HARD ROCK
& HEAVY METAL
CD
ハード・ロック／ヘヴィ・メタル

CD高価買取アイテムリスト

有 効 期 限

で
2017年12月31日ま

ALDIOUS『ディア・スレイブ』

AZRAEL『ラン・フォー・ザ・ナイト』

BAND-MAID『 MAID IN JAPAN 』

DANCER『メモリアル（CDシングル付）』

ALDR001 / 廃盤、帯付、CD-R、写真付

AZRA9727 / 廃盤、帯付

PPRC0006 / 廃盤、帯付

CRCR6036 / 帯付/2CD/ステッカー付

買取価格

20%UP時買取価格

¥16,000
¥19,200

買取価格

20%UP時買取価格

¥3,500
¥4,200

買取価格

20%UP時買取価格

¥10,000
¥12,000

買取価格

20%UP時買取価格

¥6,000
¥7,200

LEO FIGARO『 FORBIDDEN CONCERTO 』

LORELEI『パストラーレ』

人間椅子『踊る一寸法師』

浜田麻里『 INTRODUCING…』

LFRC0002 / 廃盤、帯付、CD-R

MOCR0002 / 廃盤、CD-R

FHRN0804 / 廃盤、帯付、再発盤

MCD30909 / 帯付、台湾盤

買取価格

20%UP時買取価格

¥6,000
¥7,200

¥12,000
時買取価格
20%UP
¥14,400
買取価格

ARMORED SAINT『レイジング・フィア』

AUTOGRAPH『ザッツ・ザ・スタッフ（折込み帯）』

¥20,000
20%UP時買取価格 ¥24,000

¥30,000
20%UP時買取価格 ¥36,000

TOKYO BLADE『 闇を裂け』

TYGERS OF PAN TANG『 ザ・レック・エイジ』

¥35,000
20%UP時買取価格 ¥42,000

¥30,000
20%UP時買取価格 ¥36,000

CP325554 / 帯付

買取価格

VDP1017 / 帯付

買取価格

R32P1004 / 折込み帯付

買取価格

VDP1066 / 帯付

買取価格

買取価格

20%UP時買取価格

¥5,000
¥6,000

DEATH ANGEL『ウルトラ・ヴァイオレンス』
32XB182 / 帯付、アルファ盤

¥20,000
20%UP時買取価格 ¥24,000
買取価格

VIO-LENCE『悪夢』
25P22136 / 帯付

¥13,000
20%UP時買取価格 ¥15,600
買取価格

買取価格

20%UP時買取価格

¥2,500
¥3,000

JACK STARR'S BURNING STARR 『ジャック・スターズ・
バーニング・スター』
MECR25003 / 帯付

買取価格

20%UP時買取価格

¥12,000
¥14,400

WARRIOR『未来戦士』
VJCP23239 / 帯付

買取価格

20%UP時買取価格

¥6,000
¥7,200

HR/HM CD高価買取アイテムリスト

HARD ROCK & HEAVY METAL CD

JAPANESE METAL -ジャパニーズ・メタルアーティスト
『タイトル』

レーベル / 規格番号 / 特記事項

44 MAGNUM『スティルアライブ』

買取価格

20%UP時
買取価格

アーティスト
『タイトル』

レーベル / 規格番号 / 特記事項

買取価格

20%UP時
買取価格

HML003CD / 廃盤、元々帯なし、インサート×6枚

¥1,800 ¥2,160

HEAVY METAL KINGDOM『ファイヤー・テイルズ』

32LD69 / 廃盤、巻込み帯付

¥4,500 ¥5,400

HELLEN『ターロン・オブ・キング』
XQAJ1001 / 廃盤、帯付

¥2,500 ¥3,000

BSRS001 / 廃盤CDシングル、TAB譜付、写真付

¥1,300 ¥1,560

HELLHOUND『ウェルカム・トゥ・メタル・ゾ−ン』
MGR001 / 廃盤、帯付、CD-R

¥1,200 ¥1,440

30MRCD019 / 廃盤、帯付

¥3,500 ¥4,200

LIGHT BRINGER『ハ−トフル・メッセ−ジ』

BLRC00018 / 廃盤、帯付

¥3,000 ¥3,600

RR96001 / 廃盤、帯付

¥4,000 ¥4,800

LIGHT BRINGER『ダイアモンド』
LRCD10002 / 廃盤CDシングル

¥2,000 ¥2,400

HMJ0001 / 廃盤、帯付

¥1,400 ¥1,680

LIGHT BRINGER『アップストリーム・チルドレン』
RR96001 / 廃盤CDシングル

¥2,000 ¥2,400

PPRC0010 / 廃盤、帯付

¥5,000 ¥6,000

LIGHT BRINGER『ミッドナイト・サーカス』
LRCD10006 / 廃盤、帯付、通常盤

¥2,500 ¥3,000

ECD1007 / 廃盤、帯付

¥6,000 ¥7,200

LIGHT BRINGER『イカルス』

NMAX1168 / 帯付、ライヴ会場限定CDシングル

¥1,000 ¥1,200

CRVE0004 / 廃盤、帯付

¥2,200 ¥2,640

LIGHTNING『ソルジャー・フォース』
DOM00552 / 廃盤、CD-R

¥1,500 ¥1,800

CMHV006 / 帯付

¥1,200 ¥1,440

LIGHTNING『ブレイブ・ハート』
HMJ0005 / 廃盤、帯付

¥1,200 ¥1,440

LMCD1032 / 元々帯なし、廃盤

¥2,000 ¥2,400

MARDELAS『 SNAKE TO REVIVE 』
NMAX1223 / 帯付、ライヴ会場限定

¥1,800 ¥2,160

LMCD1033 / 廃盤、帯付

¥4,000 ¥4,800

Mary's Blood『 0 -ZERO- 』
RJMB0001 / 廃盤、帯付、ステッカー付

¥3,000 ¥3,600

METAD1 / オリジナル盤、帯付

¥1,600 ¥1,920

Mary's Blood『ラストゲーム』
RJMB0002 / 廃盤、帯付

¥2,200 ¥2,640

EXP256087 / 廃盤、帯付

¥3,000 ¥3,600

MINSTRELIX『ロスト・ルネッサンス』
MIST001 / 廃盤CDシングル、帯付

¥6,000 ¥7,200

DESR01 / 廃盤廃盤CDシングル、ステッカー付

¥2,500 ¥3,000

MINSTRELIX『ライト・キャスツ・ア・シャドウ』
MIST002 / 廃盤、帯付

¥3,000 ¥3,600

MRD1001 / 廃盤、帯付

¥1,700 ¥2,040

MINSTRELIX『メモワ−ルズ』
MIST003 / 廃盤、帯付

¥3,000 ¥3,600

DESR0003 / 廃盤、帯付

¥1,700 ¥2,040

OUTRAGE『ヴォリューム･ワン』
TMCD0758 / 廃盤、帯付

¥1,000 ¥1,200

KICS91850 / 廃盤、帯付、初回限定盤DVD付

¥2,500 ¥3,000

OUTRAGE『 24-7 』
WINN82109 / 廃盤、帯付

¥1,300 ¥1,560

VICL61595 / 廃盤、帯付、紙ジャケット

¥2,500 ¥3,000

OUTRAGE『コーズ･フォー･ポーズ』
VICP62665 / 廃盤、帯付

¥1,000 ¥1,200

VICL61596 / 廃盤、帯付、紙ジャケット

¥2,000 ¥2,400

QUARTERGATE『クオーターゲイト』
AHR1 / 元々帯なし、廃盤

¥2,000 ¥2,400

LMCD0001 / 旧規格廃盤、帯付

¥3,000 ¥3,600

REACTION『 AGITATOR 』
VICL2074 / 廃盤、帯付

¥2,000 ¥2,400

VICL61593 / 廃盤、帯付、紙ジャケット

¥2,000 ¥2,400

REACTION『 INSANE 』
VICL2082 / 廃盤、帯付

¥2,000 ¥2,400

VICL61594 / 廃盤、帯付、紙ジャケット

¥2,000 ¥2,400

Roman so Words『メロディーズ・オブ・メモリー』
RSW001 / 廃盤、帯付

¥1,300 ¥1,560

20BA05 / 廃盤、帯付

¥2,500 ¥3,000

Roman so Words『 エミリア〜ザ・ファースト・チャプター〜』
RSW002 / 廃盤、帯付

¥1,000 ¥1,200

POCS1040 / 廃盤、帯付

¥2,500 ¥3,000

Roman so Words『 雪月華』
RSW005 / 廃盤、帯付

¥1,400 ¥1,680

POCS1080 / 廃盤、帯付

¥2,000 ¥2,400

SHOW-YA『タッチ・ザ・サン』
CCR95515 / 廃盤、帯付

¥6,000 ¥7,200

SML002 / 廃盤、帯付、CD-R、シングル

¥2,000 ¥2,400

SIGH『イマジナリィ・ソニックスケイプ』
VICP61448 / 国内廃盤、帯付

¥1,200 ¥1,440

SYUMACHER001 / 元々帯なし、会場限定、CD+DVD

¥3,000 ¥3,600

SIGH『ハングマンズ・ヒム−音楽による』
TKCS85166 / 国内廃盤、帯付

¥1,200 ¥1,440

SYUMACHER003 / 元々帯なし、会場限定

¥2,000 ¥2,400

STINGRAYE『ワン・ナイト・ローズ』
VMCH3001 / 廃盤、帯付

¥20,000 ¥24,000

ACTION『ワーニング・イン・ザ・ナイト』
ALDIOUS『 ディフェンデッド・ディザイア』
BAD LOSER『アター・インディファレンス』
BAD LOSER『 WINDS OF TOMORROW 』
BALFLARE『 サウザンズ・オブ・ウインタ−ズ・オブフレ』
BAND-MAID『愛と情熱のマタドール』
BURNY PROJECT『グラス・ウォール』
CROSS VEIN『 ATONEMENT 』
CRYING MACHINE『 ザ・タイム・ハズ・カム』
DAMZELL『レディ・トゥ・アタック』
DAMZELL『ウォー・ソング』
DEAD END『デッドライン』
DEATHBLOW『ミーンレス・プロパガンダ』
DESTROSE『 破壊の薔薇』

DESTROSE『 DEATHLESS MEMORIES 』
DESTROSE『 DESTROSE 』
DOLL$BOXX『 DOLLS APARTMENT（初回DVD付）』
E･Z･O『 E･Z･O（紙ジャケット）』

E･Z･O『 FIRE FIRE（紙ジャケット）』
EBONY EYES『ファイナル・ファイト』
（紙ジャケット）』
FLATBACKER『戦争（アクシデント）

FLATBACKER『餌（紙ジャケット）』
FORTBRAGG『フォ−トブラッグ』
Gacharic Spin『 VIRGIN-A 』
Gacharic Spin『 DELICIOUS 』
GALNERYUS『 ユナイテッド・フラッグ』
GALNERYUS『 ボイシズ・フロム・ザ・パスト1 』
GALNERYUS『 ボイシズ・フロム・ザ・パスト3 』

HARD ROCK & HEAVY METAL CD

WANT LIST

HMCP0001 / 廃盤、帯付

¥4,000 ¥4,800

期 間

2017年12月31日
（日）
受付分まで有効

アーティスト
『タイトル』

レーベル / 規格番号 / 特記事項

TERRA ROSA『 プライマル−テラ・ローザ・レア・トラック』

買取価格

※ 掲載価格は2017年10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。
※ 20%UPの買取価格は買取キャンペーン開催時もしくは優待券をご利用時の価格になります。
※ 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。

20%UP時
買取価格

28MRCD027 / 廃盤、帯付

¥2,000 ¥2,400

TRRS001 / 帯付、CD+CD-R、限定盤

¥2,000 ¥2,400

SHOCK001 / 元々帯なし、廃盤CDシングル、ライナー付

¥1,200 ¥1,440

M70592 / オランダ盤

¥1,500 ¥1,800

VICP61365 / 廃盤、帯付

¥2,000 ¥2,400

MC002 / 廃盤、帯付

¥1,400 ¥1,680

VICL61226 / 廃盤、帯付

¥2,000 ¥2,400

COL0003C / 廃盤、帯付

¥2,000 ¥2,400

COL0004C / 廃盤、帯付

¥2,000 ¥2,400

H33P20090 / 廃盤、シール帯付

¥2,300 ¥2,760

HBRF0008 / 廃盤、帯付

¥2,000 ¥2,400

DQC362 / 廃盤、帯付

¥4,000 ¥4,800

TERRA ROSA『 テラローザ・オブ・アングリー・ウェイブズ』
VOLCANO『ダイ・ハード』
VOLCANO『 VIOLENT 』
VOLCANO『 DAVI 』
VOLCANO『ミソロジー』
WOLF『ウルフ』

WOLF『 サム・アスペクツ・オブ・ザ・モーメント』
WOLF『ロール・オーバー』
X-RAY『ライヴ』

サクリファイス
『ティアーズ』
スカイウィングス
『 THE ADVENT MELODY 』

アーティスト
『タイトル』

買取価格

レーベル / 規格番号 / 特記事項

諸田コウ『生死』

アーティスト
『タイトル』

AC/DC『バック･イン･ブラック（紙帯）』
32XD320 / 廃盤、帯付（シール帯ではなく紙帯）

AC/DC『ブロウ・アップ・ユア・ヴィデオ（GOLD CD）』

買取価格

20%UP時
買取価格

買取価格

BDR0349 / 廃盤、帯付

¥15,000 ¥18,000

MOCR0003 / 廃盤、CD-R

¥3,500 ¥4,200

TKCA73240 / 廃盤、帯付、紙ジャケット

¥1,000 ¥1,200

TKCA73242 / 廃盤、帯付、紙ジャケット、2CD

¥1,000 ¥1,200

CT325163 / 廃盤、帯付

¥80,000 ¥96,000

PCCG358 / 旧規格廃盤、帯付

¥3,000 ¥3,600

CA321245 / 廃盤、帯付

¥10,000 ¥12,000

IRS82002 / 廃盤、帯付

¥1,000 ¥1,200

TNCH28 / 廃盤、帯付

¥2,300 ¥2,760

CA3538 / 廃盤、帯付

¥1,000 ¥1,200

VICL63088 / 廃盤、帯付、紙ジャケット

¥1,000 ¥1,200

TECN32803 / 廃盤、帯付

¥2,200 ¥2,640

陰陽座『桜花ノ理』
紫『紫＋4TRACKS（紙ジャケット）』

紫『 DOIN' OUR THING（紙ジャケット）』
『 バーニング』
松川敏也（Ran）
人間椅子『無限の住人/人間椅子』

早川めぐみ『フェイス・トゥ・フェイス』
大村孝佳『パワ−・オブ・リアリティ−』
大村孝佳『エモーションズ・イン・モーション』
二井原実『 ONE 』
浜田麻里『 MISTY LADY（紙ジャケット）』
本城未沙子『本城未沙子〜魔女伝説三部作・完全盤〜』

HARD ROCK/HEAVY METAL -ハード・ロック/ヘヴィ・メタルレーベル / 規格番号 / 特記事項

20%UP時

アーティスト
『タイトル』

買取価格

レーベル / 規格番号 / 特記事項

『グリン』
¥30,000 ¥36,000 CORONER
VICP5259 / 帯付

20%UP時
買取価格

¥5,500 ¥6,600

43XD2006 / 帯付、GOLD CD

『ラヴ・インジェクション』
¥10,000 ¥12,000 DALTON
TOCP6178 / 帯付

¥6,000 ¥7,200

P33X20002 / シール帯付

¥8,000 ¥9,600

DEATH ANGEL『フローリック・スルー・ザ・パーク』
32XB293 / 帯付、アルファ盤

¥6,000 ¥7,200

TECP25869 / 帯付

¥5,000 ¥6,000

EXCALIBUR『ワン・ストレンジ・ナイト』
CP325480 / 帯付

¥8,000 ¥9,600

VDP1211 / 帯付

¥6,000 ¥7,200

FATE『 運命の翼』
TKCA73240 / 帯付

¥25,000 ¥30,000

R32P1223 / 帯付

¥8,000 ¥9,600

GLASGOW『 041 』
32XB321 / 帯付

¥10,000 ¥12,000

TECP25594 / 帯付

¥8,000 ¥9,600

GUNS N' ROSES『アペタイト・フォー・デストラクション（発禁ジャケ）』
WPCP3690 / 帯付、発禁ジャケット

¥6,000 ¥7,200

ALCB456 / 帯付

¥10,000 ¥12,000

HEARTLAND『ハートランド』
PCCY10205 / 帯付

¥6,000 ¥7,200

MECR25001 / 帯付

¥10,000 ¥12,000

HOLY TERROR『テラー・アンド・サブミッション』
PCCY481 / 帯付

¥6,000 ¥7,200

APCY8169 / 帯付

¥7,000 ¥8,400

IRON MAIDEN『イーヴル・ザット・メン・ドゥ』
CP125740 / 帯付

¥7,000 ¥8,400

32PD129 / 折込み帯付

¥10,000 ¥12,000

JIM JIDHED『飛翔』
VJCP71 / 帯付

¥10,000 ¥12,000

TOCP6479 / 帯付

¥10,000 ¥12,000

JOKER『クール・ディール』
APCY8082 / 帯付

¥20,000 ¥24,000

MP325117 / 帯付

¥7,000 ¥8,400

JUDAS PRIEST『ターボ（箱帯）』
328P108 / 箱帯付

¥10,000 ¥12,000

32PD459 / 帯付

¥7,000 ¥8,400

KANE ROBERTS『 ケイン・ロバーツ』
32XD865 / 帯付

¥10,000 ¥12,000

25DP5337 / 帯付

¥13,000 ¥15,600

KEEL『 誇り高き挑戦』
VDP1007 / 帯付

¥18,000 ¥21,600

TFCK88594 / 帯付

¥5,000 ¥6,000

LAAZ ROCKIT『ノウ・ユア・エネミー』
32XB209 / 帯付、アルファ盤

¥10,000 ¥12,000

ACCEPT『 戦慄の掟（シール帯）』
ACCUSER『ダブル・トーク』
AGENT STEEL『 アンストッパブル・フォース』
AIRDASH『サンク・ゴッド・イッツ・マンデイ』
ASSASSIN『ジ・アップカミング・テラー ＋インターステラー・エクスペリエンス』
BARRACUDA『オープン・ファイアー』
BATTLE BRATT『 バトル・ブラット』
BATTLEAXE『 パワー・フロム・ザ・ユニバース』
BLACK SABBATH『 ヘブン・アンド・ヘル（折込み帯）』
BOYSVOICE『 ボーイズヴォイス』
CHASTAIN『セブンス・オブ・ネヴァー』
CHINA『ワン・ショット・トゥ・ザ・ハート』
CHINA SKY『チャイナ・スカイ』
CONFESSOR『死刑宣告』

HARD ROCK & HEAVY METAL CD

WANT LIST

アーティスト
『タイトル』

買取価格

レーベル / 規格番号 / 特記事項

LAURENCE ARCHER『 L.A. 』

20%UP時
買取価格

アーティスト
『タイトル』

買取価格

レーベル / 規格番号 / 特記事項

20%UP時
買取価格

『ロック・ザ・ネイションズ（国内初版）』
¥50,000 ¥60,000 SAXON
¥18,000 ¥21,600
CP325170 / 帯付、国内初版

MED9 / 帯付

LEE HEART『トラップト』
FHCG1008 / 帯付

『ロンサム・クロウ』
¥10,000 ¥12,000 SCORPIONS
P33X20003 / シール帯付

¥10,000 ¥12,000

MP325309 / 帯付

¥18,000 ¥21,600

SHABBY TRICK『バダス』
TECP25198 / 帯付

¥12,000 ¥14,400

32XB199 / 帯付

¥12,000 ¥14,400

SHAH『ビウェア』
TECP25493 / 帯付

¥10,000 ¥12,000

32XB198 / 帯付

¥25,000 ¥30,000

SKAGARACK『スカダラック・ファースト』
P33P20092 / 帯付

¥18,000 ¥21,600

25DN49 / 帯付

¥7,000 ¥8,400

STEVE PLUNKETT『マイ・アティチュード』
TOCP7373 / 帯付、国内ライナー付

¥6,000 ¥7,200

32DP448 / 帯付、国内ライナー付

¥80,000 ¥96,000

STORM WITCH『ビューティー・アンド・ザ・ビースト』
HMI3007 / 帯付

¥8,000 ¥9,600

28DP808 / 帯付、帯付、ステッカー付、クイズシート付、1stプレス

¥6,000 ¥7,200

STRYPER『トゥ・ヘル・ウィズ・ザ・デヴィル（天使ジャケット）』
32DP579 / 帯付、天使ジャケット

¥10,000 ¥12,000

32XB139 / 帯付

¥50,000 ¥60,000

STRYPER『 神聖紀（1STプレス ソニー盤）』
32DP769 / 帯付、SONY初期規格

¥20,000 ¥24,000

ALCB668 / 帯付

¥6,000 ¥7,200

T.T.QUICK『メタル・オブ・オナー（ステッカー付）』
P35D20026 / 帯付、ステッカー付

¥25,000 ¥30,000

32XB194 / 帯付

¥10,000 ¥12,000

TOKYO BLADE『ブラック・ハーツ & ジェイディッド・スペイズ』
VDP1072 / 帯付

¥20,000 ¥24,000

32XB145 / 帯付、アルファ盤

¥12,000 ¥14,400

TROUBLE『トラブル 4 』
PPD1138 / 帯付

¥5,000 ¥6,000

PCCY480 / 帯付

¥5,000 ¥6,000

UNCLE SLAM『セイ・アンクル』
VJD32112 / 帯付

¥7,000 ¥8,400

TECX25191 / 帯付

¥7,000 ¥8,400

UNRULY CHILD『アンルーリー・チャイルド』
AMCY429 / 帯付

¥10,000 ¥12,000

TECP25548 / 帯付

¥5,000 ¥6,000

VADER『秘術』
TFCK88614 / 帯付

¥5,000 ¥6,000

PPD1109 / 帯付

¥7,000 ¥8,400

VENOM『ジャパニーズ・アソールト』
8501032 / 帯付

¥15,000 ¥18,000

PHCR1044 / 帯付

¥6,000 ¥7,200

VENOM『カーム・ビフォー・ザ・ストーム』
VAP85028 / 帯付

¥16,000 ¥19,200

ALCB491 / 帯付

¥10,000 ¥12,000

VETO『カルタゴ』
HMI3009 / 帯付

¥8,000 ¥9,600

32XB246 / 帯付、アルファ盤

¥15,000 ¥18,000

WILD DOGS『 暴虐の暁』
32XB168 / 帯付

¥8,000 ¥9,600

PCCY468 / 帯付

¥6,000 ¥7,200

XENTRIX『シャッタード・イグジスタンス』
APCY8005 / 帯付

¥8,000 ¥9,600

MAD MAX『ナイト・オブ・パッション』
MAMA'S BOYS『 パワー・アンド・パッション』
MAMA'S BOYS『 戦慄の王子』
MANZANO『ターン・ミー・オン』
METALLICA『メタル・マスター（箱帯）』
METALLICA『メタル・ガレージ』
MONRO『モンロー』

OBSESSED『ルーナー・ウーム』
OBSESSION『狂気の方程式』
OMEN『殺戮の祈祷』
ONSLAUGHT『 パワー・フロム・ヘル』
PROTECTOR『シェディング・オブ・スキン』
PROTECTOR『リヴァイアサンズ・デザイヤー＋アーム・ザ・マッド』
ROBIN BECK『トラブル・オア・ナッシング』
ROKO『ワン・ナイト・キッズ』
ROXXI『ドライヴ・イット・トゥ・ヤ・ハード』
SACRED REICH『イグノランス』
SARCOFARGO『ザ・ローズ・オブ・スコージュ ＋ ロッティング』

HARD ROCK／HEAVY METALの宅配買取＆出張買取大歓迎！

日本全国、メタル専門スタッフが宅配買取/出張買取に対応いたします! まずはTEL/メールにてお気軽にご相談ください！
HR/HM主要取扱い買取センター

買取専用フリーダイヤル

携帯からは

HR/HM主要取扱い買取センター

買取専用フリーダイヤル

携帯からは

買取センター（総合）

0120-111-649

03-3511-9950

吉祥寺買取センター

0120-178-063

0422-20-8063

お茶の水ハード&ヘヴィ買取センター

0120-816-950

03-3219-5782

町田買取センター

0120-177-249

042-720-7249

03-3356-5975

立川買取センター

0120-523-513

042-528-0186

buying@diskunion.co.jp
do_metal_buy@diskunion.co.jp

新宿ヘヴィメタル買取センター
ds_metal_buy@diskunion.co.jp

0120-708-702

dkp_buy@diskunion.co.jp
dm@diskunion.co.jp
dta_buy@diskunion.co.jp

渋谷パンク・ヘヴィメタル買取センター

0120-068-191

03-5489-8191

高田馬場買取センター

0120-358-045

03-6205-5454

お茶の水買取センター

0120-146-560

03-3295-1461

横浜西口買取センター

0120-553-421

045-317-5022

03-3296-1561

横浜関内買取センター

0120-231-543

045-661-1541

dp2_punk_buy@diskunion.co.jp
do1_buy@diskunion.co.jp

神保町買取センター
dkg@diskunion.co.jp

0120-071-660

dbb@diskunion.co.jp
dy2@diskunion.co.jp
dy@diskunion.co.jp

渋谷中古買取センター

0120-068-193

03-5489-8193

千葉買取センター

0120-278-214

043-224-8214

新宿買取センター（新宿総合）

0120-582-970

03-3358-2890

柏買取センター

0120-651-660

04-7165-1660

dp4_rock_buy@diskunion.co.jp
ds11@diskunion.co.jp

db@diskunion.co.jp
dk_buy@diskunion.co.jp

新宿ロックレコード買取センター

0120-980-509

03-6380-0374

さいたま買取センター

0120-060-166

048-832-0076

池袋買取センター

0120-455-741

03-5956-4550

大宮買取センター

0120-015-674

048-783-5466

大阪店

0120-946-300

06-6949-9217

ds13@diskunion.co.jp
dib@diskunion.co.jp

下北沢買取センター

0120-478-301

03-3467-3231

中野買取センター

0120-055-838

03-5318-5838

dsk@diskunion.co.jp
dn@diskunion.co.jp

dki@diskunion.co.jp

dom@diskunion.co.jp
dok@diskunion.co.jp

