2013 SPRING

ご自宅 全国 出張 買取
まで

無料

いたします!

C D 、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 。

宅配買取

送料無料サービスはCD･DVD･Blu-rayは10 点以上､
レコード･音楽本は20 点以上からとなります。

（組み合わせ自由で
20 点以上も可）

かんたん！
！べんり
べんり！スピ
！スピーディー！
当社指定の宅配会社ドライバーが集荷にお伺いします !!

!!

大好評

らっくらく梱包キット!!

レコード用ダンボール

Ultimate
Price Guide ROCK
Of Rock CDs CD廃盤選書！

CD・DV
D
レコード・Blu-ray
・音楽本

高価買取

CD用ダンボール
CD・レコード兼用ダンボール

出張訪問買取

出 張 費 無 料 !!
当日の お支 払 いも可 !!

弊社専門スタッフがお客様のご自宅まで無料で訪問いたします。
ッフがお客様のご自宅まで無料で訪問いたします。大切なコレクションの梱包から発送まで専門スタッフが行います。
大切なコレクションの梱
※ジャンルがまざっていても大 丈 夫 ｡ お 気 軽 にお 問 合 せくださいませ 。 ※ 枚 数 ､ 内 容 ､ 出 張 先 によりご希 望 にお 応えできない 場 合がございます 。

★各ジャンルのスペシャリストがお伺いします。専門スタッフだから安心!! お問合せは各買取センターまで!!

ディスクユニオン買取センター

0120-111-649

〒102-0075 東京都千代田区三番町28 秀和三番町ビル1F ●受付け時間 10:00〜19:00（日・祝17:00まで）●E-mail：buying@diskunion.co.jp
※メールでのお問合せもお気軽にどうぞ

※上記買取センターではお持込みによる店頭での受付業務はございません。お持込の場合はディスクユニオン各店をご利用ください。

携帯電話からは 03-3511-9950

当社ホームページでも買取について詳しくご案内しております。

http://diskunion.net/st/kaitori.html

3 つのポイント!!

ご存じですか？ 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
1
2
3

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！
ウォントリスト登 録 で、中 古 出 品を貴 方 に お 知らせ！
新着中古品をほ ぼ毎日出品中！ 総在庫10万点以上!!!

●PC

http://diskunion.net/used/

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

http://diskunion.net/mobile/used/

TAKE
FREE

特典付紙ジャケッ ト C D

特典付紙ジャケッ ト C D

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！

イッツ・ア・ビューティフルデイ
コロンビア・イヤーズ1969-1974
（RATCD4288）

発売後瞬く間に世間から姿を消した幻の逸品。再
発は見込めない事もあり、人気、レア度共に最高
峰のアイテム。特典BOXではなく全タイトルを収
録したBOX仕様にこの特典帯付はほとんど目にす
る事はありません。

買取価格

アバ

エルトン・ジョン

8タイトルまとめ買いセット

13タイトルまとめ買いセット

UICY-93886〜UICY-93893/紙ジャケットCD8タイトル+DU特典
BOXのセット。

UICY94404〜UICY94418/紙ジャケットCD13タイトル+DU特典
BOXのセット。

（UICY93889BO）

買取価格

¥15,000

（UICY94406BO）

買取価格

¥20,000

¥30,000

アラン・パーソンズ・プロジェクト
10タイトルまとめ買いセット
（BVCM34456BO）

UICY-93860、BVCM-34454〜BVCM-34462/紙
ジャケットCD10タイトル+DU特典BOX。各タイト
ルが廃盤市場でも高騰中。SHM-CD仕様という
文句無しの愛蔵アイテムです。

買取価格
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¥30,000

エルトン・ジョン

ジェスロ・タル

11タイトルまとめ買いセット

3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。

（UICY93678BO）

買取価格

¥18,000

TOCP-67680〜TOCP-67682/紙ジャケットCD3タイトル+DU特
典BOXのセット。

（TOCP67680BO）

買取価格

¥9,000
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特典付紙ジャケッ ト C D

特典付紙ジャケッ ト C D

ジャーニー

マイケル・シェンカー・グループ

ピーター・フランプトン

ブルー・チアー

12タイトルまとめ買いセット

8タイトルまとめ買いセット

9タイトルまとめ買いセット

6タイトルまとめ買いセット

MHCP1164〜MHCP1164/紙ジャケットCD12タイトル+メーカー
特典BOXのセット。

TOCP-70101〜TOCP-70109/紙ジャケットCD8タイトル+DU特
典BOXのセット。

UICY-93597〜UICY-93606/紙ジャケットCD5タイトル+DU特典
BOXのセット。

UICY-93363〜UICY-93368/紙ジャケットCD6タイトル+DU特典
BOX+特典帯

（MHCP1164BOX）

買取価格

¥15,000

¥18,000

8タイトルまとめ買いセット

5タイトルまとめ買いセット
AIRAC-1200〜AIRAC-1204/紙ジャケットCD5タイトル+特典
BOXのセット。
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買取価格

スティング

ナザレス

（AIRAC1202BO）

（TOCP70101BO）

買取価格

¥15,000

UICY-94303〜UICY-94311/紙ジャケットCD8タイトル+特典
BOXのセット。

（UICY94306BO）

買取価格

¥16,000

（UICY93601BO）

買取価格

¥15,000

（UICY93363BO）

買取価格

トッド・ラングレン

スティーヴィー・ワンダー

7タイトルまとめ買いセット

8タイトルまとめ買いセット

VICP-75034〜VICP-75041/紙ジャケットCD7タイトル+DU特典
BOXのセット。

（VICP75034BO）

買取価格

¥12,000

¥15,000

UICY-93940〜UICY-93948、UICY93986の紙ジャケットCD8タ
イトル+DU特典BOX

（UICY93943BO）

買取価格

¥20,000
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紙ジャケット CD

紙ジャケット CD

紙ジャケットCD
丁寧に作りこまれた装丁と、その再現性の高さ。日本が世界に誇る技術の粋を集めた紙ジャケットCD。最近では80年代
のタイトルも続々と復刻され、限定生産のため入手困難なタイトルも多数です。

マリアンヌ・フェイスフル
デッカ・イヤーズ 1965-1967
（UICY-90408/11）

オールマン・ブラザーズ・バンド

デッカ時代の4枚のアルバムを全て収録したボックス・セッ
ト。各タイトルにボーナス・トラックを収録。ジャケットは
全てE式の英国仕様シングル・ジャケットを再現した紙ジ
ャケット仕様。

フィル モア・イースト・ライブ+ 6
〈デラックス・エディション〉
数 多ある仕様の中でも収録時間、高音質
SHM-CD、そして紙ジャケット仕様と非の打
ち所がない決定版。
（UICY-94003/4）買取価格

買取価格

¥3,000

カーペンターズ

ハンブル・パイ

ライブ・イン・ジャパン

サンダー・ボックス

オリジ ナル 盤 完 全 復 刻 紙 ジャケット 仕
様。40周年記念ボックス未収の来日ライブ
盤。高音質SHM-CD。

ヒプノシスがデザインした変形ジャケット
を完全再現 。覗き穴からは女性の下半身
が…。高音質SHM-CD。

（UICY-94225） 買取価格

¥2,000

（UICY-94071） 買取価格

¥2,000

¥8,000

ドゥルッティ・コラム
リターン・オブ・ザ・トゥルッティ・コラム
（VSCD-9715）

初回700枚限定。オリジナルLP初回盤の、レコード棚で両
隣のレコードを傷つけるために考案されたという「紙ヤス
リ・ジャケット」を再現。高音質SHM-CD仕様。

買取価格

¥6,000

スパークス

テリー・デザリオ

ダリル・ホール＆ジョン・オーツ

キモノ・マイ・ハウス+3

オーバーナイト・サクセス

プライベート・アイズ

U Kオリジナル盤仕様 復刻。シリアル・ナ
ンバー入りレーベルカード封入 。高音 質
SHM-CD。

タイトル曲がSONYカセットテープのCMに
使われ日本で大ヒット！待望の再発紙ジャ
ケットは現在激レア！

US盤ジャケ、内袋と日本盤LP帯復刻。高
音質Blu-spec CD。プラチナディスク獲得
の81年作。

（UICY-94098） 買取価格
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¥2,000

（EICP-1220）

買取価格

¥2,500

（SICP-20277） 買取価格

¥2,000
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今まさに目の前で演奏しているような感覚。SACD/CDのハイブリッド商品リリースが増え、ユニバーサル･プレーヤーが
安価になったこともあり、昨今再び注目を浴びているSACD。中でも人気の作品をセレクト。

Super Audio CD

紙ジャケット CD

Super Audio CD

ワム!
メイク・イット・ビッグ
（ESGA514）

ナック

バグルス

サントラ

ゲット・ザ・ナック

ラジオ・スターの悲劇+9

ゴーストバスターズ

日本オリジナル盤仕様復刻。「マイ・シャ
ローナ」一発屋と思われがちですが全曲捨
て曲なしの名盤1ST。

U Kオリジナル盤仕様 復刻。シリアル・ナ
ンバー入りレーベルカード封入 。高音 質
SHM-CD。

R .パーカーJ r.が主 題歌を歌う19 8 4 年公
開「ゴースト・バスターズ」オリジナル・サ
ウンドトラック。

（TOCP-70592） 買取価格

¥1,800

（UICY-94425） 買取価格

¥1,800

（BVCP-40050） 買取価格

SACDプレーヤーのみ再生可能・帯付。1984年WAM!の
代表作。M-1“ウキウキ〜”は勿論のこと、ヒット・ナンバ
ー:M-5“フリーダム”とM-8“ケアレス・ウィスパー”聴き比べ
が楽しい一枚。

¥2,000
買取価格

¥10,000

トト
トトⅣ〜聖なる剣
（SRGS4540）

サントラ

サントラ

サントラ

グーニーズ

フットルース

トップ・ガン

デイヴ・グルーシンが主 題 歌を担 当した
1985年公開映画「グーニーズ」オリジナル・
サウンドトラック。

ケニー・ロギンスが主題歌を担当した1984
年公開映画「フットルース」オリジナル・サウ
ンドトラック。

ケニー・ロギンスが主題歌を担当した1986
年公開映画「トップガン」オリジナル・サウン
ドトラック。

（EICP-1219）
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買取価格

¥1,800

（SICP-2280）

買取価格

¥2,000

（SICP-2281）

買取価格

¥2,500

SACDプレーヤーのみ再生可能・帯付。通算4作目となる
本アルバムは、収録された10曲すべてがシングル（AB面）
としてもカットされた完全無欠のアルバム。名盤が故に良
い音で楽しみたいのが人間の性。

買取価格

¥10,000
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Super Audio CD

Super Audio CD

トト

ジャーニー

ボストン

ハイドラ

グレイテスト・ヒッツ〜永遠の旅〜

幻想飛行

SACDプレーヤーのみ再生可能・帯付。1979
年2作目の本作は（Vo）以外は一発録りとい
うから驚き。

SACDプレーヤーのみ再生可能・帯付。“オー
プン・アームズ”“セパレート・ウェイズ”等ヒ
ット曲収録。

SACDプレーヤーのみ再生可能・帯付。多重
録音による壮大なサウンド・スケープと美し
いメロディが◎。

（SRGS4573） 買取価格

¥10,000

ジェフ・ベック
SACDプレーヤーのみ再生可能・帯付。ジャ
ズ・ロック的アプローチを昇華。ギター・イ
ンスト珠玉作。
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買取価格

買取価格

¥7,000

スティービー・レイ・ヴォーン・
アンド・ダブル・トラブル

ブロウ・バイ・ブロウ

（ESGA506）

（SIGP16）

¥4,000

テキサス・ハリケーン
S AC Dプレーヤーのみ再生可能・帯 付。
1985年3作目。味わい深いオルガン・サウン
ドが聴きどころ。
（ESGA512）

買取価格

¥4,000

（ESGA513）

OASIS

買取価格

¥6,000

（WHAT'S THE STORY）
MORNING GRORY
SACDプレーヤーのみ再生可能・帯付。1995
年名盤2作目。近年なかなか稀少性高くなっ
ています。
（ES67351）

買取価格

¥6,500

CYNDI LAUPER

BECK

SHE'S SO UNUSUAL

SEA CHANGE

SACDプレーヤーのみ再生可能・帯付。全米
トップ5に続けさまに4曲送り込んだ80年代
を代表する名作。

SACDプレーヤーのみ再生可能・帯付。お得
意のカット&ペーストとゴドリッチ流音響マ
ジックの融合。

（ES3893）

買取価格

¥6,000

（694935372）

買取価格

¥4,000

サンタナ

CARPENTERS

JAMES TAYLOR

ROXY MUSIC

キャラバン・サライ

SINGLES 1969-1981

JT

AVALON

SACDプレーヤーのみ再生可能・帯付。来る
べきフュージョンを先取りしたかのような芳
醇なサウンド。

SACD/CD（ハイブリッド）。米ポップス史上
永遠に名を刻むシングル集。兄リチャード選
曲の全21曲。

S AC Dプレーヤーのみ再生可能・帯 付。
CBSへの移籍第1弾アルバム。グラミー賞受
賞の1977年作。

SACD（ハイブリッド）。洗練されたソング・
ライティングとハイクォリティ・サウンドが見
事に融合。

（SRGS4524）

買取価格

¥4,000

（B000299636） 買取価格

¥4,000

（CS69801）

買取価格

¥4,000

（83871）

買取価格

¥4,000
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SHM-CD

SHM-CD

SHM-CD
2007年以降、続々とリリースが続いているSHM-CDですが、既に市場ではあまりみかけなくなったタイトルもちらほら。
「え！？ これ廃盤なの」といったものまで。やはり名盤は高音質でじっくり味わいたい！

ザ・ローリング・ストーンズ
ラヴ・ユー・ライヴ
（UICY-91500/1）

77年リリース、エル・モカンボ・クラブでの演奏含む当
時のストーンズの熱狂ぶりを詰め込んだLIVE盤。アート
ワークはアンディ・ウォーホルが担当。2009年最新リマ
スター、SHM-CD*2枚組。

クロスビー、スティルス、ナッ
シュ＆ヤング

バ ッ フ ァ ロ ー・ス プ リ ン グ
フィールド

デジャ・ヴ

アゲイン

70年リリース、アメリカンロックのスター
勢ぞろい、金字塔的名盤。限定SHM- CD
仕様。

67年リリース、2ND。ルーツ・オブ・ウェスト
コーストロック名盤。限定SHM-CD仕様。

（WPCR-13243） 買取価格

買取価格

¥1,500

（WPCR-13278） 買取価格

¥1,800

イーグルス
ホテル・カリフォルニア
76年リリース、表題曲はもちろんロック史
上に永遠に輝き続ける名曲／名盤。限 定
SHM-CD仕様。

（WPCR-13236） 買取価格

¥1,300

¥3,500

ニック・ドレイク
フルーツ・ツリー
〜ニック・ドレイク・ボックス
（UICY-90971）

オリジナル・アルバム全3作品［それぞれʼ69/ʼ70/ʼ72リリー
ス］
にドキュメンタリー映画「A Skin Too Few」が付いた豪
華なBOX仕様。3SHM-CD［PAPER-SLV採用］
+ DVD。

買取価格

¥6,000

デラニー＆ボニー＆フレンズ

デラニー＆ボニー＆フレンズ

エリック・クラプトン

オン・ツアー・ウィズ・エリック・ク
ラプトン

モーテル・ショット

アンプラグド〜アコースティック・
クラプトン

70年リリース、クラプトンも参加した熱量高
い69年欧州でのLIVE名盤。限定SHM-CD
仕様。
（WPCR-13612） 買取価格
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¥1,300

71年リリース、ツアーの合間に録音されリラ
ックスした雰囲気も◎な名盤。限定SHMCD仕様。

（WPCR-13613） 買取価格

¥1,500

92年MTVアンプラグドでのアコースティック
の名演、オンパレード。限定SHM-CD仕様。

（WPCR-13119） 買取価格

¥2,000
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2008年に登場したBlu-spec CDですが、
マスターテープのクオリティを忠実に再現しているのも魅力的。限定盤のためか
既に廃盤タイトルが多く見られます。発売時に買うのが鉄則かも！？

Blu-spec CD

SHM-CD

Blu-spec CD

ビリー・ジョエル
イノセント・マン
ナイン・インチ・ネイルズ

P.J.ハーヴェイ

カーリー・サイモン

ザ・ダウンワード・スパイラル

リッド・オブ・ミー

ノー・シークレッツ

9 4年リリース、2N D。鬼才トレント・レズ
ナーの才能が爆 発した名盤。限 定S H M CD：SLV仕様。

93年リリース、2ND。デビューから1年、アル
ビニPROD.も功を奏したオルタナ名盤。限
定SHM-CD仕様。

（UICY-91220） 買取価格

¥3,000

（UICY-91284） 買取価格

¥2,500

72年リリース、3RD。豪華な参加メンバー＆
「うつろな愛」収録のヒット作。限定SHMCD仕様。

（WPCR-13255） 買取価格

（SICP-20111）

オリジナルは83年リリース、9 thアルバムの限定BLU SPEC CD仕様。名曲「アップタウン・ガール」収録。稀代
のメロディメーカーがアメリカンポップスのエッセンスを凝
縮した好内容。

¥2,000
買取価格

¥1,300

マイケル・ジャクソン
スリラー
（EICP-20036）

ラヴ

グレイトフル・デッド

フォーエヴァー・チェンジズ
（デラックス・エディション）
68年リリース、フォーキー・サイケな3RD。デ
ラックス・エディション限定SHM-CD仕様。

（WPCR-13601） 買取価格
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¥1,500

ライヴ／デッド
（デラックス・エディション）
6 9 年リリース、初 のライブ録 音にして名
盤。RHINOデジタルリマスター、限定SHMCD仕様。
（WPCR-13608） 買取価格

¥1,200

ヴァニラ・ファッジ
キープ・ミー・ハンギング・オン
67年リリース、当時としては実験的だった
デビュー作。09年デジタルリマスター限定
SHM-CD仕様。

（WPCR-13600） 買取価格

¥1,200

オリジナルは82年リリース、2ndアルバムの限定BLUSPEC CD仕様。全世界売上累計1億枚（！）の言わずと
知れたメガヒットモンスターアルバム。ポール・マッカート
ニーとの共作も。

買取価格

¥1,200
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Blu-spec CD

Blu-spec CD

マライア・キャリー

セリーヌ・ディオン

ホイットニー・ヒューストン

ベイシティー・ローラーズ

アラン・パーソンズ・プロジェクト

J.D.サウザー

THE ONES

コンプリート・ベスト

ザ・グレイテスト・ヒッツ

ヴェリー・ベスト

ユア・オンリー・ロンリー

オリジナルは98年リリースのBEST19曲収
録。限定BLU-SPEC CD仕様。“日本で最も
売れた洋楽アルバム”。

オリジナルは08年リリース国内独自BEST、
17曲収録。限定BLU-SPEC CD仕様。

エッセンシャル・アラン・パーソン
ズ・プロジェクト

（SICP-20201） 買取価格

（EICP-20055） 買取価格

¥3,000

（BVCP-20030/31）買取価格

¥5,000

オリジナルは04年リリースの英バブルガムポ
ップナンバー22曲BEST。限定BLU-SPEC
CD仕様。

（BVCP-20048） 買取価格

¥2,500

オリジナルは07年リリースのオールタイムベ
スト。限定BLU-SPEC CD仕様（2枚組）。

（BVCP-20046/7）買取価格

¥1,500

オリジナルは79年リリースの3RD、ウェスト
コースト名盤。限定BLU-SPEC CD仕様。

（SICP-20046） 買取価格

シャーデー

カーラ・ボノフ

シティ

ネッド・ドヒニー

ザ・ストーン・ローゼズ

ジム・オルーク

ダイヤモンド・ライフ

ささやく夜

夢語り

ハード・キャンディ

ユリイカ

オリジナルは8 4 年リリースの記 念すべき
1ST。限定BLU-SPEC CD仕様。

オリジナルは79年リリースの2nd。フィメー
ルSSW名作。限定BLU-SPEC CD仕様。

オリジナルは6 8 年リリースのキャロルキ
ング、ソロ前の 作 品 。限 定 B L U - S P E C
CD仕様。

オリジナルは76 年リリースの2N D、C B S
レーベル移籍後第一弾。限定BLU-SPEC
CD仕様。

ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・ザ・ス
トーン・ローゼズ

（EICP-20016） 買取価格
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¥3,000

オリジナルは00年リリースのBESTアルバ
ム、35曲収録。限定BLU-SPEC CD仕様
（2枚組）。

¥2,000

（SICP-20107） 買取価格

¥1,500

（EICP-20009） 買取価格

¥1,300

（SICP-20105） 買取価格

¥1,500

オリジナルは0 2年リリースのアルバム未
収録曲含めたBEST的コンピ。限定BLUSPEC CD仕様。
（BVCP-20034） 買取価格

¥1,500

¥1,500

オリジナルは99年リリース、歌ものソロ作マ
スターピース。限定BLU-SPEC CD仕様。

（PCD-18575）

買取価格

¥1,200
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サイト限定盤

サイト限定盤

サイト限定盤
レア音源を収録した限定盤でお馴染みRHINO HANDMADEやHIP-O SELECTだけでなく、アーティストのウェブサイト
でしか買えない豪華盤も近年増えています。多少お高くても見つけたら買いです！

GRATEFUL DEAD
FILLMORE WEST 1969
THE COMPLETE RECORDINGS
（DECD291）

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。

買取価格

JOHN SEBASTIAN FAITHFUL VIRTUE :

JIMMY WEBB

THE REPRISE RECORDINGS

MOON'S A HARSH MISTRESS

2004 RHINO HANDMADE, 3枚組。1970年代REPRISEレーベル
時代の音源集。

2005 RHINO HANDMADE, 5枚組。REPRISE期を中心に70年代
の楽曲をリマスター。

（RHM27758）

買取価格

¥6,000

（RHM27820）

買取価格

¥7,000

¥25,000

NINE INCH NAILS
GHOSTS I-IV
ULTRA DX LIMITED
（NO NUMBER）

2008年にオフィシャル・サイトで2,500セット限定リリース
されるも即完売となった2CD+DVD+Blu-ray+4LPの超豪
華ボックス・セット！中古市場にほとんど出回らない幻の
逸品です。

買取価格
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¥35,000

TONY JOE WHITE SWAMP MUSIC : THE
COMPLETE MONUMENT RECORDING

CHICAGO

2006 RHINO HANDMADE, 4枚組。MONUMENT時代の音源を
リマスターで収録。

2011 RHINO HANDMADE, 2枚組。1975年スタジアム・ツアー音
源 。ポスター封入。

（RHM27731）

買取価格

¥4,500

LIVE IN '75

（RHMCL75）

買取価格

¥4,500
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サイト限定盤

サイト限定盤

TINY TIM GOD BLESS TINY TIM : THE

DEVO

CHUCK BERRY JOHNNY B. GOODE :

JOEY HEATHERTON

COMPLETE REPRISE RECORDING

RECOMBO DNA

HIS COMPLETE 50'S CHESS RECORDINGS

JOEY HEATHERTON

2006 RHINO HANDMADE, 3枚組。レア音源含むREPRISE期の
リマスター音源集。

2000 RHINO HANDMADE, 2枚組。デモや別ヴァージョン等を多
数収録したレア音源集。

2008 HIP-O SELECT 4枚組。1950年代のCHESS音源をたっぷ
り106曲収録！

2005 HIP-O SELECT 1CD。60、70年代アメリカで活躍した女優、
歌手の音源集です。

（RHM27866）

¥4,500

（RHM27718）

買取価格

¥3,000

（B000947302）

買取価格

¥6,000

（B000362702）

買取価格

¥3,500

TIM BUCKLEY

ROBBIE ROBERTSON

CAS S E L LI O T C O M P L E T E CA S S

JOE COCKER

WORKS IN PROGRESS

STORYVILLE

ELLIOT SOLO COLLECTION 1968-1971

COMPELETE FILLMORE EAST CONSERTS

2000 RHINO HANDMADE 1CD。3RDレコーディング期1968年
録音の未発表音源集。

2006 HIP-O SELECT, 2枚組。1987年1STと1991年2NDにボー
ナスを収録！

2005 HIP-O SELECT 2枚組。MAMA CAS1968-1971年のソロ
音源集です。

2006 HIP-O SELECT 6枚組。1970年3月フィルモア・イースト2日
間4回公演を完全収録！

（RHM27705）
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買取価格

買取価格

¥2,000

（B000563002）

買取価格

¥5,000

（B000493002）

買取価格

¥3,000

（B000596302）

買取価格

¥6,000
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旧規格系廃盤

旧規格系廃盤

旧規格系廃盤
CDが生まれて、30年以上…。数々の名盤が生まれてきました。帯の仕様／盤の仕様の違いなどもあり、再発のCDには無い
パッケージの妙もコレクター心をくすぐります。当時の流通量なども考えると、保存状態の良いものはいずれも入手困難です。

ビリー・ジョエル
ストレンジャー
（35DP2）

発売当時、購入後おそらく捨てられていたであろう“箱帯”
の現存数は今や数える程度でしょうか。真正初版の“金ラ
ベル”でウォント！ もちろん「35DP1：ニューヨーク52番
街」も高価買取いたします。

マドンナ

ドナルド・フェイゲン

イーグルス

ライク・ア・ヴァージン

ナイトフライ

ホテル・カリフォルニア

マドンナの2 N D（総売上枚 数：2, 5 0 0万
枚！）、84年発表。この限定GOLD CD仕
様は入手困難。

ポップス史上初の完全デジタル録音として
も名高い名盤。ワーナー限定GOLD CD仕
様にて高価買取！

アメリカンロック史に燦然と輝く名盤中の
名盤でも、この限定GOLD CD仕様となる
と稀少です。

（43P2-0001） 買取価格

買取価格

¥10,000

（43XD-2003）

買取価格

¥7,500

（43P2-0007）

買取価格

¥7,500

¥25,000

ピンク・フロイド
炎・〈あなたがここにいてほしい〉
（35DP4）

ピンクフロイド国内初のCDリリースは「炎」でした。状態
良好な”箱帯”の存在も欠かせませんが盤面（ラベル）が金
色に輝く真正の初版をウォントします！その他フロイド箱
帯/国内初版CDはいずれも高価買取。

買取価格

¥30,000

ピンク・フロイド

レッド・ツェッペリン

ロキシー・ミュージック

狂気

Ⅳ

ロキシー・ミュージック

累計売上5,000万枚のモンスターアルバム。
不朽の名盤も「エタニティゴールド」シリー
ズはレア！

輸出用：日本プレス盤をさらに国内流通用
に金シール帯を付けた規格。特にZEPは激
烈・入手困難！

シール帯/WEST GERMANYプレスの完全
初版は本当にレア！ 西ドイツプレス盤／国
内流通規格。

（CP43-5771）買取価格
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¥10,000

（38XP-3）

買取価格

¥25,000

（8215222）

買取価格

¥10,000
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DURUTTI COLUMN
LIVE AT THE VENUE LONDON
（DCC01）

デヴィッド・ボウイ

ケイト・ブッシュ

ザ・バンド

ジギー・スター・ダスト

天使と小悪魔

国内初版規格：帯フロントにミシン目のあ
る折込帯仕様。帯に表記の“ボウイー”も当
時ならでは。

J P 独自ジャケ＆ナイス邦題が人気の初版
CD。定価￥3,500税表記なし。ヴィヴィドな
ピンク色の帯も◎

ミュージ ック・フロ ム・ビッグ・
ピンク

（R32P-1037）買取価格

¥15,000

（CP35-3045）

買取価格

¥3,500

「アイ・シャル・ビー・リリースト」推しな帯
文句もグッとくる初版CD！定価￥3,200税
表記なし帯。
（CP32-5394）

買取価格

NEW WAVE,NEO ACOUSTIC

旧規格系廃盤

NEW WAVE, NEO ACOUSTIC
また最近再発が進みつつある80ʼs NEW WAVE。まだまだありますね。再発されずに埋もれてしまった名盤が! 今回は定番
から実は! 的なアイテムをネオアコ含めピックアップしました。ちょっと前までは意外とあったものが、今結構ないです。。。

近年1STのヤスリ・ジャケの紙ジャケ化、幻の4thアルバ
ム・リリースと話題のリリースが続くドゥルッティのライ
ヴ・コンピ。1983年LPリリースのCD版。2004年にリマス
ターされた1000枚限定盤。

¥3,000
買取価格

¥3,000

CLEANERS FROM VENUS
MY BACK WAGES
（JAR041）

ザ・バンド

T.レックス

カルチャー・クラブ

ザ・バンド

電気の武者

オリジナルは69年発売の2ND。初版CDで
帯付良品はホントみません！定価￥3,200の
税表記なし帯。

この規格、状態良好なものホント少ないで
す！定価￥3,200の税表記なし国内初版：
良品を高価買取。

ラグジャリー・トゥー・ハートエ
イク

（CP32-5417）
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買取価格

¥2,500

（MD32-5016）

買取価格

¥2,500

活動休止前にリリースした86年、4TH。こ
ちらも￥3,200税表記なしの国内初版はや
はり稀少。
（32VD-1019）

買取価格

¥2,500

近 年 再 発 が 続く英 国 ポップの 至 宝 。X T C の A n d y
P a r t r i d g eの盟友として知られる天才ソングライター
M a r t i n N ewe l lのプロジェクトC R E A N E R S FR O M
VENUS。缶ジャケがコレクター心を擽ります。

買取価格

¥3,000
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GRAHAM FELLOWS

ニューカラーズ

ジョセフ・ケー

PIGBAG

カルチャー・クラブ

CRUMBLING THE
ANTISEPTIC BEAUTY

LOVE AT THE HACIENDA

ビー・シリアス!

ジ・オンリー・ファン・イン・タウン

BBC SESSIONS

カラー・バイ・ナンバーズ

イギリスの喜劇役者グラハム・フェローズ
のJilted Johnの後にリリースした本名名
義の作品。

ドイツのペイル・ファウンテンズことニューカ
ラーズ。ネオアコ名盤。ボーナス・トラック
収録の国内再発盤。

POSTCARD名バンド1981年作。ボーナス
には“Sorry For Laughing”を収録。

19 81年から19 8 3年までのスタジオ・セッ
ションを収録。ほとんどの楽曲がこれでし
か聴けません。

紙ジャケも少々。この手の紙ジャケは人気
ありますねぇ。1STもですが、この2NDはさ
らに人気。

耽美ネオアコの象徴、フェルトの1STアルバ
ム。数年前再発されましたが、今となっては
廃盤。。。
（CD MRED 25） 買取価格

¥1,500

買取価格
（CHIC KENCD009）

¥1,500

シー・アーチンズ

COLIN NEWMAN

星屑のクリスティーン

A-Z

80年代ブリストルのネオアコ・バンド、唯一
のスタジオLP作品である、シングル・コンピ
レーション。

WIREのフロントマンによる1ST。エレクト
ロなポップ・サウンドが際立った“80's”とい
った印象。

（QTCY2017）
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NEW WAVE,NEO ACOUSTIC

NEW WAVE,NEO ACOUSTIC

FELT

買取価格

¥2,000

（BBL20CD）

買取価格

¥1,500

（EXCD004）

買取価格

¥1,500

ジャーウブル・アンド・キース
レヴィン

（CECC00492） 買取価格

¥1,500

（SFRSCD072） 買取価格

¥1,800

（VJCP68870）

買取価格

¥2,000

ダリズ・カー

LEMON KITTENS

LIAISONS DANGEREUSES

ウェイキング・アワー

SPOONFED & WRITHING

LIAISONS DANGEREUSES

バウハウスのピーター・マーフィーとジャパ
ンのミック・カーンによるバンド。198 4年
1ST。

1979年リリースの1ST-EPに未発表曲3曲
を加えた編集盤。ジャケットはダニエル・
ダックス画伯。

ジャーマン・ニューウェーヴ最後の伝説、リ
エゾン・ダンジュールの1981年発表唯一の
アルバム。

イーピー
日本限定4-TRACKS CD。限定700枚ナン
バリング入り、ヤスリ・ジャケ。内容・仕様
共に豪華。
（LTASK233）

買取価格

¥1,500

（TECI21242）

買取価格

¥1,800

（BOT 131-08CD）買取価格

¥3,000

（HIT THING CD 005）買取価格

¥2,000
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MBV, SHOEGAZER

MBV, SHOEGAZER

MBV, SHOEGAZER
先日のマイブラ単独来日、さらには突然の新作リリース! 若い世代には伝説と化していたマイブラ。そんなバンドにはフォロワーが付きも
のです。良くも悪くも増殖し続けるマイブラ･チルドレン。今回はマイブラを中心に関連作品や同時代のバンドやフォロワーをピックアップ♪

MY BLOODY VALENTINE
ECSTASY & WINE
（LAZY12CD）

LAZYリリースの“Strawberry Wine”と“Ecstasy”を1枚
にまとめた編集盤。単独でのCDリリースがないこの2タ
イトルは、CEATION期とは違った質感を持つアノラック・
サウンド。

V.A.

V.A.

IMPOSSIBLES

WHORE

ROLLERCOASTER EP

HOW DO YOU DO IT?

WIREトリビュート、1996年作。“LOVELESS”
以 降 の 音 源では 最も 耳 にしておきたい
音源。

ブラー、ダイナソー、
マイブラ、ジザメリの楽
曲を各1曲収録したジザメリ主催ツアー・プ
ロモ・シングル。

ケヴィン・シールズがプロデュースした謎の
ガールズ・ユニット、1ST-EP。EP3枚のみ残
しいずこへ。

（WMO2CD）

買取価格

買取価格

¥1,000

（SAM986）

買取価格

¥1,000

（POSCD1）

買取価格

¥1,800

¥1,200

KEVIN SHIELDS
EXAUCE : SALT
（1999）

マイブラのケヴィン・シールズが手掛けた、前衛バレー集
団の音楽サウンド・トラック。ノイズ・ギター満載!

買取価格

CHAPTERHOUSE

アストロブライト

ROWNDERBOWT

ホワイトノイズスーパースター

1STアルバムの初回LPに封入されていた12"
のみで聴ける“Die Die Die”を収録。

00'sシューゲイザー、ダントツのクオリティ。
“LOVELESS”狂はマスト! 入手困難!!

¥3,500
（DEDCD025）
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買取価格

¥6,000

（DDCJ3024）

買取価格

¥1,500

ECSTASY OF
SAINT THERESA
SLOWTHINKING
チェコのマイブラでお 馴 染 み 。こちらも
“LOVELESS”狂はマスト! 2002年作ながら
入手困難!!
（72435907670） 買取価格

¥1,500
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