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国内盤初期規格CD

アイアン・メイデン
鋼鉄の処女
EMIミュージック / CP325106
税表記なし（3,200円定価）角丸帯

¥10,000買取価格

アバ
アライバル
ビクター / CDP104
巻込帯

¥25,000買取価格

ヴァン・ヘイレン
炎の導火線
ワーナー / 38XP84
金シール帯

¥10,000買取価格

エーシー・ディーシー
地獄のハイウェイ
ワーナー / 32XD319
シール帯

¥15,000買取価格

エーシー・ディーシー
バック･イン･ブラック
ワーナー / 32XD320
シール帯

¥20,000買取価格

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

¥20,000買取価格

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

¥8,000買取価格

オジー・オズボーン
ブリザード･オブ･オズ
ソニー / 32DP415
箱帯

¥15,000買取価格

オジー・オズボーン
ダイヤリー・オブ・ア・マッドマン
ソニー / 32DP416
箱帯

¥15,000買取価格

カーラ・ボノフ
麗しの女
ソニー / 35DP26
箱帯／金ラベル／シルバー・ラベルは応相談

¥10,000買取価格

キング･クリムゾン
ディシプリン
ポリドール / 8000992
シール帯／オレンジ・ラベル初版

¥15,000買取価格

キング･クリムゾン
クリムゾン・キングの宮殿
ポリドール / 8000302
シール帯／オレンジ・ラベル初版

¥15,000買取価格

クイーン
戦慄の王女
EMIミュージック / CP325376
税表記なし（3,200円定価）角丸帯

¥4,000買取価格

クイーン
グレイテスト・ヒッツ
ワーナー / 38XP94
金シール帯

¥12,000買取価格

クイーン
ゲーム
ワーナー / 38XP15
金シール帯

¥10,000買取価格

クリスティン・マクヴィー
恋のハート・ビート
ワーナー / 38XP75
金シール帯

¥10,000買取価格

クワイエット・ライオット
メタル・ヘルス
～ランディ・ローズに捧ぐ～
ソニー / 32DP451
箱帯

¥20,000買取価格

ゲイリー・ムーア
大いなる野望
ビクター / VDP59
巻込帯

¥25,000買取価格

サンタナ
天の守護神
ソニー / 35DP58
箱帯

¥5,000買取価格

ジミ・ヘンドリックス
バンド・オブ・ジプシーズ
ポリドール / 8219332
シール帯

¥10,000買取価格

ジャパン
錻力の太鼓
ビクター / VDP57
巻込帯

¥15,000買取価格

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

¥120,000 買取価格
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※期間：2019年6月30日（日）受付分まで有効。 ※掲載価格は2019年3月現在の買取価格で、盤質・状態が良好、帯ほか付属品完品の場合になります。 ※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。
※表示の規格とご依頼いただいたお品物の規格が異なる場合は、提示金額での買取は不可となります。 ※許可なく複製・転載することを禁じます。

ジョニ・ミッチェル
恋を駆ける女
ソニー / 35DP51
箱帯

¥10,000買取価格

スティーリー・ダン
エイジャ
ビクター / VDP27
巻込帯

¥40,000買取価格

デヴィッド・シルヴィアン
ブリリアント・ツリー
ビクター / VDP38
巻込帯

¥10,000買取価格

デヴィッド・ボウイ
ジギー・スターダスト
RVC / R32P1037
巻込帯

¥12,000買取価格

ドアーズ
ハートに火をつけて
ワーナー / 38XP39
金シール帯

¥6,000買取価格

トト
ハイドラ
ソニー / 35DP42
箱帯

¥15,000買取価格

トト
聖なる剣
ソニー / 35DP12
箱帯／金ラベル／シルバー・ラベルは応相談

¥20,000買取価格

ドナルド・フェイゲン
ナイトフライ
ワーナー / 38XP11
金シール帯

¥5,000買取価格

ニール・ヤング
ハーヴェスト
ワーナー / 38XP42
金シール帯

¥5,000買取価格

ビートルズ
アビイロード（東芝プレス回収盤）
EMIミュージック / CP353016
青帯

¥45,000買取価格

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

¥20,000買取価格

ピンク・フロイド
アニマルズ
ソニー / 32DP360
箱帯

¥15,000買取価格

ピンク・フロイド
ウォール
ソニー / 50DP361
箱帯／2CD

¥30,000買取価格

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

¥25,000買取価格

フレディ・マーキュリー
ＭＲバッドガイ
ソニー / 32DP227
箱帯

¥15,000買取価格

ボストン
ドント・ルック・バック
ソニー / 358P7
箱帯／金ラベル／シルバー・ラベルは応相談

¥50,000買取価格

ホワイトスネイク
スライド・イット・イン
ソニー / 35DP118
箱帯

¥15,000買取価格

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

¥40,000買取価格

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

¥25,000買取価格

ラヴァーボーイ
ホット･ガールズ（KEEP IT UP）
ソニー / 358P27
箱帯

¥40,000買取価格

リッキー・リー・ジョーンズ
浪漫
ワーナー / 38XP8
金シール帯

¥10,000買取価格

レッド・ツェッペリン
レッド・ツェッペリン Ⅳ
ワーナー / 38XP3
金シール帯／JAPAN／
CBSプレスはさらに高価買取!

¥20,000買取価格

ローリング･ストーンズ
ローリング･ストーンズ
ポリドール / 8200472
シール帯

¥10,000買取価格

ローリング･ストーンズ
刺青の男
EMIミュージック / CP353032
税表記なし（3,200円定価）角丸帯／SONY刻印

¥40,000買取価格

ロッド・スチュワート
アトランティック・クロッシング
ワーナー / 38XP96
金シール帯

¥4,000買取価格


