL DEAD
Formerly The Warlocks Box 
1989年10月8、9日に行われたヴァージニア州ハンプトン・
コロシアム公演をCD6枚に完全収録！木箱入りです。

¥7,000買取
価格

GRATEFUL DEAD
Dave's Picks Vol.1 
1977年5月25日リッチモンド公演を収録した人気シリーズ
の記念すべき第1弾！お手頃なCD3枚組です。

¥2,800（R2529201）
買取
価格

ALLMAN BROTHERS BAND
Summer Set 2009 - 38 Concerts, 
84 CD-R 40周年記念行事の一環としてリリースさ
れた、38回にも及ぶコンサートを81枚のCD-Rに収めた上
にボーナスCD-Rを3枚追加収録した全84枚のBOX！

¥27,000（CD529）
買取
価格

ALLMAN BROTHERS BAND
Summer Crop 2005 
2005年に行われた37公演をなんと109枚のCD-Rに詰
め込んだ究極のボックスセット！おまけCD-R3枚付いて、
オールマン・ファンには堪らない桃の木箱に入った悶絶
仕様です。

¥27,000買取
価格

ALLMAN BROTHERS BAND
2009 Beacon Box Set - 15 Concerts, 
62 Gues ビーコン・シアターにおける15回の公演を
収録したCD16枚組！マッシュルームをあしらったカスタムメ
イドの豪華ボックスにブックレット+ステッカー付です。

¥15,000（CD467）
買取
価格

ALLMAN BROTHERS BAND
United Palace Nyc 3/15/10 
オールマンの公式WEB「HITTIN' THE NOTES」からリ
リースされた2010年3月のNYライヴ収録のCD3枚組で
す。公演毎に膨大なタイトル出ていますがいずれも高価
買取させていただきます。

¥1,500（3/15/10）
買取
価格

ROLLING STONES Brussels 
Affair Box Sets Collector's Edition 
1973年の未発表ライヴ2CD+3LP+写真集+腕時計+リト
グラフの豪華セット！全世界1,727セット限定です。これでも
3タイプ発売された中では最もお手頃価格のセットです。

¥30,000（6717344736）
買取
価格

ROLLING STONES スウィー
ト・サマー・サン ストーンズ・ライヴ・イ
ン・ロンドン2013 通販限定ボックス 
2013年夏話題騒然だったハイドパーク公演を収録した
2CD+Blu-ray+DVD+3LP+Tシャツ2種+写真集の豪華
セット！ワードレコーズ
通販限定盤です。 ¥11,500買取

価格

ROLLING STONES サム・ガー
ルズ・ライヴ・イン・テキサス'78（リミテ
ッド・ボックス）強烈な1978年のライヴを収録し
たCD+Blu-ray+DVD+シャツ+復刻パンフレットを熟練の職
人がエンボス加工を施し絶妙な立体感を表現したスペシャ
ル缶BOXに収納！

¥7,000（VQXD-10032）
買取
価格

TONY JOE WHITE スワンプ・
ミュージック：ザ・コンプリート・モニュメン
ト・レコーディングス モニュメント時代全3枚のア
ルバム全曲に未発表音源を43曲を加えたCD4枚組全81
曲ボックスセット！2006年ライノハンドメイド5,000セット完売し
た作品の日本盤です。

¥3,200（WQCD-30）
買取
価格

CRAZY HORSE スクラッチー：
コンプリート・リプリーズ・レコーディ
ングス ニール・ヤングの盟友、クレイジー・ホースがリ
プリーズに残したアルバム全曲に未発表テイクを加えた
ファン垂涎の全曲集。2005年ライノハンドメイド作品の
日本盤です。

¥1,800（WQCD-18）
買取
価格

BUTTERFIELD BLUES BAND
ライヴ・アット・トルバドール 
1970年3月伝説のロサンゼルス、トルバドールでの2時間
にもわたる熱狂のライヴを未発曲満載で2枚組CDに収
録！ライノハンドメイド作品の日本盤です。

¥1,600（WQCD-16）
買取
価格

DELANEY & BONNIE & FRIENDS
オン・ツアー・ウィズ・エリック・クラプトン（デ
ラックス） デラニー＆ボニーがクラプトンら仲間たちと共に行
なった1969年欧州ツアーを録音した名ライヴ盤、CD4枚組デラッ
クス・ヴァージョン！ライノハンドメイド、読み応えのあるライナーノーツ
付国内盤が人気です。

¥4,500（WQCP-905）
買取
価格

TIM BUCKLEY
ティム・バックリィ（デラックス） 
1966年エレクトラ・レコードから発表した記念すべきファー
スト・アルバムのリマスター、2枚組デラックス・ヴァージョ
ン！ ディスク2には未発表音源を収録。ライノハンドメイド
国内仕様です。

¥1,500（WQCP-899）
買取
価格

MONKEES
ヘッド デラックス・エデイション 
1968年公開のカルト・ムーヴィー『HEAD』サウンドトラック
のデラックス・ヴァージョンCD3枚組です。さらに7インチと
バッジ付。ライノハンドメイド国内仕様です。

¥2,800（WQCP-894）
買取
価格

MONKEES インスタント・リプレ
イ デラックス・エディション 
3人になったモンキーズが各々のアイデア、曲を持込み作
り上げたポップスの玉手箱、1969年の『インスタント・リプレ
イ』のデラックス・ヴァージョンCD3枚組+7インチ！ライノハン
ドメイド国内仕様です。

¥2,800（WQCD-1）
買取
価格

RASCALS 希望の光～アトランテ
ィック・レコーディングス 1965-1671 
アトランティック・レーベルに遺されたヤング・ラスカルズ～
ラスカルズの音源が一気に聴ける6枚組ボックス！シング
ル・ヴァージョンも充実です。SHM-CD仕様のライノハンド
メイド国内盤です。

¥5,200（WQCD-5）
買取
価格

BOBBY CHARLES Bobby 
Charles （3cd Rhino Handmade） 
1972年にベアズビル・レコーズからリリースした名作の
誉れ高い「ボビー・チャールズ」が豪華3枚組CDデラッ
クス・エディションとして限定リリース。ライノハンドメイド
限定盤です。

¥3,400（RHMBBYCHRS）
買取
価格

CHER 3614 Jackson Highway 
ポップ・シーンで大きな成功を収めたシェールが、1969
年にアトランティック／アトコに移籍してリリースした名
盤に未発表ボーナストラックを収録！ライノハンドメイド限
定盤です。

¥1,500（RHM27733）
買取
価格

CHRIS BELL I Am The Cosmos 
（Deluxe Editoin） 
ビッグ・スターのクリス・ベルのお蔵入り音源をまとめた作
品"I AM THE COSMOS"に未発表音源を加えた2枚組
デラックス・エディション！ライノハンドメイド限定盤です。

¥2,200（RHM2521305）
買取
価格

DOORS Love / Death / Travel 
（3CDs + 1DVD） 
格子窓からメンバーが覗く特殊ケース仕様3CD+1DVD
の4枚組セット！全54曲中3曲が未発表曲。DVDには映
像+リミックス+5.1CHミックスを収録。ライノハンドメイド
限定盤です。

¥3,400（RHM27895）
買取
価格

ESSRA MOHAWK
Primordial Lovers Mm 
知る人ぞ知るシンガーソングライター、エスラ・モホークの
1970年セカンド・アルバムにボーナストラックを収録した
全22曲入り、ライノハンドメイド限定盤です。

¥800（RHM27720）
買取
価格
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FANNY First Time In A Long 
Time:the Reprise Recordings 
4人組ガールズバンド、ファニーがリプリーズにのこした音
源に未発表曲や別ヴァージョン、ライヴ音源をたっぷり加
えたCD4枚組！ライノハンドメイド限定盤です。

¥5,800（RHM27734）
買取
価格

GILBERT O'SULLIVAN
Caricature:the Box 
ヒット曲とレア音源を集めたCD3枚組ボックスセット。欧米
とは人気曲が異なる様ですので日本編集ベストと聴き比
べるのも一興。ライノハンドメイド限定盤です。

¥3,400（RHM27849）
買取
価格

IRON BUTTERFLY
Fillmore East 1968 
フィルモア・イーストでの完全未発ライヴ音源CD2枚
組！1968年4月26、27日の計4公演を収録です。ハイライ
トは2ステージ分の"IN-A-GADADA-VIDA"！ライノハンド
メイド限定盤です。

¥2,300（RHM252745）
買取
価格

JACK NITZSCHE Three Piece 
Suite : The Reprise Recordings 
1971-1974 未発表デモ音源4曲を含む、ジャックが
1971年から74年にリプリーズにのこしたオブスキュアな音源
をまとめた編集盤です。ライノハンドメイド限定盤です。

¥1,200（RHM27787）
買取
価格

JACKIE DE SHANNON
Jackie...Plus 
スワンプ好きにも人気のシンガーソングライター、ジャッキー
のメンフィス録音1972年作にボーナストラック12曲収録。
ライノハンドメイド限定盤です。

¥1,500（RHM27832）
買取
価格

JAN & DEAN
Carnival Of Sound 
1967年事故のリハビリを行いつつスタジオ作業を進め
ていたジャン・ベリーが残した知られざる成果は「PET 
SOUNDS」の影響下にあるサンシャイン・ポップ作！ライノ
ハンドメイド限定盤です。

¥800（RHM2521476）
買取
価格

JEAN RITCHIE
Mountain Hearth & Home 
ケンタッキー出身のフォークシンガー／ダルシマー奏者の
1952年、54年、65年作をコンパイルしたライノハンドメイ
ド限定盤です。

¥2,000（RHM27867）
買取
価格

JUDY HENSKE Big Judy :
How Far This Music Goes 1962-
2004  1960年代前半から活躍したシンガー、ジュディの
デイヴ・ガード＆ウィスキーヒル・シンガーズ名義やジェリー・
イエスターとのデュオを含む2枚組編集盤。ライノハンドメイ
ド限定盤です。

¥2,200（RHM27726）
買取
価格

JOHN BALDRY Boogie Woogie-
the Warner Bros. Recordings
その長身から「ロング・ジョン」と言われた英国R&Bシンガー
の1971年、72年作に加え、アウトテイクやライヴ音源をコン
パイルした2枚組ライノハンドメイド限定盤です。

¥2,000（RHM27896）
買取
価格

NICOLETTE LARSON
Live At The Roxy 
ニール・ヤング作‘LOTTA LOVE’のヒット曲を持つニコレッ
トのプロモ盤のみ流通していた1978年12月20日はロキ
シーでのライブ音源！ライノハンドメイド限定盤です。

¥900（RHM27736）
買取
価格

RIDE Nowhere （20th Anniver
sary Edition） 2CD 
20周年記念2枚組！USリマスター盤を主軸にボーナスとし
て 『TODAY FOREVER』 EPの4曲、さらに未発表ライヴ
までを収録したライノハンドメイド限定盤です。

¥2,200（RHM2525247）
買取
価格

DEVO
Recombo Usa 
デモや別ヴァージョン、別ミックスを多数収録した悶絶の
お宝レア音源集！幻の変名ユニット、DOVE THE BAND 
OF LOVE名義のライヴ音源も収録！ライノハンドメイド限
定盤です。

¥4,000（RHM27718）
買取
価格

ANIMALS
Animalism 
1966年英国デッカからリリースの3作目。アラン・プライ
スやミッキー・モストの交代によりポップな要素は減少し
たもののサウンドはより黒っぽさを増した傑作！HIP-O 
SELECT限定盤です。

¥1,200（B000621502）
買取
価格

CAPTAIN & TENNILLE
Song Of Joy 
大ヒット曲「愛ある限り」に続いてヒットしたシングル「ロン
リー・ナイト」を収録した1976年発表の2作目。ペイパー・ス
リーヴ仕様HIP-O SELECT限定盤です。

¥900（B000287902）
買取
価格

CHECKMATES.LTD
Love Is All We Have To Give 
フィル・スペクターがフィレス解散後に打って出た、A&M
レーベルにおけるカムバック作戦第1弾（にしてラスト?）。
限定ナンバリング入り、ペイパー・スリーヴ仕様HIP-O 
SELECT限定盤です。

¥600（B000288402）
買取
価格

DEAN MARTIN
Cool Then,cool Now 
コメディアン、映画スターとしてだけではなく、シナトラ の系
譜を継ぐ男性ヴォーカルとして人気を博した男性歌手ディ
ーンの代表曲を集めた2枚組+ブック付HIP-O SELECT
限定盤です。

¥1,500（B001536802）
買取
価格

DIFFORD & TILBROOK
Difford & Tilbrook 
スクイーズを脱退したクリス・ディフォードとグレン・ティルブ
リックによる1984年作。この1作でまたスクイーズ再結成
してますけどね。HIP-O SELECT限定盤です。

¥700（BOOO709402）
買取
価格

EMITT RHODES
Recordings （1969-1973） 
メリー・ゴー・ラウンドのリーダーとしても活躍したエミットが
70年代前半に発表した4枚のソロ作と、アルバム未収録
のシングルを加えた2枚組HIP-O SELECT限定盤です。

¥1,000（BOO1292602）
買取
価格

FLYING BURRITO BROTHERS
Authorized Bootleg-fillmore East,
New York 1970年11月フィルモア・イーストで開催
されたライヴ音源が7,000枚限定でCD化。故グラム・パーソ
ンズからリック・ロバーツにメンバー交代直後の記録。HIP-O 
SELECT限定盤です。

¥700（B001520702）
買取
価格

GENYA RAVAN
And I Mean It! 
デッド・ボーイズにも関わったロックンロール・レディの79
年作のペイパー・スリーヴ仕様HIP-O SELECT限定盤
です。イアン・ハンターとのデュエット"JUNKMAN"も聴
きモノです。

¥600（B000306102）
買取
価格

GEORGIO MORODER
From Here To Eternity 
80年代を代表するプロデューサーが1977年に発表した
出世作。ヴォコーダーとアルペジオシンセを多用したモロ
ダー節が炸裂！HIP-O SELECT限定盤です。

¥1,000（B000304102）
買取
価格

GRASS ROOTS
Leavin' It All Behind 
「100万年の想い」、「神に願いを」のシングル・ヒットを
収録した1969年発表の4作目。ペイパー・スリーヴ仕様
HIP-O SELECT限定盤です。

¥900（B000287602）
買取
価格

GRIN
Gone Crazy 
ニルス・ロフグレン率いるグリンの1973年発表の3作目。
南部ソウル／スワンプ・ロック・サウンドがバンドの更なる
充実を感じさせる1枚。HIP-O SELECT限定盤です。

¥600（B001339002）
買取
価格

HEAD EAST
Head East / Gettin' Lucky 
70年代半ば何曲かのスマッシュ・ヒットがあるセントルイ
スのバンドの1977年作と78年作が2IN1でひっそりとCD
化。HIP-O SELECT限定盤です。

¥700（B000418302）
買取
価格

HONK
Honk （Limited Edition） 
70年代初頭、カリフォルニア南部ラグナ・ビーチで結成さ
れたファンキーなロック・バンド、ホンクの1973年作。ちな
みに次作も同タイトル。HIP-O SELECT限定盤です。

¥1,100（B000362802）
買取
価格
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PSYCHE, GARAGE
DISKUNIONでは輸入盤・国内盤問わずサイケ、ガレージのCDを高価買取致します。過去から幾度となく再発されておりますが、
それぞれに違った良さがあるのもサイケの特徴です!!今回は規格にも拘りました!

INDEX Anthology 
1995年にドラムのJIM VALICENによって、自身のレーベ
ルTOP JIMMYよりリリースされた日本流通枚数の少な
いVOL.1。67年～69年までの様々な音源をリマスターで
収録。LIVE音源も。

¥3,000（108068）
買取
価格

INDEX Anthology 2 
こちらもTOP JIMMYから1997年に発売された30周年
記念となるアンソロジー第2弾、2枚組。LION盤にも収
録されなかった本盤だけの音源も収録。VOL.1以上に
入手困難の為TOP WANT!!

¥4,000（126672）
買取
価格

INDEX Black Album + Red 
Album + Yesterday & Today 
TOP JIMMY盤からの長き廃盤時代を経て2010年年末に発
売された待望のオフィシャルCD盤。ガレージとサイケの狭間を
真空パックした歴史的音源価値の高い逸品ですが、こちらも既
に廃盤の為、高価買取。

¥1,500（LION644）
買取
価格

ディープ サイケデリック・ムーズ（デ
ィフィニティヴ・エディション） 90年代に
発売された米コレクタブルズ盤に収録されていたレアなデ
モ音源をボーナス・トラックとして収録し、ディフィニティヴ・
エディションとして発売されたCICADELIC盤、国内帯ライ
ナー仕様をWANT!

¥1,200（CICD977JP）
買取
価格

DEEP Psychedelic Moods By The 
Deep （MONO／STEREO + 2 BONUS 
TRACKS）FALLOUT盤の廃盤から数年後、同様の
内容で再発されたPILOT盤をWANT。MIXの違うSTEREOと
MONOのオリジナルVERは一時期を過ぎて以来廃盤が続き、
希少価値が高まってきています。

¥800（PILCD6007）
買取
価格

COLD SUN
Dark Shadows 
2008年に発売されたCD規格の決定版。強烈なLIVE
音源をボーナス・トラックとして収録したことに意義があ
る1枚。FREAKODELIC、SOUTH TEXAS盤（CD-R仕
様）もWANT!

¥1,500（WIS1038）
買取
価格

MYSTIC SIVA
Mystic Siva 
WORLD IN SOUNDから再発されたデトロイト産サイケ
人気盤。本盤にはEARLY TYPEとLATE TYPEの装丁
が存在し、その中でも初期型のCD留め具が取れ易いタ
イプの美品をWANT!

¥1,500（WIS1002）
買取
価格

SILVER APPLES Garden 
1998年に発掘・再発されたSILVER APPLES幻の3作
目、2006年リマスター盤。お蔵入りになったのが不思議な
ほど完成度の高い1枚。瞬く間に廃盤となり、現在でも人
気の高い電子サイケ作品です。

¥1,500（FUCD006）
買取
価格

SPOILS OF WAR
Spoils Of War 
あのSHADOKS MUSICの記念すべき第1弾発売タイト
ル。当時リール・テープのみのリリースであった同タイトル
の'68年作ほか、電子サイケの至宝をまとめて収録。常に
高い人気を誇る名盤です。

¥800（SHADOKS001）
買取
価格

LINDA PERHACS
Parallelograms 
これまで様々な規格がリリースされていますが、その中で
もSUNBEAM盤紙ジャケ仕様をWANT。なんといっても
SUNBEAM盤でしか聴けない78年録音未発音源"I'd 
Rather ~"の収録が魅力。

¥1,000（SBRCW5503）
買取
価格

ピーター・アイヴァース・バンド
ブルー・コミュニオンの騎士 
EPICから発売されたPETER IVERSの記念すべき1ST。こ
ちらはHUX盤の輸入国内仕様としてMSIから発売された規
格。これ以後のタイトルは近年再発されておりますが、実は
現在手に入り辛い1枚。

¥1,200（MSIG0364）
買取
価格

JAKE HOLMES
Above Ground Sound Of 
ACID FOLKの傑作として各種規格がリリースされている
中IT'S ABOUT MUSIC盤をWANT。CD-R作品ですが、
圧倒的に良音質。本盤にしか収録されていないBONUS 
TRACKも収録。

¥800（IAM-JAK-001）
買取
価格

DINO VALENTI （DINO 
VALNETE） Get Together - The Lost 
Recordings Pre 1970 こちらもIT'S ABOUT MUSIC
からCD-Rでリリースされた限定盤。ソロ作以前の64年~70年に録
音していた未発表音源集で、その極上の内容から瞬く間に市場から
姿を消したレアタイトルです。

¥800（IAM219）
買取
価格

ブルース・ハーク
キャプテン・エントロピー 
子供の為の電子音学として有名なブルース・ハーク。彼の
作品群を国内キングが2005年にまとめて日本盤化したタ
イトルはどれも廃盤。各種WANT!!さらに応募特典のCD付
（2種）はさらに高価買取!!

¥1,000（KICP-2640）
買取
価格

ディック・ハイマン&メリー・メイヨ
ムーン・ガス 
2003年に世界初CD化されたのが1枚。電子音とラウンジな
JAZZ VOCALの絡みは、コンセプトである月という舞台と合
わさってSFでサイケデリックに!!CDの規格はこれのみの為、
人気の高い逸品です。

¥1,200（VRCD3329）
買取
価格

TIM BUCKLEY
STARSAILOR 
ティム・バックリーのキャリアの中でも異端とも言えるジャ
ズ・ロック作品。こちらのCD化は1989年。近年国内盤の
発売もありましたが、初CD化規格であるRHINO盤、もしく
はENIGMA盤をWANT。

¥1,500（R270360）
買取
価格

キャプテン・ビーフハート
リック・マイ・デカルズ・オフ, ベイビー 
トラウト・マスク・レプリカの次に発表された4TH。前述の作品
に隠れがちですが本盤こそが隊長の最高傑作と断言。89年
に海外ではENIGMA、日本での発売はワーナーからで、CD再
発が待望される1枚。

¥2,000（WPCP-5739）
買取
価格

ブルー・チアー
ファースト・アルバム 
2007年発売紙ジャケ仕様。どれも廃盤になっております
が、中でも人気の高い1STをWANT。国内表記では単純に
「ファースト・アルバム」とされております。ヘヴィ系の紙ジャ
ケは価格高騰傾向にあり。

¥3,000（UICY93363）
買取
価格

ジョー・ミーク
アイ・ヒアー・ア・ニュー・ワールド 
DISKUNIONが愛を注ぎ続けたJOE MEEK。中でも本盤は
最も思い入れの強い作品です。宇宙からのメッセージ、早す
ぎたサイケデリック。日本盤はSHM-CD仕様、妄想帯付きは
さらに高価買取致します。

¥1,500（HYCA3041）
買取
価格

フリーク・シーン
サイケデリック・ソウル 
P-V I NEが一時期発売していた「PSYCHEDEL IC 
JOURNEY」シリーズ。どのタイトルも軒並み廃盤となってき
ております。このシリーズはなんといっても歌詞・対訳がつい
ていることが大きな魅力。

¥1,200（PCD-25072）
買取
価格

TREES COMMUNITY
Christ Tree 
NYのヒッピ・コミューンによるレア音源を纏め上げた4枚
組CD-BOX!!ACID FOLKの枠におさまらない極上の音
源の数 ・々…74年のLIVE音源も収録。流通数も少ない
人気タイトルをWANT!!

¥2,500（H／E015）
買取
価格

ルーラ・コルテス＆ゼー・ハマーリョ
パエビルー カミーニョ・ダ・モンターニャ 
ブラジリアン・サイケの至宝とも呼ばれる傑作、P-VINEから
の国内盤：廃盤をWANT!!4つのテーマで制作された本盤
はサイケだけでは括れないGROOVEの嵐…SHADOKS
輸入盤も高価買取。

¥1,200（PCD-17197）
買取
価格

CATHY YOUNG
Spoonful Of Cathy Young 
日本では「ニューフォークのスター／キャシー・ヤングの世界」
というタイトルで発売されていたカナダ産ACID FOLK。本盤
は韓国MAPLEから一時期のみ流通していた輸入盤。再発
が待望される1枚です。

¥1,000（MCR1726）
買取
価格

V.A. Nuggets: Original Artyfacts From 
The First Psychedelic Era 1965-1968
1972年に発売されたガレージ入門変。こちらは1998年発売
の4CD BOX。ブックレットの情報量も素晴らしいものがあり
ます。輸入盤はもちろんのこと、国内解説の付いたP-VINE
盤はさらに高価買取致。

¥3,000（R275466）
買取
価格

13TH FLOOR ELEVATORS
Sign Of The Three Eyed Men
日本国内未入荷といわれるINTERNATIONAL ARTISTS
限定発売の10枚組みCD BOX。音源もさることながら
封入されたメモラビリア（POSTER,STICKER ETC）
の数 ・々…

¥15,000（IA#14CD）
買取
価格
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辺境
近年ますます盛り上がるタイや東南アジア、中東のヴィンテージ音源再発。プレス数の少なさもコレクター泣かせです。
中でも新品での入手が不可能な商品は圧倒的な高価買取でお応えします。

V.A. Thai? Dai! 
タイのゲットー歌謡「ルークトゥン」の中でも危険な「ルーク
トゥン・アンダーグランド」を集めた一生モノのコンピ。収録
曲を全部集めるためにはいくらお金と時間が掛かるか分
かりません。FUZZ歌謡ロッキン！

¥1,000（FKR044CD）
買取
価格

V.A. Molam: Thai Country Groove 
From Isan 
タイ関連のリイシューCDの中でも最高入手難度の1枚。
タイ現地でもCD化されていないレア音源多数収録。土
着ファンキー民謡グルーヴ！

¥2,500（SF019CD）
買取
価格

V.A. Molam: Thai Country Groove 
From Isan Vol. 2 
VOL.1と並んで非常にCDが入手困難な1枚。キラ̶曲
中のキラー曲であるアンカナー・クンチャイの「TAI SALUB 
PRAMA」を収録。

¥2,500（SF033CD）
買取
価格

V.A. Shadow Music Of Thailand 
人気アイテムですが長期間廃盤、更に再発のLPも入
手困難！タイ産の異形ガレージ／ロックンロール／サー
フ集。EMレコードのSON OF PMのCDとの重複も僅
かです。

¥1,500（SF042CD）
買取
価格

V.A. Singapore A‐Go‐Go Vol. 1 
コンピは数多く出ているものの、質の点で問題も多いシン
ガポール物ですが本作は別格。海外のオークションサイト
でも常に高値で取引されている1枚。

¥1,000（SF051CD）
買取
価格

V.A. Thai Pop Spectacular 
（1960'S-1980'S） 
チャーイ・ムアンシンやオヌマ・シンシリなど比較的王道路
線のタイ音楽を紹介した1枚。タイ入門編として最適。

¥1,500（SF032CD）
買取
価格

V.A. Siamese Soul:thai Pop 
Spectacular 1960s-1980s Vol. 2 
ダオ・バンドン、ソーン・ペッピンヨー、ホントーンなど現在最
も人気のあるタイのファンキー歌謡／民謡が詰め込まれ
た素晴らしいコンピ。

¥1,500（SF050CD）
買取
価格

V.A. Radio Phnom Penh 
現地のラジオ音源を丁寧にエディットした「RADIO」シリー
ズの中でも人気の1枚。レコード自体がほぼ残っておらず
入手が困難を極めるカンボジア編。

¥1,000（SF020CD）
買取
価格

V.A. Bollywood Steel Guitar 
3000枚を超えるアラン・ビショップのボリウッド・ヴァイナル・
コレクションから選び抜かれたインスト・ボリウッド集。LP
で再発され入手の難易度は下がったものの、まだまだこ
のCDはレア。

¥1,300（SF043CD）
買取
価格

V.A. Radio Pyongyang: Commie 
Funk And Agit Pop From The Hermit 
Kingdom 「RADIO」シリーズ、禁断の北朝鮮編。殆ど新品
状態で売っているのを見たことが無いほどで、おそらく発売即完売
になったアイテムと思われます。軍歌と民謡と演説と唐突なロック
が入り混じるカオスな1枚。

¥1,500（SF023CD）
買取
価格

V.A. Princess Nicotine: Folk 
And Pop Music Of Myanmar 
ジャケ違いのLPで再発されましたが、そちらもそろそろ入
手困難。ミャンマーの仏教音楽と民謡グルーヴのヤバさに
ぶっ飛ぶ、SF作品の中でも1,2を争う内容。

¥1,300（SF006CD）
買取
価格

DARA PUSPITA
Dara Puspita 1966-1968 
海外のオークションサイトでも安定高値を続ける人気ア
イテム。インドネシアのガールズ・ガレージ・バンドの初期
4作からセレクトされたコンピ。資料性の高いライナーも
素晴らしい。

¥2,000（SF054CD）
買取
価格

V.A. Cambodian Rocks 
KHMER ROCKSからの出し直し盤も現在は中 レ々アで
す。シン・シサモットやロ・セレイソティアといった大スターに
よる洋楽カバー中心のセレクション。

¥1,500（CV1）
買取
価格

V.A. Cambodian Rocks Vol.2 
KHMER ROCKSからの出し直し盤VOL.2。VOL.1よりレ
ア度は若干上かと思われます。VOL.1もVOL.2もオリジナ
ル盤とジャケが違います。

¥1,500（CV2）
買取
価格

SAN UL LIM San Ul Lim 
WORLD PSYCHEDELIA盤。サヌリムのストレートリイ
シューはどれも入手困難だが特にこのVOL.1はFUZZ
サイケ好きに人気の1枚。

¥1,500（WPC68482）
買取
価格

SAN UL LIM
San Ul Lim 2 
WORLD PSYCHEDELIA盤。レア度でいうとVOL.1を上
回るVOL.2！サイケ度も格段にUP。

¥1,500（WPC68488）
買取
価格

SAN UL LIM
San Ul Lim 3 
WORLD PSYCHEDELIA盤。1や2に比べると入手難易
度は下がりますが、内容は素晴らしい。

¥1,000（WPC68498）
買取
価格

KIM JUNG MI
Wind 
コリアン・アシッドの最高峰。「NOW」は近年再発されまし
たが、この「WIND」のWORLD PSYCHEDELIA盤は年
々入手難易度がアップしております。

¥1,300（WPC68500）
買取
価格

MAFT SAI
Thai Funk Zudrangma Vol.1 
タイ人DJマフト・サイの名を一躍有名にしたタイ産ファン
クMIX。マフトの手元にも既に在庫は無く、入手困難な1
枚です。※一つ一つ布の柄が違います

¥1,500（ZRMCD001）
買取
価格

MAFT SAI
Thai Funk Zudrangma Vol.2 
タイ人DJマフト・サイの名を一躍有名にしたタイ産ファン
クMIX。こちらもマフト自身も既に在庫を持っていない廃
盤アイテム。入手難易度はVOL.1より上。※一つ一つ布
の柄が違います

¥1,800（ZRMCD002）
買取
価格

MAFT SAI Luk Thung ! : The 
Roots Of Thai Funk 
マフト・サイによる決定的なルークトゥンMIX！前2作と比較
しても入手難易度／内容共にワンランク上。パッケージ
が特殊なので美品をWANT！

¥2,000（ZRMCD003）
買取
価格

3 HUR EL Hurel Arsivi 
比較的市場に出やすいトルコ・サイケの再発CDですが
本作は長期廃盤＆内容の素晴らしさからか入手が困難
です。今最も好まれる「オリエンタル」+「ファンキー」な
サウンド。

¥1,500（WPC68463）
買取
価格

YAMASUKI
Le Monde Fabuleux Des Yamasuki 
FINDERS KEEPERSの中でも安定した人気を誇るフレン
チ偽物ジャパニーズ・ファンク。

¥1,800（FKR002CD）
買取
価格

V.A. Steam Kodok  26 A Go Go 
Ultrarities From The 60'S Singapore 
And South East Asia Underground
シンガポール&東南アジアの60'Sアンダーグラウンド・ガレージ・バン
ド集。オランダのGREY PASTからのリリースですが、プレスの数自体
が相当少ないと思われます。

¥1,500（DUST004CD）
買取
価格

V.A. Let's A Go Go! - Singapore 
And Southeast Asian Pop Scene 
1964-69 海外のオークションサイトでもなぜかほとん
ど見かけることが無い1枚。内容はシンガポール産及び東
南アジアのキラー・ガレージ／ビート集。

¥1,500（ST01CD）
買取
価格
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BLUES ROCK
ブルースの先人たちの模倣から派生した大きな潮流はやがて、ハードロックや独自の音楽性などを生み出し、一ジャンルとして確立された。
CDでの再発もすでに多く、今が聴き時かも。

アレクシス・コーナー
ブートレグ・ヒム！ 
1972年リリース、濃厚編集盤。ペンタングル、アンディフレ
イザー、そしてロバートプラント！ただの寄せ集めでは無いこ
とが分かるのは、british bluesの父とよばれる所以か。紙
ジャケ仕様／帯付

¥1,500（WAS-1076）
買取
価格

アルヴィン・リー 栄光への飛翔 
元テン・イヤーズ・アフターのアルヴィン・リー、74年3月レ
インボー・シアターLIVE盤。メル・コリンズやココモのメン
バーをバックに、華麗なギター・プレイを披露。紙ジャケ仕
様／帯付／2CD

¥1,000（AIRAC-1442/3）
買取
価格

AYNSLEY DUNBRER RETALIATION
Dr. Dunber's Prescription
1969年リリース、2nd。ジョンメイオールのハードロード参
加後、多くのビッグネームバンドでも活躍することとなるド
ラマー、エインズレーダンバーの自身名義ブルースロック
期名作。輸入盤

¥800（22102）
買取
価格

ブラック・キャット・ボーンズ
有刺鉄線サンドウィッチ 
1970年リリース、ポールコゾフ、サイモンカーク在籍して
いたBRITISH HEAVY BLUES究極の一枚。紙ジャケ
仕様／帯付

¥1,500（UICY-93179）
買取
価格

BRUNNING SUNFLOWER 
BLUES BAND Bullen St. Blues + 
Trackside Blues 1968年リリース1st＋1969年の
2ndの2in1仕様。初期マックのベーシスト、ボブブラニングとサボ
イブラウンのメンバー、ボブホールが中心に結成されたブリティッ
シュブルース傑作。輸入盤

¥1,000（6076）
買取
価格

バターフィールド・ブルース・バンド
ライヴ 
1970年3月、伝説のロサンゼルス、トルバドールでの熱狂
のライヴ盤。ポールバターフィールドのブルースハープが
むせび泣くBLUESROCKライブ名盤。プロデュースはトッ
ドラングレン。帯付

¥700（WPCR-15005）
買取
価格

カクタス カクタス 
1970年リリース、1st。ティム・ボガード&カーマイン・アピス
というロック史上に名を残すリズム隊を中心に結成され
たハードロック・バンドによるブギー傑作。紙ジャケ／帯
付／SHM-CD

¥1,000（VICW-70006）
買取
価格

キャンド・ヒート
ブギ－・ウィズ・キャンド・ヒ－ト 
1968年リリース、2nd。ハードロック／ブギーバンドによる初期
名作。バターフィールドブルースバンドと双璧を成す、米国が誇
るホワイトブルース代表格。アルウィルソンのハープ／ヴォー
カルも聴きどころ。帯付

¥800（VSCD-1830）
買取
価格

チキン・シャック
40ブルー・フィンガーズ 
1968年リリース、1st。英国ブルースロック3巨頭チキン
シャックのデビュー盤。スタンウェブ／クリスティンパー
フェクトの個性光るパフォーマンスをマイクヴァーノンが
プロデュース。

¥1,000（MHCP-872）
買取
価格

クリスティン・パーフェクト
クリスティン・パーフェクト 
1970年リリース、チキンシャック脱退後、フリートウッドマッ
ク加入前のソロ1st。ジョンマクヴィーと結婚する前の、"
クリスティンパーフェクト"時代に残された名盤。紙ジャケ
仕様／帯付

¥1,500（MHCP-876）
買取
価格

クライマックス・シカゴ
タイトリー・ニット 
1971年リリース、4th。前作と同じ編成ながらバンド名を変
更。コリンクーパーのサックス～シカゴスタイルのブルース
ナンバーも織り交ぜた、ブルースロック絶頂期作。

¥1,000（AIRAC-1266）
買取
価格

GROUNDHOGS
Scratching The Surface 
1968年リリース、1st。トニーマカフィー率いるグラウンドホッグ
スのデビュー盤。アングラなジャケとは裏腹にストレートなブル
ースロックが鳴り響く名盤。ジョアンケリーもギターボーカルで
参加。スリップケース付輸入盤

¥800（BGOCD701）
買取
価格

JUICY LUCY
Juicy Lucy 
1969年リリース、1st。オリジナルはvertigoからの発表。ボ
ディドリーカバーもあり、ブラスやグレンキャンベルのスライ
ドも光る粒揃いのR＆B名作。紙ジャケ仕様／帯付

¥2,000（AIRAC-1165）
買取
価格

KEEF HARTLEY BAND
Halfbreed 
1969年リリース、自身バンド名義でのソロ1st。ミラーアン
ダーソンのソウルフルなボーカルに加え、ハモンドやホン
セクも自身のドラムに乗って展開するいぶし銀グルー
ヴィ名盤。輸入盤

¥800（ECLEC2050）
買取
価格

KEY LARGO
Key Largo 
1970年リリース、1st。オリジナルはBLUE HORIZONか
ら発表された幻のブルースロックバンド。ハーピストのロー
リーガーマンを中心に結成、もちろんマイクヴァーノンプロ
デュース。輸入盤

¥800（GTR620）
買取
価格

マギー・ベル 熟れた果実 
1976年リリース、2nd。英国のジャニスジョップリンの
異名を持つマギーベル。ジミーペイジもギターで参加す
るフィメールブルース傑作。紙ジャケ仕様／帯付

¥1,500（AIRAC-1181）
買取
価格

MARTHA VELEZ
Fiends & Angels 
1969年リリース、1st。クラプトン、ブライアンオーガー、スタンウェ
ッブなど錚 た々るメンバーも参加。マーサの迫力あるボーカルが
全面的にフィーチャーされたスーパーセッション的傑作。帯+ライ
ナー付／直輸入盤仕様

¥1,000（SG25）
買取
価格

MIKE VERNON
Bring It Back Home 
1971年リリース、1st。ホワイトブルース名プロデューサー
が自らデビュー。バックを務めるのはジェリーブレッドの
面々。ロリーギャラガー、ポールコゾフ参加の軽快なロッ
ク作的仕上がり。輸入盤

¥800（MR56435）
買取
価格

PETER GREEN WITH NIGEL 
WATSON SPLINTER GROUP 
Hot Foot Powder 2000年リリース、スプリンターグ
ループとして、ロバートジョンソンカバー集第二弾。ドクタージョン、
バディガイ、オーティスラッシュなどの共演も光る現役ブルースア
ルバム。スリップケース付輸入盤

¥800（SMACD828）
買取
価格

ロリー・ギャラガー
タトゥー 
1973年リリース、4th。数あるロリーの作品の中でも代表
作といいきれる好内容アルバム。スタジオワークとしての
聴きごたえも十分に。紙ジャケ仕様／帯付

¥1,000（BVCM-37883）
買取
価格

サヴォイ・ブラウン
ゲッティング・トゥ・ザ・ポイント 
1968年リリース、2nd。ヴォーカル、クリスユールデン×ギ
ター、キムシモンズ×ピアノ、ボブホールによるシンプル
ながらも貫録漂う、英ホワイトブルースの傑作。紙ジャケ
仕様／帯付

¥1,000（UICY-9584）
買取
価格

スタック・ワディ バガー・オフ！ 
1972年リリース、2ndにして最終作。ブルースロックを消化
した粗削りなハードロックテイスト。ザッパ／キンクスなど
のカバーも秀逸！ 紙ジャケ仕様／帯付

¥1,000（AIRAC-1469）
買取
価格

STONE THE CROWS
Stone The Crows 
1970年リリース、2nd。タイトなバンドアンサンブルにマ
ギーベルのボーカルがグルーヴするバンドとしての傑作
2作目。

¥800（REP4626）
買取
価格

テン・イヤーズ・アフター
夜明けの無い朝 
1969年リリース、4th。ギタリスト、アルヴィンリー率いる、ブ
ルージーハードロック名作。紙ジャケ仕様／帯付

¥1,500（TOCP-67503）
買取
価格

TOP TOPHAM The Complete 
Blue Horizon Sessions クラプトン前の
ヤードバーズのギター、トップトーパム。1970年BLUE 
HORIZONからリリースされたインスト作ASCENSION 
HEIGHTSを完全収録プラス未発BBC音源含め全19
曲収録。輸入盤

¥1,000（88697359082）
買取
価格
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PUB ROCK
英国70年代におけるPUB ROCKの存在意義がマスへのアンチテーゼとするならば、2013年においてもそれは有効なのか？
ぜひ聴いて確かめてみたい! そんなPUBROCK厳選25タイトル。

ビーズ・メイク・ハニー
ミュージック・エヴリ・ナイト 
1973年リリース、唯一作。プロデュースはヴィックメイル、
演奏技術もさることながら、遊び心溢れたグッドタイミー
PUBROCK名盤。紙ジャケ仕様／帯付

¥1,000（VSCD-532）
買取
価格

ブリンズリー・シュウォーツ
ニュー・フェバレイツ・オブ・ブリンズ
リー・シュウォーツ 
1974年リリース、6th。ラストアルバムにしては華やかすぎ
る（！）ブリンズリーシュウォーツ（ニックロウ）流powerpop
名盤。帯付

¥800（VSCD-512）
買取
価格

チリ・ウィリ＆ザ・レッド・ホット・ペ
ッパーズ
ボンゴス・オーヴァー・バルハム 
1974年リリース、2nd。カントリー、フォーク、スウィング、r&bな
どルーツアメリカ的エッセンスの詰まった英pubrockゴキゲン
盤。紙ジャケ仕様／帯付 ¥1,000（POCE-1029）

買取
価格

デイヴ・エドモンズ
ひとりぼっちのスタジオ 
1975年リリース、ソロ2nd。ヒューマン・ビーイング／ラヴ・
スカルプチュアとバンドを経た、ソロ作2作目はロネッツや
チャックベリーなどR&Rファンも唸る50-60年代の名曲た
ち。紙ジャケ仕様／帯付 ¥1,000（BVCM-35287）

買取
価格

ドクター・フィールグッド
ダウン・バイ・ザ・ジェティー 
1975年リリース、記念すべき1st。モノホンのR&Bパンク
がココに、、、！リーブリローのガナリ声＆ウィルコのカッティ
ング最強。紙ジャケ仕様／帯付

¥1,500（TOCP-67812）
買取
価格

ドクター・フィールグッド
不正療法 
1975年リリース、2nd。ウィルコジョンソンのギターカッティ
ング＆リーブリローのハープ！1stから既にでき上がっていた
スタイルはそのままに、より鋭さを増したROCK史に残る名
盤。紙ジャケ仕様／帯付 ¥1,500（TOCP-67813）

買取
価格

ドクター・フィールグッド
殺人病棟 
1976年リリース、3rd。75年ウィルコ在籍時の名LIVE盤。
そしてついに全英ナンバー1に！しかも発表後、キーマン
であるウィルコが脱退…。在籍最終作となる。紙ジャケ
仕様／帯付 ¥1,500（TOCP-67814）

買取
価格

エディ・アンド・ザ・ホットロッズ
十代の爆走 
1976年リリース、1st。パンキッシュに疾走するpubrock名
盤。whoやsam cookeなどのカバーも散りばめつつ、オリ
ジナル曲も煌びやかな一枚。紙ジャケ仕様／帯付

¥1,500（UICY-93271）
買取
価格

エッグス・オーバー・イージー
グッド・アンド・チープ 
1972年リリース、1st。アメリカ出身ながら、かのチャスチャンド
ラーに見初められ渡英後に発表した一枚。プロデュースはリ
ンクレイ！ スワンプ～ウェストコースト色の香る内容は素晴らし
い。紙ジャケ仕様／帯付 ¥1,000（AIRAC-1570）

買取
価格

エルビス・コステロ
ライヴ・アット・ジ・エル・モカンボ 
録音自体は1978年3月。いまだ現役で活躍を続けるコステロの初
期の魅力が詰まりに詰まった激熱live音源。バックもアトラクション
ズが固めている。元 は々78年のカナダプロモ用だった音源。紙ジャ
ケ仕様／帯付／SHM-CD ¥1,500（UICY-94361）

買取
価格

グラハム・パーカー・アンド・ザ・
ルーモア スクイージング・アウト・ス
パークス 1979年リリース、5th。ジャックニッチェをプロ
デュースに起用した一枚。バックを固めるのはルーモア！ストレ
ートなロックンロールをシンプルに詰め込んだpubrock大名
盤。紙ジャケ仕様／帯付

¥1,500（UICY93382）
買取
価格

HELP YOURSELF HELP 
YOURSELF/BEWARE THE 
SHADOW 1971年-1st＆1972年-3rdの2in1。pubrock
を紐解いていく上でのブリンズリーと共に語られる最重要バン
ド。フォーキーな一面もありつつ、AMERICAN ROCKへの憧
憬も込められた職人盤。輸入盤

¥800（BGOCD-385）
買取
価格

イアン・デューリー
ニュー・ブーツ・アンド・パンティーズ 
1977年リリース、1st。pubrock基本盤として、というより
も70年代の英国を代表する一枚。ジャンルの枠を軽く
超えてしまった意味はあまりにも大きい。紙ジャケ仕様／
帯付／2CD

¥2,000（VICP-64051/2）
買取
価格

インメイツ ファースト・オフェンス 
1979年リリース、1st。GARAGE PUNKにも通ずる一
貫したスタイルに惚れ込んだ人も多いはず！このCD、廃
盤です！帯付

¥1,500（WPCR-1762）
買取
価格

カーサル・フライヤーズ
グレート・アーティスト 
1978年リリース、2nd。ニックロウ始め、ブリンズレー界隈
も参加！バラエティに富んだ楽曲も多く、完成度の高い一
枚。紙ジャケ仕様／帯付

¥800（AIRAC-1284）
買取
価格

ルー・ルイス
セイヴ・ザ・ウェイル 
1979年リリース、唯一作。名門STIFFからのリリース…と
かのゴタクを並べる必要のないキレッキレのR&Bパンクが
ここに！紙ジャケ仕様／帯付

¥2,000（VICP-63346）
買取
価格

MICKEY JUPP Juppanese 
1978年リリース、ソロ名義1st。元祖pubrockバンド
legendでも活躍したmickey juppソロデビュー作。前半
はニックロウprod.でバックがrockpile、後半はゲイリーブ
ルッカーprod.といわくつきの一枚。輸入盤

¥800（REPUK1084）
買取
価格

ニック・ロウ
レイバー・オブ・ラスト 
1979年リリース、ソロ名義での2nd。m1「cruel to be 
kind」から一気に幕をあけるポップマエストロによる金字
塔的作品。帯付

¥1,200（MSIG-0719）
買取
価格

ロックパイル
ライヴ・アット・モントルー 1980 
2011年にリリースされた、モントルー1980年live音源。
元々スタジオ音源自体も少ないロックパイル、カヴァー曲
など新規音源としての資料性も高い好盤。帯付

¥1,200（YMCP-10015）
買取
価格

ルーモア
マックス 
1977年リリース、1st。graham parkerのバックバンド！と
いうには豪華すぎるpubrock古参集団ルーモア。紙ジャ
ケ仕様／帯付

¥1,500（UICY-93383）
買取
価格

SOLID SENDERS
Wilko Johnson's Solid Senders 
1978年リリース唯一作。ドクターフィールグッド脱退後の
ウィルコによる結成バンド。ドクターフィールグッド的なア
プローチは少ないものの語る上で外せない一枚。輸入盤

¥800（CDV2105）
買取
価格

タイラ・ギャング ヨットレス 
1977年リリース、1st。元ダックスデラックスのシーンタ
イラを中心に結成された。出し惜しみなくロックンロール
ナンバーを詰め込んだpubrock隠れ名盤。紙ジャケ仕
様／帯付

¥800（AIRAC-1285）
買取
価格

ウィルコ・ジョンソン ウィルコ・ジョ
ンソン・トーキョー・セッション2013 
2013年1月10日に鮎川誠氏の呼びかけにより行われた
チャリティーライブを完全収録したライブドキュメンタリー
DVD。ウィルコを慕って集まったセッションゲスト陣も豪
華！DVDです。

¥1,400（WILCO-2013）
買取
価格

レックレス・エリック
レックレス・エリック 
1978年リリース、1st。STIFFのカタログ中でもひときわ異
彩を放つ（リッケン×豹柄ジャケット=カッコイイ！）愛すべき
1枚目。紙ジャケ仕様／帯付

¥1,000（VICP-63345）
買取
価格

V.A. クリスマス・アット・ザ・パティ 
1972年の12月に行われたLIVE集。デイヴ・エドモン
ズ、ダックス・デラックス、ヘルプ・ユアセルフなどの
PUBROCK勢による豪華な競演は聴き所満載！紙ジャ
ケ仕様／帯付／2CD

¥1,000（AIRAC-1119/2）
買取
価格
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AOR
人気のサイト限定商品やブルー・アイド・ソウル、レア・グルーヴからSSWまで関連する人気作を集めました。
いつだってあの夏の余韻に浸かっていたい大人の皆様へ……

ブルース・ルイス
アイ・アンド・ザ・ヴィレッジ 
アコギをメインに紡がれる瑞 し々い、88年発表の自主ブルー・
アイド・ソウル作品の隠れた逸品！そのジャケットの質感の通
りプライヴェート系のSSWファンはもちろん、レア・グルーヴ・フ
ァンをも虜にする一枚。

¥1,000（SHOUT270）
買取
価格

ROBERT LAMM
Skinny Boy 
シカゴのキーボディスト、ロバート・ラムが74年に発表した
ソロ作品。2006年に彼自身のサイト限定で販売された一
枚。サバービアにも掲載され、AOR～ブルー・アイド・ソウル・
ファンを魅了する名盤。

¥3,000（100001）
買取
価格

ダニー・ロング
シーズ・ヒア・アット・ラスト 
ジャケの素晴らしさからAORファンだけでなく自主系SSW
コレクターからの人気も高い極上のピアノ・メロウ作品。ア
ントニオ・カルロス・ジョビンのカヴァーと表題曲の再演が
ボーナス・トラックとして収録。

¥900（VSCD3528）
買取
価格

ジェローム・オールズ
ユー・リフト・ミー・アップ 
オリジナルはAOR最難関とも言える激レア盤!!ダニー・ハ
サウェイの歌声を彷彿とさせるヴォーカルに思わず膝を打
つ、極上のブルー・アイド・ソウル～メロウ・グルーヴィー・ナ
ンバーの多数収録。

¥1,500（VSCD3564）
買取
価格

ヴァンス・ギルヴァート
ヒア・アイム・ウェイティング 
アコギをメインとした弾語でしっとりと聴かせるSSWとしての
印象が強い彼が85年にリリースしたアーバン・メロウなAOR
デビュー作。切 と々響き、哀愁をまとった彼の美しい歌声が
夜と心に染み渡る一枚。

¥1,000（CSMCD322）
買取
価格

DAVID POMERANZ
Hold Tight 
都会派ピアノマン、DAVID POMERANZのフィリピン限定
で発売された激レア・アルバム。85年の東京音楽祭参加の
為に書き下ろされた幻の名曲の表題曲をはじめとした極上
のバラードアルバム。

¥4,000（7070904）
買取
価格

DON BETO
Nossa Imaginacao 
シンガー・ソング・ライター、セルソ・フォンセカの洗練された
メロディとアレンジがとにかく美しい、AORファンだけでな
くワールドやレア・グルーヴ・ファンまでを魅了するブラジリ
アン・メロウ大傑作！

¥700（5152）
買取
価格

ジョージ・デューク
ドリーム・オン 
代表曲「Shine On」を収録した82年リリースのディスコ～アー
バンなジョージ・デューク名作！輸入盤はボーナストラックを収
録して数年前に再発されましたが、この規格の帯付美品は
めったに出てきません！

¥2,000（358P8）
買取
価格

GILLES RIVARD
Quelle Belle Vie 
フリーソウル・ファンにもお馴染み、フレンチ・カナディアン
のAORシンガー、ジル・リヴァールの1975年～1983年ま
でのキャリアをほぼ包括したベスト盤！CITY POPよりな感
触も心地よく◎

¥1,800（TLGCD1366）
買取
価格

GLAD
Color Outside The Lines 
AOR／CCMを代表する名バンドGLADの95年作。後期
の作品ながらその時代性を感じさせず、安定した美メロデ
ィと往年のAOR系名バンドの数 を々彷彿とさせるサウンド
で人気の高い一枚。

¥1,000（5141651262）
買取
価格

GRIMALDI/ZEIHER
Recidive 
フランス産AORデュオ、GRIMALDI & ZEIHERの名作2ND
アルバム。スティーヴ・ルカサーやジェフ・ポーカロ、ラリー・
カルトンをはじめとした錚々たる面々が参加した超豪華作
品。CDは入手困難。

¥2,000（437272）
買取
価格

JOE PIZZULO All The Best 
セルジオ・メンデスのヴォーカルとして知られるJOE PIZZULO
のフィリピン限定でリリースされた入手困難なベスト・アルバ
ム。セルメンのリメイクからデヴィッド・フォスター作品をはじめと
した極上のバラード集。

¥2,000（50510111785）
買取
価格

JOHN FARRAR John Farrar 
オリヴィア・ニュートン・ジョンのプロデューサーとしての活動
でも知られる彼の80年作品。スタンダードなAORナンバーか
らしっとりとしたフォーキー・ナンバーまで美しいファルセットで
しっとり聴かせる好盤。

¥2,000（SEECD484）
買取
価格

TERI DESARIO
Teri Desario 
ビー・ジーズのバリー・ギブに見い出され、AOR～ハード・ポッ
プ・ファンに人気の80年のアルバム "CAUGHT"で知られ
る彼女の99年にフィリピン限定で販売された、人気曲の再
録5曲が収録された1枚。

¥2,000（111852）
買取
価格

JOE PIZZULO/LOU PARDINI/
KEVYN LETTAU Memories Of 
Love | Live ジョー・ピズーロ & ルー・パーディニ& ケヴィ
ン・レトゥーという、ファンにはたまらない共演ライヴ音源のフィリピ
ン限定盤。このメンバーならではの、貴重なデュエットによる名曲
カヴァーの数々…名演です！ ¥1,500（5101106852）

買取
価格

LOU PARDINI
Night To Remember 
ルー・パーディニのソロ1STアルバム。日本では『Live 
And Let Live』といったタイトルで曲順とジャケットが異な
る形でリリースされていましたが、こちらは翌年に米国で発
売されたタイトル。

¥2,000（JVC20622）
買取
価格

MICHAEL RUFF Everything 
トミー・リピューマのプロデュースによる84年リリースの名
盤「ワンス・イン・ア・ライフタイム」で一躍AOR界で知られ
るようになったマイケル・ラフ。練された曲の一つ一つが
素晴らしい2005年の自主制作盤。

¥2,000（2005003）
買取
価格

PASSAGE Passage 
AORフリークからの眼差しもアツいライトなメロウ感覚
と、ダンサブルかつソフィスティケイトされたモダン・サウン
ド、LOUIS JOHNSONによるCCM系グループ、PASSAGE
の81年唯一作。

¥1,200（SR110）
買取
価格

エー・トレイン エー・トレイン 
AORだけでなく、レア・グルーヴ・シーンからも極めて人気の
高い、A TRAINの1STアルバム。名曲「BABY PLEASE」
収録 ! !ユニオンオリジナル特典の妄想帯付の仕様で
WANT!

¥1,200（THCD142）
買取
価格

LANCE ORILLO
I'll Follow The Sun 
90年に自主でリリースされた知る人ぞ知る、コンテポラリー・ハ
ワイアンの隠れた名作。カヴァー曲中心の作品となっています
が、どれも高水準なセンスで聴かせる極上のメロウ・サウンド。全
AORファン必須の一枚。

¥1,800（LOD1001）
買取
価格

PAULINHO DA COSTA
Sunrise 
ブラジルのセッション・ミュージシャンとして多岐にわたる
活動で有名な彼の84年ソロ作品。ジョージ・デュークやラ
リー・カルトンも参加したブラジリアン・メロウ・フュージョン
名盤。CDはレア！

¥1,000（CD995）
買取
価格

マッキー・フェアリー
マッキー・フェアリー・バンド 
元カラパナのマッキー・フェアリー、ソロ名義1STアルバム。
その美しいジャケットから連想させる鮮やかなハワイアン・メ
ロウ・サウンドはシュガー・ベイブ・ファンまでを魅了し、依然と
して人気が絶えない一枚！

¥800（VICP-61906）
買取
価格

JACK WAGNER
Dancing In The Moonlight 
2005年にサイト限定で発売された、ジャック・ワグナーの5作
目。ジェフ・ペシェットがプロデュースで参加。全編を通して
アコースティックを基調とした、落ち着いて温かみのある大
人なAOR作品。人気盤！

¥4,500（91808）
買取
価格

V.A. OST Two Of A Kind 
83年に公開されたジョン・トラボルタとオリヴィア・ニュート
ン・ジョン主演映画のサウンドトラック。一部を除き、デヴィッ
ド・フォスターが楽曲提供したことでAORファンの間でも人
気の高い廃盤作品。

¥3,500（MCAD11738）
買取
価格

STEVE DORFF
Original Demos 
スティーヴ・ドーフのサイトにて1000枚限定で販売されたデ
モ音源集！本作では、あのデヴィッド・フォスターの秘蔵っ子
の故ウォーレン・ウィービーがヴォーカルをとっていることでも
極めて人気の高い一枚。

¥3,000（CSCD0104）
買取
価格
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SSW・SWAMP
サイケデリック・ムーブメントが収まるのと入れ替わるかのように隆盛を極めたSSW/SWAMPシーン。
やはり名盤が数多く誕生した70年代の作品は格別。その中からアコースティックな内容の作品を中心にチョイス。

アーニー・グレアム
アーニー・グレアム 
ベルファスト出身のSSW、アーニー・グレアムが残した唯一の
アルバム。バック・メンバーにはニック・ロウを含むブリンズレー・
シュウォーツとヘルプ・ユアセルフのメンバーが参加。直輸入、
紙ジャケット仕様。

¥1,200（MSIG0073）
買取
価格

アラン・ガーバー
アラン・ガーバー・アルバム 
レオン・ラッセルのシェルター・レーベルよりL.A.スワンプ人
脈からブッカーT&MG'Sのメンフィス勢を総動員したL．A．
スワンプ名盤。ダン・ペンやドン・ニックスとともに聞きたい
1枚。71年作品。

¥1,300（VSCD568P）
買取
価格

ヴァレリー・カーター
愛はすぐそばに 
元ハウディ・ムーンのヴァレリー・カーターが残した77年ソ
ロ・ファースト。リトル・フィートのローウェル・ジョージも参加。
プロデュースはモーリス・ホワイト。紙ジャケット仕様、2005
年リマスタリング。

¥2,000（MHCP768）
買取
価格

エディ・モトウ
ノー・ターニング・アラウンド 
ジョン・レノンにも愛されたという文句でお馴染みのSSW、73
年ファースト・アルバム。SSW／SWANPの名盤。名盤の殿
堂で再発されましたが既に廃盤。ギターの名手ですが、特に
アコギの演奏が極上。

¥2,200（UICY3331）
買取
価格

カーラ・ボノフ ささやく夜 
彼女の最高傑作との呼び声も高い79年作、セカンド。ア
ンドリュー・ゴールド、ガース・ハドソン、ジェイムズ・テイラー
らが参加。名曲、悲しみの水辺収録。2005年リマスタリン
グ、紙ジャケット仕様。

¥2,400（MHCP771）
買取
価格

クレイグ・フラー／エリック・カズ
クレイグ・フラー／エリック・カズ 
78年作。American Flyerの続編とも言えデュオ作。J・D・
サウザー、スティーブ・ルカサー、マイケル・マクドナルド、
らお馴染みの面々が参加。2007年リマスタリング。紙
ジャケット。

¥2,000（SICP1508）
買取
価格

ジェフ＆マリア・マルダー
スウィート・ポテト 
72年作、ジェフ&マリア名義のセカンド。エイモス・ギャレッ
ト、ポール・バタフィールドやウッドストックの仲間達ととも
に作り上げた極上のアメリカン・ミュージック。2004年発
売。紙ジャケット仕様。

¥2,000（NACD3218）
買取
価格

ジェリー・ゴフィン
イッツ・エイント・イクザトリ－・エンタ－ 
73年ソロアルバム。2010年には未発表音源が発売されま
したが肝心のこちらは廃盤。録音はマッスル・ショールズ。バ
リー・ゴールドバーグ、エディー・ヒントン、ピート・カーが参加し
たスワンプ・ロックの名盤。

¥2,200（AIRAC1009/1）
買取
価格

ジミー・ウェッブ
エンジェル・ハート 
82年作。唯一の80年代作品。既にAOR期に突入していま
すが楽曲の良さは変わらず。デヴィッド・フォスター、スティー
ヴ・ルカサーら参加。ドラムは全曲ポーカロ先生。2010年リマ
スタリング、紙ジャケット。

¥2,400（SICP2801）
買取
価格

ジム・プライス
キッズ・ナワデイズ・エイント・ 
71年ファースト。ストーンズやジョージ・ハリスン、クラプトンな
どの歴史的録音に参加しているホーン奏者。ニッキー・ホプ
キンス、ジム・ケルトナー、ボビー・キーズ、クラウス・フォアマン
参加のスワンプ名盤。

¥1,600（UICY3357）
買取
価格

ジュディー・シル
ドリームズ・カム・トゥルー 
近年、再評価著しいジュディ・シル。新・名盤探検隊でファース
ト、セカンドが再発されましたが、こちらはレコ̶ディンされなが
ら当時発売されなかった幻のサード。彼女を敬愛してやまない
ジム・オルークがミックス。

¥1,200（PCD17198/9）
買取
価格

スティーヴン・ビショップ ケアレス 
アート・ガーファンクルへの楽曲提供などを経て1976年に
発表したデビュー・アルバム。AOR人気の高い彼ですが、
こちらはアコギを基調とした素晴らしいSSW作品。クラプ
トン参加。SHM-CD紙ジャケット。

¥1,800（UICY94708）
買取
価格

ソングス・オブ・デヴィッド・ルイス
デヴィッド・ルイス 
アンドウェラのリーダー、デヴィッド・ルイスの70年作ソロ・ア
ルバム。プレス枚数極少のLPは依然高騰中。「ホールディ
ング・オン」「エンジェル・ザッツ・フォローイング・ミー」を追加
収録の紙ジャケット仕様。

¥1,600（VSCD6007）
買取
価格

ダン・ペン ノーバディーズ・フール 
スワンプ・ロックのファンにとって最重要アルバムの1枚と
言っても過言とはいえないダン・ペンが1973年にベル・レ
コーズからリリースしたファースト・ソロ・アルバム。盟友の
スプーナー・オールダムらが参加。

¥1,400（VSCD2211）
買取
価格

ティム・ハーディン 1+5 
66年ファースト。名曲「リーズン・トゥ・ビリーヴ」、コリン・ブ
ランストーンがカヴァーしたことで有名な「ミスティ・ローゼ
ス」収録。ボーナストラック8曲収録。2007年リマスタリン
グ、紙ジャケット。

¥1,600（UICY93399）
買取
価格

デニ－・ドハ－ティ
ワッチャ・ゴナ・ドゥ 
ママス&パパスのどちらかと言えば有名でない方のパパ、デ
ニ－・ドハ－ティの71年作。どちらかと言えばカントリー・ロッ
ク寄りの音ですが、名手ラス・カンケルらが参加。プロデュー
スはビル・シムジク。

¥1,800（UICY3361）
買取
価格

デラニー＆ボニー ジェネシス 
71年、GNP Crescendからリリースされた初期音源集。録
音自体は60年代後半でスワンプ全快とは行きませんが、
彼らのルーツを知るには重要な1枚。こちらは91年にキン
グから発売された国内盤で廃盤。

¥3,000（KICS2168）
買取
価格

デラニー・ブラムレット サム・シン
グズ・カミング／モービアス・ストリップ 
ボニーとのコンビ解消後、コロンビアで発表した二枚のソ
ロ・アルバム『サム・シングズ・カミング』（72年）、『モービアス・
ストリップ』（73年）をカップリング。デュオ時代に引けをとらな
い良作。入手困難。

¥1,400（MSIG432）
買取
価格

ドン・ニックス
イン・ゴッド・ウィ・トラスト 
南部スワンプ・ロックの永遠のマスター・ピース、ドン・ニック
スの71年ファースト。マッスル・ショールズの名うてのスタジ
オ・ミュージシャンをバックに迎えたスワンプ純度120%の歴
史的名盤。紙ジャケット。

¥1,400（VSCD569（P））
買取
価格

ハンス・スタイマー・バンド
ディグ・ア・ホール 
72年ファースト。ジャケとは裏腹にカナディアン・スワ
ンプの最高峰。ザ・バンドの「THE W.S. WALCOTT 
MEDICINE SHOW」カバー収録。人知れず廃盤。2002
年発売、紙ジャケット。

¥1,600（AIRAC1016）
買取
価格

フェリックス・パパラルディ
ドント・ウォリー・マ 
クリームのプロデューサーであり、マウンテンのメンバーで
あるフェリックス・パパラルディの79年唯一作。クリームの
「サンシャイン・ラブ」カバー収録。バーナード・パーディ、チャッ
ク・レイニーらが参加。

¥1,600（UICY3356）
買取
価格

ボビー・キーズ ボビー・キーズ 
72年にワーナーからリリースした唯一のソロ・アルバム。一
連のストーンズの傑作アルバムに参加したことでも知られ
るセッション・サックスの名手。エリック・クラプトン他、豪華
ゲストが集結。紙ジャケット仕様。

¥1,000（VSCD5065）
買取
価格

ボビー・チャールズ
ベター・デイズ～レア・トラック 
74年、ドクター・ジョン、ザ・バンドの面 ら々が参加して行なわ
れた未発表セッション。幻の2NDアルバムとも言うべき13
曲にファーストのアウトテイク、ラジオ・スポットを加えた日本
独自のレア・トラック集。

¥1,400（VICP75033）
買取
価格

リヴィングストン・テイラー リブ 
71年セカンド。ジェームス・テイラー実弟、カプリコーン時
代の名盤。ドリフターズの 「オン・ブロードウェイ」 のカヴ
ァーを収録。プロデューサーはジョン・ランドウ。2006年発
売、紙ジャケット。

¥1,800（UICY93177）
買取
価格

バリー・マン
レイ・イット・オール・アウト 
70年代シンガーソングライター時代を象徴するような一枚。
参加メンバーには、キャロル・キング、チャールズ・ラーキー、ダ
ニー・コーチマーら元シティの面々。こちらはＶＩＶＩＤからの最
新紙ジャケ&リマスター。

¥1,400（VSCD2379）
買取
価格
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OLDIES, SURF, GIRLS
近年アナログが再評価され、多くの需要が高まりつつあるOLDIES。アナログで聴くのも勿論素晴らしいのですが、
CDの魅力は未発音源やコンプ音源が多く、一網打尽にできるところ。改めて高価買取宣言!!

エルヴィス・プレスリ－
エルヴィス・プレスリ－登場！ 
OLDIESもとい、ロックン・ロールといえばやはりこの人。エ
ルヴィス・プレスリーの記念すべき1STアルバム。エルヴィ
スの紙ジャケCDは根こそぎ廃盤が多く、どれも高価買取
しておりますので是非。

¥1,500（BVCM37083）
買取
価格

エルヴィス・プレスリ－
エルヴィス・サン・セッションズ 
こちらも人気の高い廃盤アイテム。1976年に編集された
SUN RECORDの音源をまとめた逸品。オリジナルVERを
忠実に再現したテイクが堪能できる伝説の幕開けとなる音
源の数々…痺れます。

¥2,000（BVCM37101）
買取
価格

ビル・ヘイリー&ヒズ・コメッツ
ロック・アラウンド・ザ・クロック 
「ロック・アラウンド・ザ・クロック」!!ロックン・ロールの創
始者、ビル・ヘイリーと彼のコメッツによる表題曲を含んだ
BEST盤!!2007年発売ながら、あまり見なくなった紙ジャ
ケタイトルです。

¥1,000（VSCD5552）
買取
価格

ジーン・ヴインセント
ブルー・ジーン・バツプ 
VIVIDから2002年に発売されたキャピトル時代、伝説のファー
スト・アルバム1956年作品!!ロカビリーを知るならまずは。国
内盤は廃盤状態が続いております。この他VIVID作品も高
価買取致します。

¥1,000（VSCD1807）
買取
価格

フィル・スペクター
オフ・ザ・ウォール 
「フィレス」、「フィ=ダン」などのレーベルにおける未CD化
音源を中心にコンパイルされた良編集盤。かゆいところまで
手が届く!!??完全未発表音源まで収録したお得なコンピレ
ーションです。勿論廃盤。

¥1,200（RMD1005）
買取
価格

RICKY NELSON
American Dream 
1957~1963年、VERBEとIMPERIALに残した音源154
曲を収録した6枚組BOX。見ごたえある豪華ブックレット
付。詳細なバイオグラフィー、レコード・ジャケット＆ラベル、
秘蔵写真を多数掲載。

¥6,000（BCD16196FL）
買取
価格

NEIL SEDAKA Oh Carol 
1956～1966年のコンプリート音源集8枚組ボックス（全
220曲）。初出のステレオ音源に加え、ドイツ語、イタリア
語、スペイン語、ヘブライ語（!?）、そして日本語で歌われた
レアなトラックも多数収録。

¥5,000（BCD16535）
買取
価格

ROY ORBISON
Orbison 1955-1965 
黄金期1955～65年の全録音（全189曲）を漏らさず収めた7
枚組BOX。詳細なバイオグラフィーやレコードのジャケット、ラベ
ル、秘蔵写真多数掲載の豪華ブックレット付。BEARFAMILY
の丁寧な仕事。

¥6,000（BCD16423GL）
買取
価格

BUDDY HOLLY Not Fade 
Away The Complete Studio 
Recordi 2009年の年末にHIP-Oから限定発売され
た世界限定7,000SET BOX!!Buddy Hollyの貴重な音源
を203曲6枚のDiscに収録し、豪華なパッケージに収納し
たコレクターズアイテム!!

¥5,000（B001287502）
買取
価格

DEL SHANNON
Home & Away 
1960～1970年の黄金期に残した音源のコンプリート音源
集8枚組BOX（全226曲）。8枚中6枚は未発表多数含むス
タジオ音源集、残り2枚には激レア！デモ音源をタップリ収
録。豪華な装丁です。 ¥6,000（BCD1592HC）

買取
価格

デヴィッド・セヴィル
デヴィッド・セヴィルの世界 
チップマンクスの生みの親、デヴィッド・セヴィル。本盤はチッ
プマンクス結成45周年を記念したシリーズの一環として発売
されたタイトルで既に廃盤。虫声という一大ブームを巻き起こ
した男の生き様がここに!!

¥1,800（TOCP67282）
買取
価格

テディ・ベアーズ シング！ 
2006年、書籍との連動で話題を作った「ジャケガイノスス
メ」、紙ジャケシリーズの1作。世界初CD化となる、フィル・
スペクター在籍のヴォーカル・グループによる幻の名作で
す!!BONUSもあり!!

¥1,500（TOCP67982）
買取
価格

ピクシーズ・スリー パーティー・ウ
ィズ・ザ・ピクシーズ・スリー+8 
こちらも「ジャケガイノススメ」紙ジャケシリーズ第1弾リリー
スタイトル。ペンシルヴァニア州出身の白人女性ボーカル・
トリオによるTEEN POPがたまらなくCUTEな1枚!! ボーナ
スも多数収録。

¥1,800（UICY93060）
買取
価格

シルヴェッティ
スプリング・レイン（紙） 
「ジャケガイノススメ」第1弾タイトル、東芝編。70年代の
DISCO世代、そして90年代では電グルの"シャングリラ"
のネタでもおなじみの"SPRING RAIN"を収録した、まさ
に心洗われる1枚。

¥1,200（TOCP67981）
買取
価格

ベンチャーズ カメレオン 
あのVENTURESのテクノ歌謡作品!!??1980年、加藤和
彦をプロデューサーに迎え、坂本龍一、細野春臣、高橋
幸宏などYMOの面子も参加。BONUS TRACKに3曲の
LIVE音源を収録!

¥3,500（PCD1335）
買取
価格

コニー・フランシス グレイテスト・
ヒッツ 日本語ヴァージョン 
コニー・フランシスが日本語で歌った曲のみ25曲を収録し
た企画盤!!当時の日本のアイドル達はこぞって現地語カ
バーをしていましたが、海外アーティストも例外なし!!カタコ
ト具合がCUTEな好編集盤。

¥800（POCP1507）
買取
価格

シュレルズ ロスト&ファウンド 
セプター期ながらもあまりこれまでに注目されなかった楽曲
や未発表音源などを中心にコンパイルされた裏BEST的
内容。割と幅広い時期から選曲されております。P-VINE
国内仕様、帯付を高価買取!!

¥1,200（PCD3364）
買取
価格

コーデッツ
クローズ・ハーモニー+10 
良き時代のアメリカのキュートでお洒落な至福サウンドが
楽しめるコーデッツの1955年作品。USオリジナル・アルバ
ムにボーナス・トラックを追加した紙ジャケ仕様をWANT。
根強い人気を誇る作品です。

¥900（CDSOL1255）
買取
価格

アネット・フニセロ
ハワイアネット 
50年代末から活躍したアイドル歌手、アネット・フニセロが
1960年に発売した3作目。トロピカルでハワイアンな楽曲
が存分に楽しめるCUTEアルバムで3す!!2013年、追悼
の意味も込めて・・・

¥1,400（PCCD67）
買取
価格

シェリー・フェブレー
ジョニー・エンジェル 
女優としても活躍したシェリー・フェブレー。1962年のデビュー
曲かつヒット曲である表題曲を中心に、ブリルビルディング系
の良質楽曲多数。こういった国内のBEST盤は入手困難に
なりつつあります・・・。

¥1,200（AZ8003）
買取
価格

V.A. Where The Girls Are 
UKの再発名門レーベルACEによる、世界中のガールポ
ップ・マニアを唸らせる選曲・監修で毎回評判の高いコン
ピ・シリーズ第1弾。久しぶりの最新作VOL.8の発売もあ
り、盛り上がるGIRLS POP!!

¥600（CDCHD648）
買取
価格

V.A.
Surf Bunnies & Hot Rod Honeys 
60年代前半に一世を風靡したブーム"サーフ""ホッドロッ
ド"。そんな中でも女性ボーカルものに焦点を当てた作品
は数少ない・・・贅沢にコンパイルされたBEACH GIRLS
達のSHOUTが熱い!!

¥900（SUPERB200）
買取
価格

V.A. モッド・スカ・ロッキン・ブルー
ス!ギャズ・メイオール・セレクション 
TROJANSののギャズ・メイオールが選曲したフロア・キラー
なモッド・スカの名曲群の数々。81年発売のオリジナルは14
曲収録。本盤はさらに14曲を追加収録。ACEの直輸入盤、
帯ライナー国内仕様。

¥1,300（PCD2625）
買取
価格

V.A. That'll Flat Git It Vol.1 
BEARFAMILYお得意のロックン・ロール、ロカビリー人気
コンピレーションはどれも高価買取!!このシリーズ固定のフ
ァンも非常に多いのも頷ける、良質な内容ばかりです。廃
盤も多数あり、より高価買取!

¥400（BCD15622）
買取
価格

V.A. The Sun Rock Box 1954-
1959 （8CD+BOOK） 
EU限定CDボックスセット。SUNの創設者SAM PHILLIPS
のおめがねにかない大スターへの道を歩んだロッキン・ポ
ピュラー・ミュージックを収録した超大ヴォリューム8枚組
CD、LPサイズボックス。

¥8,000（BCD17313）
買取
価格
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FEMALE
ビューティフル、ウィスパー、ハスキー、ワイルド。様々な女性ヴォーカルに酔いしれてみてはいかがでしょうか。
これぞという女性アーティストをピックアップしてみました。

CARPENTERS
SINGLES 1969-1981 
SACD／CD（ハイブリッド）。アメリカン・ポップス史上永
遠に名を刻むシングル集。カレンの兄リチャード・カーペン
ター選曲の全21曲を収録。人気盤。

¥4,000（B000299636）
買取
価格

ローラ・ニーロ ローラ・ニーロ・ライ
ヴ・イン・ジャパン1994 
1997年に亡くなった米国SSW、ローラ・ニーロの1994年に行
われた来日公演（国内盤は渋谷公演）を録音したライヴ・アル
バム。ピアノ弾き語りに女性コーラスという最小限編成で、ロー
ラの歌を堪能出来る。

¥2,500（UICY-1139）
買取
価格

リンダ・ロンシュタット
ストーン・ポニーズ&フレンズVol.3 
ソロになる前に所属したトリオの68年発表の3作目。こ
の時点では他のメンバー二人が脱退しているため、実
際はリンダのソロ作品。フォーク出身の彼女のルーツ感
じられる。

¥2,000（TOCP-3469）
買取
価格

ケイト・ブッシュ ディレクターズ・
カット ［コレクターズ・エディション］ 
自身初のセルフ・カバー・アルバム。原曲を収録した2枚のアル
バム『センシュアル・ワールド』、『レッド・シューズ（リマスター）』を
付属した限定生産<デラックス・エディション3枚組。原曲との
比較が面白い。

¥2,000（TOCP-71121-3）
買取
価格

マリアンヌ・フェイスフル マリアン
ヌ・フェイスフル〈モノ＆ステレオ〉＋5 
ジャガー／リチャーズ／オールダムが共作し、『カム・マイ・
ウェイ』と同日リリースで、よりポップな一面に焦点を当てて
制作された1965年デビュー作。  モノ&ステレオにシングル
B面2曲をボーナス収録。

¥1,200（UICY-75677）
買取
価格

ナンシー・シナトラ イチゴの片想い 
リー・ヘイゼルウッドと組む前のウブでキュートな頃の日本
編集盤。“セクシー”には程遠いですが、表題曲を始めナン
シーの甘い歌声を堪能出来る好盤です。日本ではベニ･
シスターズが日本語ナイス･カバー!

¥1,500（AZ8004）
買取
価格

ショッキング・ブルー
ヴィーナス 
「アット・ホーム（1969年）」と「スコーピオンズ・ダンス
（1970年）」の2in1にシングル曲を追加収録したアル
バム。ホンダのTVCMイメージ・ソング「ヴィーナス」他全
25曲を収録。

¥1,200（VICP-61639）
買取
価格

カーリー・サイモン
ノー・シークレッツ 
ミック・ジャガーのコーラス"YOU'RE SO VAIN"、リンダ&
ポール・マッカートニー参加の"NIGHT OWL"など、豪華
メンバー参加。「うつろな愛」収録の1972年作。限定
SHM-CD仕様。

¥2,000（WPCR-13255）
買取
価格

オムニバス ブレイク・ア・ウェイ～ソ
ングス・オブ・ジャッキー・デシャノン 
英国ACEレコーズ編集のソングライター・シリーズ。1961～67
年までのジャッキー・デシャノンの作品集。ジャッキー・デシャノ
ン自身による詳細な曲解説を含む英文ライナーの対訳も嬉
しい。輸入国内仕様。

¥1,200（MSIG0531）
買取
価格

エリー・グリニッジ コンポーズ・プ
ロデュース・アンド・シング 
ジェフ・バリーとの夫婦ソングライター・コンビとして数々の
楽曲を作ってきた彼女のファースト・ソロ・アルバム。MOD
達からも人気のM-1は、ボーナスでMONOverも収録。紙
ジャケット仕様

¥1,000（TOCP-67985）
買取
価格

BILLIE DAVIS
Her Best 1963-1970 
映画「POP GEAR」で知った方も多いかと。 DECCA→
COLUMBIA→DECCAとレーベルとの紆余曲折を経てのベス
ト盤。やる気のなさそうな声がハマる人にはハマるこれぞ英国
フィメール・ポップス。

¥800（SKL5029）
買取
価格

フランス・ギャル
ギャル 
英名「LES SUCETTES」。美少女もいいが、ギャルも
いい。「Tu NAs Pas Le Droit」「Les Sucettes（ア
ニーとボンボン）」他全12曲を収録。セルジュ・ゲンズ
ブール作品。

¥1,000（UICY-3052）
買取
価格

フランソワーズ・アルディ
ミッドナイト・ブルーズ 
アルディの英語で歌った曲だけを集めた24曲入りアルバム。
自作曲に加えて、レナード・コーエン、ランディ・ニューマン、ニー
ル・ヤングなどのカバーも収録。優しく愁いのある甘い世界に
誘われ、癒されます。

¥1,000（PCD-17619）
買取
価格

SANDIE SHAW Me 
スクーターに乗せたい女の子ナンバー1!! モッズ界のアイ
ドル、サンディ・ショウの1STと同年にリリースされた65年
2NDがリマスター、ボーナス大量 で遂にCDリイシュー。

¥800（SALVOCD063）
買取
価格

ジョ・アン・ケリー ジョ・アン・ケリー 
クイーン・オブ・ブリティッシュ・ブルース!!デイヴ・ケリーの姉
であり、英国のブルースで数少ない女性シンガーの1969
年作ファースト。泥臭さが無い端正な歌声とギターが聴け
る名作。輸入国内仕様。

¥1,000（VSCD2789）
買取
価格

レスリー・ダンカン
シング・チルドレン・シング 
1970年エルトン・ジョンが彼女の「ラヴ・ソング」をカバーし、注
目されたのがきっかけでレスリー自身もシンガーとしてジミー・
ホロヴイッツ（当時の夫）のプロデュースのもと本作1stソロ
を1971年に発表。

¥1,500（VSCD2841）
買取
価格

サフロン・サマーフィールド
ソールズベリー・プレイン 
トレイダー・ホーンのヴォーカリストとしても活躍した、英イン
グランド、ノーサンプトンシャー出身の女性シンガー・ソングラ
イター、サフロン・サマーフィールドの1974年デビュー作。国
内盤限定紙ジャケ仕様。

¥2,000（VSCD6014）
買取
価格

シャッグス フィロソフィー・オブ・ザ・
ワールド （紙ジャケ） 
1969年僅か200枚しかオリジナル盤はプレスされず、その
まま忘却の彼方となる運命を救ったのはNRBQのテリー・
アダムス。フランク・ザッパも賞賛の世界最強の"よれよ
れ"ガールズ・バンド。

¥1,000（LHAC7007）
買取
価格

V.A. 
Girls In The Garage Vol.1 
米国ガールズ・ガレージ・コンピ、イタリアROMULANレーベ
ルより。ヤング・ラスカルズのカバー：Puppets「Ain't Gonna 
Eat Out My Heart」が秀逸。他VOL.も高価買取。

¥800（UFOX022）
買取
価格

ランナウェイズ 悩殺爆弾~禁断
のロックン・ロール・クイーン 
プロデューサーはキム・フォーリー。当時リタ・フォード17歳
以外全員16歳!「チェリー・ボンブ（悩殺爆弾）」や、「アメ
リカン・ナイツ」収録の1976年衝撃のデビュー作。SHM-
CD紙ジャケット仕様。

¥1,000（UICY-75008）
買取
価格

メリー・ホプキン ライヴ・アット・ロ
イヤル・フェスティバル・ホール‘72 
2ndアルバム「大地の歌」をリリースした72年5月、ロンドンの
ロイヤル・フェスティバル・ホールで行ったコンサートを収録し
たライヴ・アルバム。ヒット曲に加え、カバーも披露。特典CD
シングル付で高価買取。

¥1,000（AIRAC-5004）
買取
価格

スリッツ
カット〈デラックス・エディション〉 
1979年リリースの衝撃のデビュー作に、「アンカット」 と
題された未発表曲集を追加した30周年記念デラックス・
エディション。紙ジャケット、SHM-CD2枚組、2009年英
国リマスター。

¥2,500（UICY-94437/8）
買取
価格

レインコーツ
レインコーツ 
ポストパンク／初期ラフ・トレード名盤（1979年）。プロ
デュースはメイヨ・トンプソン （レッド・クレイオラ） &ジェ
フ・トラヴィス。キンクス 「ローラ」 の衝撃カバー収録の
紙ジャケ・リマスター盤。

¥1,000（PCD-22327）
買取
価格

シンディ・ローパー
シーズ・ソー・アンユージュアル 
「ヒーズ・ソー・アンユージュアル」等往年のヒット曲収録
の紙ジャケットCD。ボーナストラックに2007年サマー・ソ
ニックでの「マネー・チェンジズ・エヴリシング（ライヴ）」収
録もファンには嬉しい。

¥1,500（EICP-991）
買取
価格

セリ－ヌ・ディオン
コンプリート・ベスト 
2008年リリースの国内独自ベスト盤の限定BLU-SPEC 
CD仕様。「マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン（タイタニックの
テーマ）」「トゥー・ラヴ・ユー・モア」などのお馴染みの名
曲を収録。

¥3,000（EICP-20055）
買取
価格



まずはお気軽にお問い合わせください。

CD、レコードの買取は信頼のディスクユニオンへお任せください。CD、レコードの買取は信頼のディスクユニオンへお任せください。CD、レコードの買取は信頼のディスクユニオンへお任せください。

●PC http://diskunion.net/used/

●スマートフォン http://diskunion.net/sp/used/

●携帯 http://diskunion.net/mobile/used/

どこの店舗の出品でも、まとめて買えて5千円以上送料無料！1

ウォントリスト登録で、中古出品を貴方にお知らせ！2

新着中古品をほぼ毎日出品中！ 総在庫10万点以上!!!3

中古品が
オンライン通販でも
買えちゃいます！ diskunion中古通販サイト驚きの3つのポイント!!

新宿本館 11:00～21:00（日曜・祝日11:00～20:00）
〒160-0022 東京都新宿区新宿3-31-4
tel:03-3352-2691  mail:ds1@diskunion.co.jp
買取専用フリーダイヤル:0120-269-656

新宿中古センター 11:00～21:00（日曜・祝日11:00～20:00）
〒160-0022 新宿区新宿3-17-5 カワセビル3F
tel:03-5367-9530  mail:ds11@diskunion.co.jp
買取専用フリーダイヤル:0120-582-970

神保町店 11:00～20:00（日曜・祝日11:00～19:00）
〒101-0051 千代田区神田神保町1-9 BF/1F/2F
tel:03-3296-1561  mail:dkg@diskunion.co.jp
買取専用フリーダイヤル:0120-071-660

渋谷中古センター 11:00～21:00（日曜・祝日11:00～20:00）
〒150-0042 渋谷区宇田川町 30-7 アンテナ21 2/3F
tel:03-3461-1809  mail:dp4@diskunion.co.jp
買取専用フリーダイヤル:0120-068-193

高田馬場店 11:00～21:00
〒169-0075 東京都新宿区 高田馬場1丁目34-12 竹内ローリエビル2F
tel:03-6205-5454  mail:dbb@diskunion.co.jp
買取専用フリーダイヤル:0120-358-045

池袋店 11:00～21:00（日曜・祝日11:00～20:00）
〒170-0013 豊島区東池袋1-1-2 高村ビル4F
tel:03-5956-4550  mail:dib@diskunion.co.jp
買取専用フリーダイヤル:0120-455-741

下北沢店 11：00～21：00
〒155-0031 世田谷区北沢1-40-7
tel:03-3467-3231  mail:dsk@diskunion.co.jp
買取専用フリーダイヤル:0120-478-301

中野店 11：00～21：00
〒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  mail:dn@diskunion.co.jp
買取専用フリーダイヤル:0120-055-838

吉祥寺店 11:00～21:00（日曜・祝日11:00～20:00）
〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-8-22 パレスビル2F
tel:0422-20-8062  mail:dkp@diskunion.co.jp
買取専用フリーダイヤル:0120-17-8063

立川店 11:00～21:00（日曜・祝日11:00～20:00）
〒190-0012 立川市曙町2-10-1 ふどうやビル2F
tel:042-548-5875  mail:dta@diskunion.co.jp
買取専用フリーダイヤル:0120-523-513

町田店 11:00～21:00（日曜・祝日11:00～20:00）
〒194-0013 町田市原町田4-9-8 町田シエロ1F
tel:042-720-7240  mail:dm@diskunion.co.jp
買取専用フリーダイヤル:0120-177-249

横浜関内店 11：00～20：00
〒231-0014 横浜市中区常盤町4-45
tel:045-661-1541  mail:dy@diskunion.co.jp
買取専用フリーダイヤル:0120-231-543

横浜西口店 11：00～21：00
〒220-0005 横浜市西区南幸2-8-9 ブライト横浜ビル2F
tel:045-317-5022  mail:dy2@diskunion.co.jp
買取専用フリーダイヤル:0120-553-421

千葉店 11：00～20：00
〒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  mail:db@diskunion.co.jp
買取専用フリーダイヤル:0120-278-214

津田沼店 11:00～21:00（日曜・祝日11:00～20:00）
〒274-0825 船橋市前原西2-14-8 津田沼パスタビル2F
tel:047-471-1003  mail:dt@diskunion.co.jp
買取専用フリーダイヤル:0120-50-2889

柏店 11：00～20：00
〒277-0021 柏市中央町1-1
tel:04-7164-1787  mail:dk@diskunion.co.jp
買取専用フリーダイヤル:0120-651-660

北浦和店 11:00～21:00（日曜/祝日11:00～20:00）
〒330-0061 さいたま市浦和区常盤10-8-5
tel:048-832-0076  mail:dki@diskunion.co.jp
買取専用フリーダイヤル:0120-060-166

お茶の水駅前店 11:00～21:00（日曜・祝日11:00～20:00）
〒101-0062 千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビル2F（サン
クレール2F）  tel:03-3295-1461  mail:do1@diskunion.co.jp
買取専用フリーダイヤル:0120-146-560

※掲載価格は2013年11月現在の買取価格で、盤質・状態が良好で国内盤は帯付きの場合になります。 ※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。予めご了承ください。

ご存じ
ですか？ 


