
買取金額 ¥1,200
¥1,200 ¥1,400
¥1,000 ¥1,000

¥800 ¥1,000
¥1,200 ¥1,000
¥1,200 ¥1,000
¥1,200 ¥900
¥1,200 ¥1,200
¥1,500 ¥1,000
¥1,000 ¥1,000
¥1,300 ¥1,200
¥2,000 ¥1,000

¥800 ¥1,500
¥1,000 ¥1,200

¥600 ¥1,200
¥1,000 ¥1,000
¥1,000 ¥1,000
¥1,000 ¥1,000
¥1,000 ¥1,200
¥1,400 ¥1,000
¥1,000 ¥1,200

＊上記記載の金額はｹｰｽ割れ、ﾃﾞｨｽｸのｷｽﾞ、在庫数によって買取金額が予告なく変動します。 また同一商品はお一人様一点限りです。ご了承ください。

SPYAIR/MILLION(DVD付+￥200) MINMI/MINMI BEST(ＤＶＤ付+￥200)
SEKAI NO OWARI/EARTH MUNEHIRO/MUNEHIRO BEST（DVD付+￥200）

SEKAI NO OWARI/ENTERTAINMENT（DVD付+￥2600） ONE OK ROCK/人生x僕=（DVD付+￥400）
T.M.Revolution/UNDER:COVER 2（限定版+￥500） ONE OK ROCK/残響リファレンス

浜田省吾/The Best of Shogo Hamadaシリーズ　各

Ｂ’z/B'z The Best XXV 各（DVD付+￥200）
FUNKY MONKEY BABYS/ファンキーモンキーベイビーズ LAST BEST（3枚組+￥800）

FLOWER/Flower(DVD付+￥200)

Mr. Children/2005-2010<macro>（DVD付+￥200）
マキシマム ザ ホルモン/予襲復讐

Ak-69/Road to The Independent King(3ＣＤ+￥200)

AAA/#AAABEST（2枚組+￥200）（3枚組+￥200）
AAA/Eighth Wonder（3枚組+￥500）

西野カナ/Love Collection ~mint~（DVD付+￥500）

E-girls/COLORFUL POP （DVD付+￥200）

￥2300買取

上記以外の作品も高価買取中!!要チェック!!
アーティスト名/アルバムタイトル 東京スカパラダイスオーケストラ/Diamond In Your Heart(ＤＶＤ付+￥200)

上原ひろみ/全アルバム(DVD付+￥200)

アナと雪の女王

オリジナル・サウンド
トラック

(ＤＸ版+￥800)

買取金額

BENI

BEST All Singles &
Covers Hits(豪華盤
ＤＶＤ付+￥1500)

通常版

ＤＶＤ付(ＢＤ付)

￥2300買取

\2900買取(￥3200買取)

安室奈美恵

 Ballada

きゃりーぱみゅぱみゅ/なんだこれくしょん（DVD付+￥400）

キュウソネコカミ/チェンジ ザ ワールド(ＤＶＤ付+￥300)


黒木渚/標本箱
ゲスの極み乙女。/みんなノーマル

ゲスの極み乙女。/踊れないなら、ゲスになってしまえよ 

ゲスの極み乙女。/ドレスの脱ぎ方
サザンオールスターズ/海のYeah!!

SCANDAL/SCANDAL SHOW（DVD付+￥400）

Mr. Children/2001-2005<micro>（DVD付+￥200）

Ms.OOJA/-Love Song Covers- 各
miwa/Delight（DVD付+￥400）

￥2200買取

KANA-BOON/DOPPEL

￥2300買取

ＣＯＬＯＲ

￥2500買取

平原綾香

my　Classics
selection

Ｍｓ．ＯＯＪＡ

E-girls/Lesson 1（DVD付+￥500）

EXILE/EXILE BEST HITS -LOVE SIDE / SOUL SIDE-（4枚組+￥300）

EXILE ATSUSHI/Music（DVD付+￥400）
 Every Little Thing/Every Best Singles ‾Complete‾（初回受注版+￥800）

西野カナ/Love Collection ~pink~（DVD付+￥500）
西野カナ/to LOVE(ＤＶＤ付+￥300)

Hi-STANDARD/メイキング・ザ・ロード

東京スカパラダイスオーケストラ/BEST OF TOKYO SKA 1998-2007



タイトル 買取金額 タイトル 買取金額 ディズニー作品 買取金額
アイドルマスター (完全生産限定版) 全9巻セット ¥16,000 とある科学の超電磁砲 全8巻セット ¥8,000 DRAGON BALL Z DVD BOX DRAGON BOX VOL.1 ¥12,000
アイカツ! 全9巻セット(カード欠品￥1000) ¥12,000 とある科学の超電磁砲S 　全8巻セット ¥15,000 DRAGON BALL DVD BOX DRAGON BOX GT編 ¥6,000
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 【完全生産限定版】 全6巻セット ¥13,000 とある魔術の禁書目録 全8巻セット ¥7,000
IS インフィニット・ストラトス 全6巻セット ¥4,500 とある魔術の禁書目録 II 全8巻セット ¥8,000 Another 限定版 全6巻セット ¥10,000
うたのプリンスさまっ♪マジLOVE1000%　６巻セット初回限定版 ¥12,000 とらドラ! 限定版 全8巻セット ¥8,000 有頂天家族 (The Eccentric Family) 全七巻 ¥15,000
うたのプリンスさまっ♪♪　2期 DVD 全7巻セット初回限定版 ¥13,000 夏目友人帳 全5巻セット ¥9,000 TARI TARI 　全6巻セット(完全数量限定) ¥10,000
Angel Beats! エンジェル ビーツ! 全7巻セット ¥7,000 続・夏目友人帳 全5巻セット ¥10,000 true tears トゥルーティアーズ 全7巻セット ¥7,000
俺の妹がこんなに可愛いわけがない(1期) 全8巻セット ¥5,000 鋼の錬金術師 BOX SET-ARCHIVES- 【完全予約生産限定】 ¥8,000 凪のあすから 第1～6巻セット (初回限定版) ¥14,000
俺の妹がこんなに可愛いわけがない(2期) 全8巻セット ¥10,000 バカとテストと召喚獣 全6巻セット ¥5,000 花咲くいろは 全9巻セット ¥15,000
俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる (完全生産限定版) 全7巻セット ¥9,000 バカとテストと召喚獣にっ! 全6巻セット ¥8,000 RDG レッドデータガール 全6巻セット ¥12,000
俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している 第1～5巻 限定版 ¥14,000 『Fate/Zero』 Blu-ray Disc Box Ⅰ・Ⅱセット ¥15,000
空の境界 限定版 全7巻セット ¥7,000 ブラックラグーン 全6巻セット ¥3,000 囮物語 /なでこメドゥーサ(完全生産限定版)(上)(下)セット ¥7,000

黒執事 全9巻セット ¥8,000 ペルソナ4 【完全生産限定版】 全10巻セット ¥14,000 鬼物語(完全生産限定版)(上)(下)セット ¥8,000
黒執事 II 全9巻セット ¥9,000 鬼灯の冷徹 限定版　1～3巻セット ¥9,000 傾物語/まよいキョンシー(完全生産限定版) [(上)(下)セット ¥7,000

K 全7巻セット ¥8,000 僕は友達が少ない 全6巻セット ¥7,000 偽物語【完全生産限定版】 全5巻セット ¥11,000
交響詩篇エウレカセブン DVD-BOX ¥18,000 僕は友達が少ないNEXT 全6巻セット ¥11,000 猫物語(白)(黒)全4巻セット ¥12,000
攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 全13巻セット ¥5,000 マギ (完全生産限定版) 全10巻セット ¥18,000 化物語 Blu-ray Disc Box ¥12,000
攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG 全13巻セット ¥5,000 マギ The kingdom of magic 　完全生産限定版　1～4巻セット ¥9,000 化物語　全巻セット ¥10,000
コードギアス 反逆のルルーシュ 全9巻セット ¥4,500 マクロスF 全9巻セット ¥9,000
コードギアス 反逆のルルーシュ R2 全9巻セット ¥5,000 マクロス7 全13巻セット ¥7,000 AIR エアー 全6巻セット ¥3,000
コードギアス 反逆のルルーシュ 5.1ch Blu-ray Box ¥20,000 魔法少女まどか☆マギカ 全6巻セット ¥10,000 Kanon(カノン)　京都アニメーション版　全8巻セット ¥3,000
コードギアス 反逆のルルーシュ R2 5.1ch Blu-ray BOX ¥10,000 魔法少女リリカルなのは 全5巻セット ¥4,000 境界の彼方　1～5巻セット ¥14,000
コードギアス COLLECTION コードギアス反逆のルルーシュ DVD-BOX ¥5,000 魔法少女リリカルなのはA's 全6巻セット ¥5,000 CLANNAD クラナド 全8巻セット ¥6,000
コードギアス COLLECTION コードギアス反逆のルルーシュ R2 DVD-BOX ¥6,000 魔法少女リリカルなのはStrikerS全9巻セット ¥5,000 CLANNAD AFTER STORY 初回版 全8巻セット ¥8,000
坂道のアポロン 【初回限定生産版】 全4巻セット ¥7,000 弱虫ペダル　初回限定版　1～7巻セット(書き下ろしマンガ欠品-￥3000) ¥20,000 けいおん! 初回版　第1期　全7巻セット ¥10,000

咲 Saki 全9巻セット ¥8,000 ラブライブ! (Love Live! School Idol Project) (初回限定版) 全7巻セット ¥18,000 けいおん!! 初回版　第2期 全9巻セット ¥12,000
咲-Saki-阿知賀編 全10巻セット ¥10,000 WORKING!! (2期)限定版 全7巻セット ¥4,000 涼宮ハルヒの憂鬱 ブルーレイ コンプリート BOX (初回限定生産) ¥7,000

STEINS;GATE　 全9巻セット ¥9,000 たまこまーけっと 全6巻セット ¥12,000
進撃の巨人　1～9巻セット ¥27,000 銀魂 シーズン其ノ壱 完全生産限定版 全12巻セット ¥12,000 中二病でも恋がしたい! 全7巻セット ¥10,000

ソードアート・オンライン (完全生 ¥20,000 銀魂 シーズン其ノ弐 完全生産限定版 全13巻セット ¥12,000 日常のブルーレイ 特装版 全13巻セット ¥12,000
そらのおとしもの 限定版 全7巻セット ¥6,000 銀魂 シーズン其ノ参 完全生産限定版 全13巻セット ¥13,000 氷菓 限定版 全11巻セット ¥18,000
そらのおとしものｆ　（フォルテ） 全6巻セット ¥7,000 銀魂 シーズン其ノ四 完全生産限定版 全13巻セット ¥16,000 Free!全6巻セット ¥13,000
男子高校生の日常 スペシャルCD付き初回限定版 全6巻セット ¥7,000 黒子のバスケ 全9巻セット ¥15,000 らき☆すた 限定版 全12巻セット ¥4,000
ちはやふる全9巻セット(完全数量限定) ¥15,000 黒子のバスケ 2nd SEASON　1～6巻セット ¥17,000
つり球 【完全生産限定版】 全6巻セット ¥12,000  ジョジョの奇妙な冒険 第3部 スターダストクルセイダース DVD-BOX ¥20,000 カーズ　1,2　各 ¥1,000

デュラララ!! 全13巻セット ¥8,000 ジョジョの奇妙な冒険 (初回限定版) 全9巻セット ¥15,000 トイストーリー　1,2,3　各 ¥1,400
デュラララ!! Blu-ray Disc BOX ¥12,000 DRAGON BALL 劇場版 DVDBOX DRAGON BOX THE MOVIES (完全限定生産) ¥10,000 モンスターズ・インク ¥800

電波女と青春男 (完全生産限定版) 全7巻セット ¥8,000 DRAGON BALL DVD BOX DRAGON BOX ¥15,000 モンスターズ・ユニバーシティ ¥1,400
上記の買取金額はケース割れ、ディスクキズなしの完品の金額です。

ジャンプ系

Ｐ．Ａワークス

西尾維新

京都アニメーション

ディズニー作品


