
遊んで将棋が強くなる！銀星将棋ＤＸ 2,900¥ ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン ¥2,600 Ｎｏ Ｍａｎ’ｓ Ｓｋｙ ¥2,500 蒼の彼方のフォーリズム ｆｏｒＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔ ¥3,100 ＤＡＲＩＵＳ ＣＯＺＭＩＣ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ¥3,400 ＵＮＤＥＲＴＡＬＥ ¥2,200
甘えかたは彼女なりに。 2,200¥ シルバー２４２５ ¥2,900 信長の野望 創造 戦国立位伝 ¥3,600 遊んで囲碁が強くなる! 銀星囲碁DX ¥2,000 探偵神宮寺三郎 ＰＲＩＳＭ ＯＦ ＥＹＥＳ ¥2,400 イース セルセタの樹海 ¥1,500
アメイジング・スパイダーマン２ 4,100¥ 真・三國無双７ ｗｉｔｈ 猛将伝 ¥4,100 信長の野望 大志 with ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟｷｯﾄ ¥6,200 ＵＮＤＥＲＴＡＬＥ ¥2,800 超･逃走中＆超･戦闘中 ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ ¥3,400 キスアト ¥3,200
Ａｎｔｈｅｍ 5,200¥ ｼﾝｿｳﾉｲｽﾞ -受信探偵の事件簿- ¥4,500 ﾉﾗと皇女と野良猫ﾊｰﾄ2 ¥4,600 ｳﾞｨｸﾀｰ･ｳﾞﾗﾝ ｵｰﾊﾞｰｷﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥3,100 ﾃﾞｨｱﾌﾞﾛ III ｴﾀｰﾅﾙｺﾚｸｼｮﾝ ¥4,300 咲－Ｓａｋｉ－全国編 ¥1,600
Unravel ﾔｰﾆｰﾊﾞﾝﾄﾞﾙ 1,500¥ 深夜廻 ¥2,900 バイオショック コレクション ¥2,700 嘘つき姫と盲目王子 ¥3,000 ﾃｲﾙｽﾞ ｵﾌﾞ ｳﾞｪｽﾍﾟﾘｱ REMASTER ¥4,000 真・三國無双７ Ｅｍｐｉｒｅｓ ¥2,600
イースⅧ－Ｌａｃｒｉｍｏｓａ ｏｆ ＤＡＮＡ－ 2,500¥ スーパーボンバーマンＲ ¥2,100 バイオハザード ＲＥ：２ Ｄ・Ｖｅｒｓｉｏｎ ¥4,900 ＮＢＡ ２Ｋ１９ ¥3,800 トトリのアトリエ～アーランドの錬金術士～ＤＸ ¥2,400 ｽｷとｽｷとでｻﾝｶｸ恋愛 ¥4,500
いただきストリートドラゴンクエスト＆ファイナルファンタジー３ 2,300¥ ｽｷとｽｷとでｻﾝｶｸ恋愛 ¥4,500 バイオハザード オリジンズコレクション ¥2,300 大神 絶景版 ¥1,700 ﾄﾗｲｱﾙｽﾞﾗｲｼﾞﾝｸﾞ ¥2,700 大図書館の羊飼い－ＬｉｂｒａｒｙＰａｒｔｙ－ ¥2,800
ｳﾞｨｸﾀｰ･ｳﾞﾗﾝ ｵｰﾊﾞｰｷﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝ 3,100¥ ｽﾀｰﾃﾞｭｰﾊﾞﾚｰ ｺﾚｸﾀｰｽﾞ･ｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥2,000 初音ミク Ｐｒｏｊｅｃｔ ＤＩＶＡ Ｆｕｔｕｒｅ Ｔｏ ¥4,000 Overcooked 2 ¥2,500 Dragon Marked For Death ¥2,800 時計仕掛けのレイライン－陽炎に彷徨う魔女－ ¥3,300
ｳｨｻﾞｰｽﾞ ｼﾝﾌｫﾆｰ 4,000¥ ストリートファイターⅤ アーケードエディション ¥2,500 ひぐらしのなく頃に 奉 ¥3,900 OPUSｺﾚｸｼｮﾝ 地球計画+魂の架け橋 ¥2,100 New ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ U ﾃﾞﾗｯｸｽ ¥3,900 ネルケと伝説の錬金術士たち～新たな大地のアトリエ～ ¥4,200
ウィッチャー３ ワイルドハント ゲームオブザイヤーエデション 3,000¥ 戦極姫５～戦禍断つ覇王の系譜～ ¥1,900 ヒットマン ディフィニティブ・エディション ¥2,500 鬼武者 ¥2,000 Ｎｅｏ ＡＴＬＡＳ １４６９ ¥2,100 信長の野望 創造 戦国立志伝 ¥3,300
ｳｫｰﾊﾝﾏｰ 40000：Inquisitor - Martyr 4,500¥ 戦極姫７　－戦雲つらぬく紅蓮の遺志－ ¥3,900 FARCRY NEW DAWN ¥3,500 ｶﾞｰﾙｽﾞ＆ﾊﾟﾝﾂｧｰ ﾄﾞﾘｰﾑﾀﾝｸﾏｯﾁDX\ ¥4,900 ネコ・トモ ¥3,300 信長の野望 天翔記ｗｉｔｈパワーアップキット ＨＤバージョン ¥2,200
英雄伝説 閃の軌跡Ⅰ：改－Ｔｈｏｒｓ Ｍｉｌｉｔａｒｙ 2,200¥ 戦国無双４ ¥2,000 ﾌｧｰﾐﾝｸﾞｼﾐｭﾚｰﾀｰ19 ¥4,100 塊魂ｱﾝｺｰﾙ ¥2,000 ネルケと伝説の錬金術士たち～新たな大地のアトリエ～ ¥5,000 バイオハザード リベレーションズ２ ¥1,700
英雄伝説 閃の軌跡Ⅱ：改－Ｔｈｅ Ｅｒｅｂｏｎｉａｎ Ｃｉｖ 2,200¥ ｿｰﾄﾞｱｰﾄ･ｵﾝﾗｲﾝ ﾌｪｲﾀﾙ･ﾊﾞﾚｯﾄ COMPLETE EDITION ¥3,800 ファイナルファンタジーⅩ・Ⅹ－２ ＨＤリマスター ¥4,100 加藤一二三 九段監修 ひふみんの将棋道場 ¥2,400 ノラと皇女と野良猫ハート ＨＤ ¥3,000 ファイナルファンタジーⅩ・Ｘ－２ ＨＤリマスター【２本組】 ¥2,500
Ａ列車で行こうＥｘｐ．（エクスプレス） 3,400¥ ソフィーのアトリエ～不思議な本の錬金術士～ ¥2,600 フィリスのアトリエ～不思議な旅の錬金術士～ ¥2,700 ｶﾌﾟｺﾝ ﾍﾞﾙﾄｱｸｼｮﾝ ｺﾚｸｼｮﾝ ¥2,200 バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディシ ¥1,400 不思議のダンジョン 風来のシレン５ｐｌｕｓ フォーチュンタワー ¥2,700
NG(ｴﾇｼﾞｰ) 4,100¥ DARK SOULS III THE FIRE FADES EDITION ¥2,900 ﾌｫｰｺﾞｯﾄﾝ･ｱﾝ ¥2,600 ｷﾞｱ･ｸﾗﾌﾞ ｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ 2 ¥2,800 ﾊﾞﾄﾙﾌﾟﾘﾝｾｽ ﾏﾃﾞﾘｰﾝ ¥1,300 メモリーズオフ－Ｉｎｎｏｃｅｎｔ Ｆｉｌｌｅ－ ¥3,800
鬼武者 2,000¥ 太鼓の達人 セッションでドドンがドン！ ¥3,300 ぷよぷよテトリス ¥2,000 逆転裁判123 成歩堂ｾﾚｸｼｮﾝ ¥2,000 ＰＥＡＣＨ ＢＡＬＬ 閃乱カグラ ¥2,500 夜廻 ¥2,400
お姉チャンバラＺ２～カオス～ 2,600¥ 大戦略パーフェクト４．０ ¥3,500 ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ（Ｒ）ＶＲ ＷＯＲＬＤＳ ¥2,000 くにおくん ｻﾞ･ﾜｰﾙﾄﾞ ｸﾗｼｯｸｽｺﾚｸｼｮﾝ ¥2,900 Fit Boxing ¥3,500
ＣＨＡＯＳ；ＣＨＩＬＤ 2,100¥ 大図書館の羊飼い -Library Party- ¥3,800 無双ＯＲＯＣＨＩ２ Ｕｌｔｉｍａｔｅ ¥3,400 クラッシュ・バンディクー ブッとび３段もり！ボーナスエディシ ¥3,000 Fate/EXTELLA LINK ¥4,500 イナズマイレブン １・２・３！！円堂守伝説 ¥3,100
ｶﾌﾟｺﾝ ﾍﾞﾙﾄｱｸｼｮﾝ ｺﾚｸｼｮﾝ 2,000¥ ダンガンロンパ１・２ Ｒｅｌｏａｄ ¥2,300 メタルギアソリッド５ グラウンド・ゼロズ＋ファントムペイ ¥2,000 ｹﾞｰﾑ ﾄﾞﾗえもん のび太の月面探査記 ¥3,200 不思議の幻想郷ＴＯＤ－ＲＥＬＯＡＤＥＤ－ ¥2,800 Ａ列車で行こう３Ｄ ＮＥＯ ¥2,400
かりぐらし恋愛 3,800¥ 探偵神宮寺三郎 ＰＲＩＳＭ ＯＦ ＥＹＥＳ ¥2,700 ﾒﾄﾛ ｴｸｿﾀﾞｽ ¥5,000 げっし-ず がじがじなかまをそだてよう ¥3,200 BLAZBLUE CENTRALFICTION Special Edition ¥2,400 エルミナージュ ゴシック ３ＤＳ Ｒｅｍｉｘ～ウルム・ザキールと闇の儀式～ ¥2,400
逆転裁判123 成歩堂ｾﾚｸｼｮﾝ 2,200¥ 月に寄りそう乙女の作法～ひだまりの日々～ ¥2,700 ＭＥＴＲＯ ＲＥＤＵＸ ¥2,600 GO VACATION(ｺﾞｰﾊﾞｹｰｼｮﾝ) ¥2,700 僕の彼女は人魚姫!? My Girlfriend is a Mermaid!? ¥1,500 逆転裁判１２３ 成歩堂セレクション ¥1,600
ｷｬｻﾘﾝ･ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ 4,300¥ ﾃｲﾙｽﾞ ｵﾌﾞ ｳﾞｪｽﾍﾟﾘｱ REMASTER ¥3,700 メモリーズオフ－Ｉｎｎｏｃｅｎｔ Ｆｉｌｌｅ－ ¥3,400 THE なめこのﾊﾟｽﾞﾙ -なめこ大繁殖- ¥1,700 僕のヒーローアカデミア Ｏｎｅ’ｓ Ｊｕｓｔｉｃｅ ¥2,400 極限脱出ＡＤＶ 善人シボウデス ¥1,300
Ｇｕｉｌｔｙ Ｇｅａｒ Ｘｒｄ ＲＥＶ２ 2,500¥ テイルズ・オブ・ゼスティリア Ｗｅｌｃｏｍｅ Ｐｒｉｃｅ！！ ¥2,100 ゆらぎ荘の幽奈さん 湯けむり迷宮 ¥2,300 ｼﾄﾞﾏｲﾔｰｽﾞ ｼｳﾞｨﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ VI ¥3,600 星のカービィ スターアライズ ¥3,100 くにおくん 熱血コンプリート ファミコン編 ¥2,000
キングダムハーツ ＨＤ１．５＋２．５リミックス 4,000¥ 鉄拳７ ¥2,400 Ｒｉｓｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｔｏｍｂ Ｒａｉｄｅｒ ¥2,900 シャイニング・レゾナンス リフレイン ¥2,700 マインクラフト ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ版 ¥2,300 ザ・シムズ３ ¥3,100
キングダムハーツ ＨＤ２．８ ファイナルチャプタープロローグ 4,100¥ DEAD OR ALIVE 6 ¥5,000 RIDE3 ¥4,800 ｼﾞｬﾝﾅﾋﾞ麻雀ｵﾝﾗｲﾝ ¥1,700 メモリーズオフ－Ｉｎｎｏｃｅｎｔ Ｆｉｌｌｅ－ ¥3,400 三國志２ ¥2,200
銀星将棋 阿吽闘神金剛雷斬 3,100¥ DEAD OR ALIVE Xtreme3 Fortune ¥2,800 ﾗﾋﾟｽ･ﾘ･ｱﾋﾞｽ ¥3,800 上海 Refresh ¥1,700 メルルのアトリエ～アーランドの錬金術士～ＤＸ ¥2,700 シャンティ 海賊の呪い ¥2,600
くにおくん ｻﾞ･ﾜｰﾙﾄﾞ ｸﾗｼｯｸｽｺﾚｸｼｮﾝ 3,200¥ Dead by Daylight (18歳以上対象) ¥2,800 リディー＆スールのアトリエ～不思議な絵画の錬金術士～ ¥2,900 真･三國無双7 with 猛将伝 DX ¥4,400 ＭｏｔｏＧＰ１８ ¥3,300 新・ロロナのアトリエ はじまりの物語～アーランドの錬金士 ¥1,700
ＣＬＡＮＮＡＤ 3,000¥ Ｄｅｖｉｌ Ｍａｙ Ｃｒｙ ＨＤコレクション ¥2,100 龍が如く３ ¥2,100 ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵ ｵﾃﾞｯｾｲ 旅のｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ付 ¥2,800 ﾓﾝｽﾀｰﾊﾝﾀｰﾀﾞﾌﾞﾙｸﾛｽ Nintendo Switch Ver.[Best Price] ¥2,300 すみっコぐらし ここ、どこなんです？ ¥2,100
グランツーリスモＳＰＯＲＴ 3,100¥ テラリア ¥1,900 龍が如く4 伝説を継ぐもの ¥1,700 進め！キノピオ隊長 ¥2,000 ゆのはなSpRING! -Mellow Times- ¥4,100 セガ３Ｄ復刻アーカイブス ¥1,400
ゴジラ－ＧＯＤＺＩＬＬＡ－ＶＳ 4,100¥ 東亰ザナドゥｅＸ＋ ¥2,000 龍が如く 維新！ ¥2,100 ｽﾀｰﾃﾞｭｰﾊﾞﾚｰ ｺﾚｸﾀｰｽﾞ･ｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥2,200 夜廻と深夜廻 ¥3,500 セガ３Ｄ復刻アーカイブス２ ¥1,700
ザ・キング・オブ・ファイターズ14 2,900¥ ﾄﾗｲｱﾙｽﾞﾗｲｼﾞﾝｸﾞ ¥2,900 Ｒｅｗｒｉｔｅ ¥2,300 ストリートファイター ３０ｔｈ アニバーサリーコレクション ¥2,700 ﾗﾋﾟｽ･ﾘ･ｱﾋﾞｽ ¥3,200 セガ３Ｄ復刻アーカイブス３ ＦＩＮＡＬ ＳＴＡＧＥ ¥2,300
サマーレッスン：ひかり・アリソン・ちさと３ｉｎ１ 基本ゲーム 3,500¥ ドラゴンズドグマ：ダークアリズン ¥1,900 レイルウェイ エンパイア ¥2,500 すばらしきこのせかい－Ｆｉｎａｌ Ｒｅｍｉｘ－ ¥2,100 LITTLE FRIENDS -DOGS ＆ CATS- ¥2,300 ＸＥＮＯＢＬＡＤＥ ¥1,300
三國志１３ ｗｉｔｈ パワーアップキット 4,900¥ ドラゴンボール ゼノバース２ デラックスエディション ¥3,400 ＬＥＧＯ マーベル アベンジャーズ ¥1,900 すみっコぐらし あつまれ！すみっコタウン ¥2,800 ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団 ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ ¥2,900 ダウンタウン熱血時代劇 ¥1,800
シティーズ：スカイライン 2,800¥ ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙ ﾌｧｲﾀｰｽﾞ ﾃﾞﾗｯｸｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥3,200 ﾚﾌﾄ ｱﾗｲｳﾞ ¥5,400 聖剣伝説コレクション ¥2,100 ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞﾘｰﾌｨｯｼﾝｸﾞ ¥2,300 テイルズ・オブ・ジ・アビス ¥1,800
JUDGEMENT 7 -俺達の世界わ終っている。- 4,400¥ NARUTO 疾風伝 ナルティメットストーム４ ROAD TO BORUTO ¥3,100 ＲＯＢＯＴＩＣＳ；ＮＯＴＥＳ ＤａＳＨ ¥3,400 ｾﾞﾙﾀﾞの伝説 ﾌﾞﾚｽｵﾌﾞﾜｲﾙﾄﾞ 冒険ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ付(ﾏｯﾌﾟなし) ¥4,200 ＲＯＢＯＴＩＣＳ；ＮＯＴＥＳ ＤａＳＨ ¥3,900 テラリア ¥1,800
シャンティ：ハーフ・ジーニー ヒーロー アルティメットエディ 2,300¥ ﾆｰｱ ｵｰﾄﾏﾀ ｹﾞｰﾑ ｵﾌﾞ ｻﾞ ﾖﾙﾊ ｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥2,100 ロロナのアトリエ～アーランドの錬金術士～ＤＸ ¥2,700 戦国無双～真田丸～ ¥2,600 ロロナのアトリエ～アーランドの錬金術士～ＤＸ ¥3,100 バイオハザード リベレーションズ ¥1,400
JUMP FORCE 5,000¥ 仁王 コンプリートエディション ¥3,000 WORK×WORK ¥3,000 ｿﾞｲﾄﾞﾜｲﾙﾄﾞ ｷﾝｸﾞ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾗｽﾄ ¥3,800 ワールドネバーランド エルネア王国の日々 ¥1,700 マリオスポーツ スーパースターズ ¥2,000
重装機兵レイノス 3,800¥ ネルケと伝説の錬金術士たち～新たな大地のアトリエ～ ¥4,400 ワンピース 海賊無双３ ¥1,900 Ｄａｒｋｅｓｔ Ｄｕｎｇｅｏｎ ¥2,100 ワンピース 海賊無双３ デラックスエディション ¥2,700 レイトン教授と超文明Ａの遺産 ¥1,800

★チラシ掲載の買取価格は、付属品(箱･ケース･説明書等)付の価格です。
付属品の欠品や、商品の状態(キズ･ジャケット無し、ケース割れ等)によって、買取価格がチラシ掲載買取価格と異なったり、買取ができない場合がございます。
誠に申し訳ございませんが、ご了承下さい。なお、同一タイトルの買取は、1つまでとさせて頂きます。
★限定版･通常版･廉価版･海外版は買取価格が異なります。廉価版は、発売日･メーカー希望価格の変更により、買取価格が変更になる場合がございます。
★買取価格は、当社在庫状況によって予告なく変更になる場合、または諸事情により買取を中止させていただく場合もございますのでご了承下さい。

Ｐ　Ｓ　４　買　取　強　化　中

その他にもお得
な情報をブログ
で配信中！

【千葉】 市原店 ☆ 習志野店 ☆ 木更津店
【神奈川】 相模原店 ☆ 大和店 ☆ 横浜戸塚店
【埼玉】 所沢店 ☆ 草加店 ☆ 大宮宮原店　【東京】 西巣鴨店

2月25日(月)現在ZEST ゲームソフト高価買取リスト2月25日(月)現在

ディアブロⅢ

ニ　ン　テ　ン　ド　ー　ス　イッ　チ　買　取　強　化　中

キングダムハーツＨＤ
1・5+2・5リミックス

ZEST ゲームソフト高価買取リスト
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プ　レ　イ　ス　テ　ー　ショ　ン　4　 プ　レ　イ　ス　テ　ー　ショ　ン　4　 プ　レ　イ　ス　テ　ー　ショ　ン　4　 ニ　ン　テ　ン　ド　ー　ス　イッ　チ

New ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵ
ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ U ﾃﾞﾗｯｸｽ

ガールズ&パンツァ-
ドリームタンクマッチ
DX

メトロ
エクソダス

アンセム

ニ　ン　テ　ン　ド　ー　3　D　S

ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾊﾟｰﾃｨ
ｼﾞ･ｴﾙﾀﾞｰｽｸﾛｰﾙｽﾞＶ
ｽｶｲﾘﾑ

ニ　ン　テ　ン　ド　ー　ス　イッ　チ プ　レ　イ　ス　テ　ー　ショ　ン　V I T A

ﾃｲﾙｽﾞ ｵﾌﾞ ｳﾞｪｽﾍﾟﾘｱ
 REMASTER買取¥5,000

買取¥4,100 買取¥4,300

買取¥5,200 買取¥4,000

買取¥3,700 買取¥4,300買取¥4,900買取¥3,900

買取¥3,900 買取¥4,000買取¥3,900


