
ディスクユニオンでは日本の
オリジナル・プロダクツである

ディスクユニオン 
買取センター
（全国宅配受付）紙ジャケを高価買取しております 0120-111-649

まずは
お電話
ください

※掲載価格は2020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。 ※廃盤商品は再発状況によって買取価格が大幅に変更される場合がございます。 ※表示の規格とご依頼いた
だいたお品物の規格が異なる場合は、提示金額での買取は不可となります。 ※許可なく複製・転載することを禁じます。

期間：2020年6月30日（火）受付分まで有効

JAPANESE PAPERSLEEVE CD WANT LIST 2020 SPRING

ジョー・ジャクソン
ナイト･アンド･デイ〈デラックス・エディション〉
ユニバーサル / UICY94435   2SHM-CD ¥3,000買取価格

現在では輸入盤も入手困難になってい
る本作のデラックス・エディションで
すが、国内盤でのリリースはこちら
の紙ジャケットが唯一のものとなりま
す。アルバム本編に加えて計 16 曲に
も及ぶ国内未発表音源を含むボーナス
トラックが収録。
紙ジャケットの造りは英国初回盤 LP

の見開きジャケットを再現、ユニバー
サルではお馴染みのシリアル・ナン
バー入りレーベル・カード ( こちらも
英国初回盤 LP を再現 ) も封入と紙ジャ
ケットならではの魅力も申し分なしの
一枚 !!

紙ジャケCD
高価買取リスト

ロック '80s/NEW WAVE 編
◉中面 コラム「続・紙ジャケのススメ」 by 紙ジャケ探検隊

ABC
ルック･オブ･ラヴ
〈デラックス･エディション〉
ユニバーサル / UICY75607
2SHM-CD

¥2,500買取価格

クオーターフラッシュ
ミッドナイト･フラッシュ
ユニバーサル / UICY75618
SHM-CD

¥1,200買取価格

スウィング･アウト･シスター
カレイドスコープ･ワールド
ユニバーサル / UICY94427
SHM-CD

¥2,000買取価格

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

¥3,000買取価格

スザンヌ･ヴェガ
街角の詩
ユニバーサル / UICY94433
SHM-CD

¥1,500買取価格

スリッツ
カット〈デラックス･エディション〉
ユニバーサル / UICY94437
2SHM-CD

¥4,000買取価格

ソフト･セル
ノン･ストップ･エロティック･キャバレー
〈デラックス・エディション〉
ユニバーサル / UICY94428
2SHM-CD

¥2,000買取価格

ティアーズ･フォー･フィアーズ
シャウト+20〈デラックス・エディション〉
ユニバーサル / UICY94430
2SHM-CD

¥2,500買取価格

ティファニー
ティファニー
ユニバーサル / UICY75619
SHM-CD

¥1,200買取価格

デキシーズ・ミッドナイト・ランナーズ
女の泪はワザモンだ！
〈デラックス･エディション〉
ユニバーサル / UICY75609
2SHM-CD

¥1,500買取価格

ニック・カーショウ
ザ･リドル〈デラックス･エディション〉
ユニバーサル / UICY75760
2SHM-CD

¥2,000買取価格

ビッグ・カントリー
インナ・ビッグ・カントリー
〈30周年記念デラックス・エディション〉
ユニバーサル / UICY75613
2SHM-CD

¥1,500買取価格

フィクス
リーチ･ザ･ビーチ
ユニバーサル / UICY75615
SHM-CD

¥1,200買取価格

ブルー・ナイル
ハッツ〈デラックス･エディション〉
ユニバーサル / UICY76420
2SHM-CD

¥1,500買取価格

レヴェル42
ラニング･イン･ザ･ファミリー
〈25周年記念デラックス・エディション〉
ユニバーサル / UICY75611
2SHM-CD

¥1,800買取価格
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山下達郎
FOR YOU
BMG JAPAN / BVCK37011   元々帯なし ¥3,500買取価格

最近、日本人のレコードで何が高いか
と聞かれると話題に上るのがヤマタツ
の『FOR YOU』。
そしてレコードに先駆けプレミア価格
で取引されていたのがこの紙ジャケ
CD です。
オリジナルに忠実な帯無し仕様が、紙
ジャケとして愛されるポイントではな
いでしょうか。

奇しくもレコードと紙ジャケが
同程度の価格で取引される現
在、今が売り時だと思います。

紙ジャケCD
高価買取リスト

JAPANESE CITY POP / NEW WAVE 編
◉中面 コラム「続・紙ジャケのススメ」 by 紙ジャケ探検隊

アポジー&ペリジー
超時空コロダスタン旅行記
ソニー・ミュージックエンタテインメント /
MHCL717

¥2,000買取価格

暗黒大陸じゃがたら
南蛮渡来
BMG JAPAN / BVCK17018

¥2,000買取価格

黒住憲五
アゲイン
ヴィヴィド・サウンド・コーポレーション / 
RATCD4328

¥2,000買取価格

PSY・S
DIFFERENT VIEW
ソニー・ミュージックエンタテインメント / 
MHCL1186
元々帯なし

¥2,000買取価格

杉真理
SONG WRITER
ソニー・ミュージックエンタテインメント / 
MHCL1121

¥2,500買取価格

スターボー
スターボーI
たんぽぽ畑でつかまえて
ヴィヴィド・サウンド・コーポレーション / VSCD3743

¥2,000買取価格

寺尾聰
SPECIAL LIVE IN TOKYO
EMIミュージック・ジャパン / TOCT25211

¥3,500買取価格

P-MODEL
カルカドル
ソニー・ミュージックエンタテインメント / 
MHCL1136

¥3,000買取価格

マザーグース
インディアン・サマー
ヴィヴィド・サウンド・コーポレーション / 
RATCD4301

¥2,500買取価格

山下達郎
IT'S A POPPIN' TIME
BMG JAPAN / BVCK37006
2CD

¥2,500買取価格

山本達彦
MARTINI HOUR
EMIミュージック・ジャパン / TOCT26723

¥2,500買取価格

芳野藤丸
ロマンティック・ガイズ
ヴィヴィド・サウンド・コーポレーション / 
RATCD4338

¥2,000買取価格

吉田美奈子
MINAKO
BMG JAPAN / BVCK37111

¥2,000買取価格

REIMY
R
日本コロムビア / COCP35832

¥2,500買取価格

オムニバス
ウィンターラウンジ
ソニー・ミュージックエンタテインメント / 
MHCL1442

¥3,000買取価格



素晴らしき紙ジャケの世界

新型コロナウィルスで学校が休校、在宅勤務、飲み屋に行く
のも自粛の重苦しい空気の 3月上旬、またまたユニオンさんか
ら原稿の依頼が。しかも、紙ジャケのアクセサリーについて書
いてほしいという。あなたねぇ、こんな時に、紙ジャケの、し
かもアクセサリーについてって、誰がそんなもの読むんです
か！　さては、新コロで脳髄がやられたのかと一瞬思ったが、
きっと他のライターさんから原稿を断られたに違いないと思い
（←勝手な妄想です）、引き受けることになった。

しかし、安請け合いした後に気づいたのは、紙ジャケのアク
セサリーってなんだ？ということである。探検隊は、ずぼらを
絵にかいたような紙ジャケの扱いをしており、無造作に積み上
げられ、妻も子どもも CDとは紙ケースに入っているものと信
じている紙ジャケ・デフォルトな我が家では、紙ジャケを特別
扱いしたことはない。そんな私が、アクセサリーを語れるのか？

というわけで、テーマを拡大解釈し、紙ジャケの収納と整理
という観点で書いてみることする。

   紙ジャケはスペース効率も資産形成コスパも
   最高なブツである！

この文章が配布されるのは、恐らく新入学シーズンだろう。
地方出身の探検隊は、東京に上京した時、これでレコ屋へ行
き放題と歓喜したものだが、上京したての皆さんに、音楽コ
レクションと収納、そして資産形成について、少し講釈を垂
れておきたい。

世間では、今どきの若者は音楽はダウンロードするもの、
CDとはアイドルオタクが何十枚も買い占めるものと思われて
いる。なのに、あなたはユニオンでこの冊子を手にとっている。
この時点で、もはや自分は変人ということを自覚すべきだ。

変人は、コレクションをする傾向がある（断捨離なんて糞く
らえ！）。昔、銀座の時計店に、1千万もするパテック・フィリッ

プはどんなお金持ちが買われるんでしょうかと尋ねたところ、
いやいや、四畳半アパートで、これ持ってらっしゃる方がいる
んですよ、という話を聞いたことがある。また、オーディオ評
論家のお宅で、うちの味噌汁には具がない、という話も。ユニ
オンに来ているあなたは、そういう資質を既に持っている可能
性が大なわけだ。

で、収納と資産形成の話である。何を買うべきか？コレクター
因子を持つあなたに、老婆心から申し上げたいのはただひと言、
「紙ジャケを買え！」ということだ。人を動かす必要も、大富
豪の教えもいらない。FXもやめとけ。ただひたすらに、紙ジャ
ケを買えといいたい。

え、アナログ盤じゃダメですか？ごもっともだが、皆さんは、
初盤道という「道」があるのをご存知だろうか？知らないやつ
はレココレを読んでほしいが、とても険しく、長い道のりが待っ
ている。とても上京したての君たちには、お父さんお母さんに
申し訳なさ過ぎて勧められるものではない。

資産形成という観点では、確かにオリジナル盤で揃えていけ
ば、将来価値は高くなりそうだということは中学生でも理解で
きる。しかし、君が金持ちのぼんぼんであれば、それはそれで
よいが、アルバイト代でレコや CDを買い、金がなくなるとユ
ニオンに預け、また、買い戻すという生活をする苦学生にとっ
ては、いきなりオリジナル盤はハードルが高いだろう。

では、無駄なく、無理なく、確実に、音楽コレクションを形
成していくには、どうしたらよいのか？ それが、紙ジャケで
ある。

紙ジャケというのは、そもそも名盤が多い。つまり駄作が少
ない。ダウンロードで場当たり的に、曲を小刻み購入している
のは、コンビニで小刻みに消費をするごとく、お金の無駄遣い
である。ダウンロードした曲は、ユニオンさんも買ってくれな
いし、メルカリにも出せない。プラケの CDは、SDGs的にア
ウトであり、グレタさんと同世代の君たちの世界観とも相容れ
ないものだろう。

紙ジャケは、エコと資産形成、無理無駄のない音楽コレクショ
ンが、絶妙なバランスで凝縮された奇跡のメディアである。し
かも、スペース効率も他を圧するのだ。

ようやく、収納の話題に到達した。新入生で苦学生の君たち
はどんなところに住んでいるだろうか。まさか、まんが喫茶で
はないと思いたいが、紙ジャケなら、リュックに 100枚、200

枚、300枚くらいは背負って、転々とできる。プラケ CDなら、
まず無理であろう。

「続・紙ジャケのススメ」



素晴らしき紙ジャケの世界

紙ジャケとプラケ CDでそんなに差はないでしょ。それは大
間違いである。写真は、シングルジャケタイプの紙ジャケ 100

枚とプラケ CD100枚を比較したものだ。見ての通りである。
紙ジャケ 100枚で約 32cm、プラケ 100枚は約 103cm。実に 3.2

倍、71cmの差が出るわけだ。これが 1000枚になると 7.1メー
トルになる。日本の住宅事情を考えればこの差は大きい。CD

収納の差が無駄な家賃となり、月々の家賃の積み重ねは膨大な
金額になる。その分を、コレクションに投入すれば・・・、こ
の先は言うまい。ユニオンさんの思うつぼだ。

収納はすなわち保存・保管である。大切な紙ジャケ CDを、
探検隊のようにぞんざいに扱ってはいけない。紙ジャケに力を
入れているユニオンのアクセサリーコーナーには、紙ジャケの
ためのスペシャルなグッズが用意されている。

大切な紙ジャケを擦れや汚れから防ぐのが紙ジャケ CD用の
ビニールカバー（外袋）だ。ユニオンには「フチなし」と「フ
チあり」があるので注意が必要だ。「フチなし」はシングルジャ
ケの紙ジャケにジャストフィットする 142ミリ× 142ミリ、一
方「フチあり」は 145.5ミリ× 150ミリでダブルジャケの紙ジャ
ケはこちらでぴったりとなる。

また、紙ジャケ CDは糊付きの外袋（セロパック）に包装さ
れ販売されていることが多いが、これがくせ者である。モノに
よっては糊がきつすぎるものがあり、紙ジャケに貼りつきジャ
ケ表面を剥がしてしまう事故が発生することがあ
る。その点、ユニオンで売られている糊付きビニル
カバー（セロパック）は、さすがに絶妙な粘着性に
調整してあり、上記のような悲劇を避けることがで
きる。こちらのサイズは 145ミリ× 170ミリ（130

ミリ＋糊しろ部分 40ミリ）でシングル、ダブル両
方に使える。

せっかちでスペース効率を重視する探検隊は「フ
チなし」シングルジャケタイプを愛用。どうしても
フチなしタイプに入らないものだけひと回り大きな
「フチあり」を使用している。シールド性を重視す
る人、また、シングルもダブルも同じ外袋で統一し
たい人には「糊付き」がよいだろう。

保護カバーとしては、クリアケースというものも
ある。初期の紙ジャケ CD（ビクターの 20bitK2マ
スターズ・オブ・ジャズやソニーの SBMマスター
サウンドなど）は専用クリアケースに入っていた。
そう、貴重品扱いだったのだ。これが経年変化で黄
ばんでくることがある。ユニオンで販売されている
クリアケースは、シングルジャケ用とダブルジャケ

用の 2タイプある。いずれも横 139ミリ×高さ 140.5ミリで、
シングル用は厚さ 4ミリ、ダブル用は 7ミリだ。入れてみると
分かるが、ビニール外袋と比べるとなんだか高級そうに見える。
特に大切にしたいものはクリアケースに入れるのもオツなものだ。

さらに、ユニオンには、紙ジャケ用のクリスタルボックスも
ある。シングルタイプで４～ 5枚入るものと、diskunionのロ
ゴ入りマジックテープの蓋付きで同じく 13～ 14枚入るもの。
さらには、アクリル製の超ゴージャスなものまである。4～ 5

枚用のクリスタルボックスで整理しておくと、目的の紙ジャケ
CDが探しやすくてよいかもしれない。ロゴ入りは持ち運び用
だ（何のために？）。

マスクの品切れ騒ぎでごく一部で注目を集めたのが不織布製
の内袋だ。125ミリ× 125ミリで、実際に口に当ててみると
分かるが、大人用としては小さ過ぎるため、転売屋の標的にな
らずに済んだ。よかった、よかった。ビニール製内袋は開口部
125ミリ×U字部 125ミリの一般的なサイズ。どちらも、紙ジャ
ケの内袋がへたってきたら取り換えよう。

このようにアクセサリーを活用しながら、大切な紙ジャケを
ケアしてあげることで、資産価値の目減りを最小限にすること
ができる。買いっぱなしはいけない。その後のケアが、未来に
大きく影響するのだ。

紙ジャケ探検隊　渡邉修也


