
Ｅ．Ｔ．コレクターズ・エディション　Ｓｐａｃｅｓｈｉｐ付特別限定版 ¥2,300 ００７　ＴＶ放送吹替初収録特別版ＤＶＤ－ＢＯＸ【第二期】 ¥9,800 ウレロ　未体験少女　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥7,100

青い経験　トリプルＤＶＤ－ＢＯＸ． ¥2,800 ＨＫＴ４８　ｖｓ　ＮＧＴ４８　さしきた合戦　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　４枚組 ¥4,900

赤毛のアン　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥8,400 小林賢太郎テレビ　６・７ ¥3,000

ああっ女神さまっ　Ｂｌｕ−ｒａｙ　ＢＯＸ ¥11,000 ＮＩＮＫＵ－忍空－Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　１ ¥12,200 ささみさん＠がんばらない　完全生産限定版　全６巻セット ¥4,200 アントマン　３Ｄ ¥3,200 ザ・ビートルズ　ＥＩＧＨＴ　ＤＡＹＳ　Ａ　ＷＥＥＫ　コレクターズ・エディション ¥3,000

アイドルマスター　シンデレラガールズ　完全生産限定版　全９巻セット ¥13,800 ノーゲーム・ノーライフ　ＮＥＥＴ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥8,900 地獄先生ぬ～べ～　コンプリートＢＯＸ　１　限定版 ¥12,600 オズ　はじまりの戦い　３Ｄスーパー・セット ¥2,400 新ＴＶ見仏記　１５周年記念　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　［初回生産限定］ ¥5,200

はいからさんが通る　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ＜初回仕様版＞ ¥20,200 オブリビオン　４Ｋ ¥2,900 インサイダーズ／内部者たち　ＤＶＤ　スペシャルＢＯＸ ¥2,100
東のエデン“ＮｏｂｌｅｓｓｅＯｂｌｉｇｅ”ＢＯＸ ¥11,700 顔のない眼 ¥6,400 映画　続人間革命 ¥7,700

赤い光弾ジリオン　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥19,200 美少女戦士セーラームーン　ＢＤ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ　初回限定版　全２ＢＯＸセット ¥17,600 Ｃｈａｒｌｏｔｔｅ（シャーロット）　完全生産限定版　全７巻セット ¥9,100 かもめの城 ¥3,600 ガキの使いやあらへんで！！　絶対に笑ってはいけない名探偵２４時 ¥4,900

アクエリオン完全合体　ＢＯＸ ¥6,500 「ひだまりスケッチ×」Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ　ＢＯＸ（完全生産限定版） ¥11,000 重戦機エルガイム　ＤＶＤ　ＭＥＭＯＲＩＡＬ－ＢＯＸ　全２ＢＯＸセット ¥13,500 ハンガリアン・ラプソディ～クイーン・ライヴ・イン・ブダペスト’８６＜ＤＸ・エディション＞ ¥2,300 初音ミク、中村獅童／超歌舞伎　今昔饗宴千本桜 ¥2,200

アスタロッテのおもちゃ！　Ｂｌｕ－ｒａｙＢＯＸ ¥7,700 新妹魔王の契約者（テスタメント）　限定版　１期＆２期　全１１巻セット ¥18,700 スクリーム　トリロジー　スペシャル・バリューパック ¥3,100 サスペリア　デジタル・リマスター・プレミアム・エディション　限定版 ¥2,100 豆腐プロレス　２０１７　ＷＩＰ　ＣＬＩＭＡＸ　ｉｎ　８．２９ ¥3,200

あそびにいくヨ！ぶるーれいぼっくすであそびきにました！！　ＢＯＸ ¥18,400 ストリートファイターⅡ　Ｖ　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈４枚組〉 ¥8,900 『ゾンビ』製作３５周年記念究極版ブルーレイＢＯＸ ¥6,600 サタンの書の数ページ　クリティカル・エディション ¥2,300 ＨＩＴＯＳＩ　ＭＡＴＵＭＯＴＯ　ＶＩＳＵＡＬＢＵＭ“完成 ¥3,700

Ａｎｏｔｈｅｒ　コンプリートＢｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥13,800 Ｆａｔｅ／Ａｐｏｃｒｙｐｈａ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ　ＢｏｘＩＩ（完全生産限定版） ¥16,800 ＳＬＡＭ　ＤＵＮＫ　三井寿仕様ＢＯＸ　限定版 ¥18,900 タイタンの逆襲　３Ｄ＆２Ｄ ¥2,400 サッチ・ホークス、サッチ・ハウンズ ¥2,200 Ｆｉｌｍ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｓ　Ｂｏｘ　ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ　ＸＶ ¥1,900

アマガミＳＳ　初回限定版全１３巻セット ¥11,000 Ｆａｔｅ／ｓｔａｙ　ｎｉｇｈｔ　［ＵＢＷ］　ＢＤ　Ｂｏｘ　完全生産限定版　２ＢＯＸセット ¥35,000 聖剣使いの禁呪詠唱（ワールドブレイク）　初回生産版　全６巻セット ¥6,200 デモンズ＆デモンズ２　ブルーレイ・ツインパック ¥3,700 少林寺／少林寺２　アルティメット・ツインパック ¥2,300 マクロスＦ　超時空スーパーライブ　コズミック娘 ¥2,500

アルドノア・ゼロ　完全生産限定版　全１０巻セット ¥21,500 新世紀ＧＰＸサイバーフォーミュラ　ＢＤ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ¥17,700 聖闘士星矢　ＴＨＥ　ＬＯＳＴ　ＣＡＮＶＡＳ　第２章　単巻全６巻セット ¥8,900 『酔拳』／『蛇拳』製作３５周年記念ＨＤデジタル・リマスター版　ＢＯＸ ¥3,600

Ｙｅｓ！プリキュア５　Ｂｌｕ－ｒａｙＢＯＸ　Ｖｏｌ．２【完全初回生産限定】 ¥12,600 ＢＬＡＣＫ　ＬＡＧＯＯＮ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ［ＧＮＸＡ－１３２９］ ¥10,700 世界でいちばん強くなりたい！　期間限定版　ＢＯＸ付き全６巻セット ¥14,200 バック・トゥ・ザ・フューチャー　２５ｔｈアニバーサリー ¥2,500 １９８０－１９８９　ル・マン２４時間耐久レース　総集編 ¥8,000

宇宙戦艦ヤマト　ＴＶ　ＢＤ－ＢＯＸ　豪華版［初回限定版］ ¥22,200 プラネテス　ＢＤ－ＢＯＸ　５．１ｃｈ ¥20,800 戦姫絶唱シンフォギアＧ　初回生産限定版　全６巻セット ¥18,200 ポリスアカデミー　ワーナー・スペシャル・パック ¥3,900 トワイライト・サーガ　エクステンデッド　ＤＶＤ　ＢＯＸ ¥9,800 ３５大スーパー戦隊主題歌全集  １９７５－２０１１ ¥2,500

宇宙の騎士テッカマンブレード　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ【初回限定生産版】 ¥15,500 戦国魔神ゴーショーグン　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥12,600 マッドマックス＜ハイオク＞コレクション ¥4,000 ハリー・ポッター第１章～第７章ＰＡＲＴ２　ＢＯＸ　限定版 ¥8,100 ＴＨＥ　ＩＤＯＬＭ＠ＳＴＥＲ　ＡＬＬＳＴＡＲＳ＋　ＧＲＥ＠ＴＥＳＴ　ＢＥＳＴ！ ¥5,600

『ＯＶＡ　うる星やつら』　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥13,800 メタリカ・スルー・ザ・ネヴァー【アルティメットエディション】 ¥3,200 ヘルレイザー　ＤＶＤ　ＢＯＸ（初回限定生産３枚組） ¥3,500 有吉ＡＫＢ共和国［３枚組］ ¥3,000

ef - a tale of memories. Blu-ray Box [初回限定生産] ¥12,000 ヘウ゛ィーオブジェクト　初回生産限定版　全８巻セット ¥20,900 幽幻道士＆来来！キョンシーズ　コンプリート・ボックス　初回限定 ¥15,400 ホビット　竜に奪われた王国　エクステンデッド・エディション ¥3,700
Ｅｒｇｏ　Ｐｒｏｘｙ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ（初回限定版） ¥28,400 ＯＶＡ　ＨＥＬＬＳＩＮＧ　ＯＶＡ　ＶＩ～Ｘ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ〈期間限定生産〉 ¥13,900 太陽の勇者ファイバード　メモリアルボックス ¥29,200 ラッキー・スター　トリロジー・ＢＤＢＯＸ　日本劇場公開 ¥3,700 マッハ！　トリロジーＢＯＸ　限定版 ¥2,600
エロマンガ先生　完全生産限定版　ＢＯＸ付き全６巻セット ¥14,500 僕らはみんな河合荘　初回生産版　ＢＯＸ付き全７巻セット ¥16,000 超次元ゲイム　ネプテューヌ　初回版　全７巻セット ¥9,600 ＡＫＢ４８　チーム対抗大運動会　絆よ　永遠に［スペシャルＢＯＸ］（生写真付） ¥3,000

俺の妹がこんなに可愛いわけがない　完全生産限定版全８巻セット ¥5,000 ＰＩＫＡＣＨＵ　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ　ＰＲＥＭＩＵＭ　ＢＯＸ　１９９８－２０１０ ¥48,600 超ロボット生命体トランスフォーマー　マイクロン伝説　ＤＶＤ－ＳＥＴ ¥8,900 ＳＫＥ４８　エビショー！　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈初回限定生産〉 ¥1,900

学園黙示録　ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＤＥＡＤ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥6,500 ボンバーマンジェッターズ　宇宙にひとつしかないＢＤＢＯＸ ¥22,800 Ｄ・Ｎ・Ａ２　～何処かで失くしたあいつのアイツ～　Ｃｏｌｌｅｃｔｏｒ’ｓ　Ｅｄｉｔｉｏｎ ¥7,900 ワンダーウーマン　３Ｄ＆２Ｄブルーレイセット　［Ａｍａｚｏｎ．ｃｏ．ｊｐ限定］ ¥4,000 ヤコブへの手紙 ¥2,100 ＮＭＢ４８　げいにん！　！　２　ＤＶＤ－ＢＯＸ　初回限定豪華版 ¥1,800

ＣＡＮＡＡＮ　ＢＤ－ＢＯＸ ¥10,000 マクロス７　Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｂｏｘ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　ＦＩＲＥ　全２ＢＯＸセット ¥43,900 デビルマンＤＶＤ－ＢＯＸ〈６枚組〉　［初回生産限定］ ¥12,600 ヨーロッパ一九五一年 ¥1,900 エビ中Ｈｉらんどっ！無限の自由！ディレクターズカット　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥5,600

神のみぞ知るセカイ　ＢＤ－ＢＯＸ［初回限定生産］ ¥14,700 天元突破グレンラガン　初回限定版ＢＯＸ付全９巻セット ¥5,000 ＡＲＲＯＷ／アロー〈1＆2〉　ＢＤ－ＢＯＸ ¥4,200 ワイルド・スピード　コンプリート・ムービー・コレクション ¥2,400 おぎやはぎの愛車遍歴　ＮＯ　ＣＡＲ，　ＮＯ　ＬＩＦＥ！　３ ¥8,000

電波女と青春男　完全生産限定版全７巻セット ¥4,800 Ｘ－ファイル　コレクターズブルーレイＢＯＸ〔初回生産限定〕 ¥21,000 おにぎりあたためますか　北陸の旅 ¥2,600

「未来日記」　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥14,700 ザ・パシフィック　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　限定版 ¥3,700 ＡＴＨＥＮＡ－アテナ－　ＤＶＤ－ＳＥＴ　２ ¥2,800 おねマスＤＶＤ　５年熟成マスカッツ最強幕の内弁当 ¥4,200

ガンバの冒険　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ【初回限定生産】 ¥19,600 蟲師　続章　完全生産限定版　全６巻セット ¥29,900 アボンリーへの道　ＳＥＡＳＯＮ　６　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥4,900 ガチャピン　チャレンジ☆シリーズ　コンプリートＢＯＸ ¥2,400

傷物語　完全生産限定版　全３巻セット ¥10,800 メガゾーン２３　Ａｒｃｈｉｖｅ　ＢＯＸ－３０ｔｈ　ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ　－ ¥18,700 とある魔術の禁書目録　ＤＶＤ－ＢＯＸ　初回限定生産 ¥4,500 ＥＲ緊急救命室〈シーズン１－１５〉　コンプリートＤＶＤ－ＢＯＸ ¥29,400
機動武闘伝Ｇガンダム　石破天驚　Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｂｏｘ　第弐巻 ¥19,500 物語シリーズ　セカンドシーズン　完全生産限定版　全１２巻セット ¥12,600 闘牌伝説アカギ　覚醒の章　ＤＶＤ－ＢＯＸ　全２ＢＯＸセット ¥9,500 トランスポーター　ザ・シリーズ　Ｂｌｕ－ｒａｙ－ＢＯＸ ¥4,400

君に届け　１ＳＴ＆２ＮＤシーズン　ＢＤ－ＢＯＸ　限定版 ¥16,200 モノノ怪＋怪～ａｙａｋａｓｈｉ～化猫　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥11,700 トータル・イクリプス　初回生産限定版　全９巻セット ¥5,700 バットマン　コンプリートＴＶシリーズ　コレクターズＢＯＸ ¥12,200 欽ちゃん奮闘公演　ＴＨＥ　ＬＡＳＴ　ほめんな　ほれんな　とめんな ¥2,500

君のいる町　初回生産版　全６巻セット ¥11,400 モンスターファーム　ガッツだ！Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ！ ¥15,200 ＤＯＧ　ＤＡＹＳ”　完全生産限定版　全６巻セット ¥7,700 ＴＨＥ　ＦＬＡＳＨ　／　フラッシュ　＜ファースト＞　コンプリート・ボックス ¥3,200 ゴシップガール〈コンプリート・シリーズ〉 ¥7,700 ゲームセンターＣＸ　ＤＶＤ－ＢＯＸ　１５　［初回版］ ¥3,600

キャプテン　コンプリートＢｌｕ－ｒａｙＢＯＸ ¥14,500 結城友奈は勇者である－結城友奈の章－　Ｂｌｕ－ｒａｙ ¥11,700 トム・ソーヤーの冒険　ＤＶＤメモリアルボックス ¥12,600 ＦＲＩＮＧＥ／フリンジ　コンプリート・シリーズ ¥7,000 白バイ野郎ジョン＆パンチ〈サード・シーズン〉　コンプリートＢＯＸ ¥8,400 ゲームセンターＣＸ　ＤＶＤＢＯＸ１４　「闘いの挽歌・ダブルドラゴン」 ¥3,500

ＧＡＮＧＳＴＡ．Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥10,700 鎧伝サムライトルーパー　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ［初回生産限定］ ¥25,700 ドラえもん　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ　ＢＯＸ　１９８９－１９９７　限定版 ¥16,000 フルハウス〈シーズン１－８〉　コンプリートＤＶＤ－ＢＯＸ ¥13,800 KEYABINGO! DVD-BOX [初回限定版]　　　　　　　　　　　　　　 ¥4,600

ラブライブ！サンシャイン！！２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ　特装限定版　全７巻セット ¥9,600 ドラゴンクエスト　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈９枚組〉 ¥19,400 愛の渦　特別限界版 ¥3,600 ヘヴィメタル・クロニクル　ＤＶＤ　ＢＯＸ ¥2,300 コズミック　フロント　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥8,700

ロウきゅーぶ！ＳＳ　初回生産限定版　全６巻セット ¥5,800 夏目友人帳　参　ＢＯＸ付完全生産限定版全５巻セット ¥9,900 アオハライド　豪華版 ¥2,200 リアル・スクール　ＤＶＤ－ＢＯＸ　２ ¥3,200 ザ・ドリフターズ結成５０周年記念　ドリフ大爆笑　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥5,000

グラスリップ　初回生産仕様　ＢＯＸ付き全６巻セット ¥11,200 六神合体ゴッドマーズ　ＢＤ－ＢＯＸ　限定版 ¥17,100 ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－　ＤＶＤ－ＢＯＸ　Ｉ　参上！うずまきナルト ¥5,600 サバイバルゲーム　ＭＡＮ　ＶＳ．ＷＩＬＤ　シーズン２　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥5,600

劇場作　クラッシャージョウＢｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ（初回限定生産版） ¥13,800 日常　ディレクターズカット版　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥4,400 １００万回生きたねこ ¥2,400 さまぁ～ず×さまぁ～ず DVD-BOX[Vol.26/27+特典DISC] ¥2,100

ＣＬＡＮＮＡＤ　ＡＦＴＥＲ　ＳＴＯＲＹ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｂｏｘ【初回限定生産】 ¥18,200 のんのんびより　りぴーと　初回版　全６巻セット ¥8,700 打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？ ¥3,500 花王名人劇場「立川談志×桂枝雀」 ¥5,100

グリザイアの果実　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ〈初回限定生産〉 ¥11,200 ワンパンマン　特装限定版　全６巻セット ¥5,400 ハイスクールＤ×Ｄ　ＢｏｒＮ　初回版　全６巻セット ¥10,300 ＷＯＯＤ　ＪＯＢ！　〜神去なあなあ日常〜　豪華大木エディション ¥2,800 ＣＭＬＬ　ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＡ　ＭＡＮＩＡ　２０１６ ¥1,900

ＧＡＴＥ　自衛隊　彼の地にて、斯く戦えり　初回限定版　全１２巻セット ¥20,800 覇王大系リューナイト　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ¥30,600 海猿　ＵＭＩＺＡＲＵ　ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥13,300 シャイン・オン－トラベローグ・オブ・アウトレイジ－ ¥2,800 史上最高のアイドルガちんコ大戦の全記憶！！ＢＯＸ ¥2,200

劇場版　名探偵コナン　ｖｏｌ．１　ｂｏｘ　【１９９７－２００６】 ¥66,300 アカメが斬る！　初回生産限定版　全８巻セット ¥8,400 鋼の錬金術師　ＦＵＬＬＭＥＴＡＬ　ＡＬＣＨＥＭＩＳＴ　収納ＢＯＸ×４付初回版全１６巻セット ¥36,900 みんな！エスパーだよ！［初回生産限定］ ¥3,000 甘い鞭　ディレクターズ・ロングバージョン　ＤＶＤ　ＢＯＸ ¥3,000 ＺＩＰＡＮＧ　ＰＵＮＫ　五右衛門ロックⅢ ¥4,400

ＧＯＳＩＣＫ－ゴシック－　ＢＤ－ＢＯＸ ¥15,900 あそびにいくヨ！　ＢＯＸ×２付全６巻セット ¥8,000 ＬＤＫ【豪華版】（特装限定版） ¥4,000 宇田川町で待っててよ。 ¥2,100 情熱大陸×立川談志　プレミアムエディション ¥3,100

これはゾンビですか？　～ずっと、貴方が好きでした。青春のＢＤ－ＢＯＸ～ ¥9,100 アパッチ野球軍　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥33,600 映画「俺物語！！」（豪華版） ¥3,000 踊る大捜査線　ＴＨＥ　ＦＩＮＡＬ　新たなる希望　ＦＩＮＡＬ　ＳＥＴ ¥4,000 ショウ・マスト・ゴー・オン　幕を降ろすな ¥2,700

さくら荘のペットな彼女　初回版　ＢＯＸ付全８巻セット ¥9,800 甘城ブリリアントパーク　限定版　全６巻＋特別編セット ¥7,900 パプリカ　デラックスボックス〈２枚組〉　劇場限定版 ¥4,500 ｏｒａｎｇｅ－オレンジ－　豪華版 ¥1,900 新ＴＶ見仏記特製Ｔシャツ＆ＤＶＤパック　限定版 ¥3,200

ＴＨＥビッグオー　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥14,100 吸血姫美夕　Ｉｎｔｅｇｒａｌ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ－ＳＬＩＭ－ＢＯＸ ¥27,800 クロヒョウ２　龍が如く　阿修羅編　ＢＯＸ ¥3,500 水曜どうでしょう ヨーロッパ・リベンジ ¥3,300

さんかれあ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥7,100 ぴたテン　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥4,200 最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。ディレクターズ・カット ¥19,600 柘榴坂の仇討　特装限定版 ¥1,600 水曜どうでしょう　コンプリートＢＯＸ　Ｖｏｌ．３ ¥18,700

残響のテロル　限定版　全６巻セット（全巻収納ＢＯＸ付き） ¥11,700 ＶＳ騎士ラムネ＆４０　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈９枚組〉　限定版 ¥20,200 響け！ユーフォニアム　初回版　全７巻セット ¥12,600 ＴＨＥ　ＮＥＸＴ　ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ　パトレイバー　首都決戦　ディレクターズカット ¥3,600 さらばあぶない刑事　［数量限定生産版］ ¥5,700
ウ゛ァイオレット・エウ゛ァーガーデン　初回版　全４巻セット ¥15,200 ファイ・ブレイン～神のパズル　宿敵！レイツェル編　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥10,000 十三人の刺客　豪華版 ¥2,300 地獄でなぜ悪い（コレクターズ・エディション） ¥1,500
うしおととら　ＤＶＤコレクションＢＯＸ　限定版 ¥14,000 藤子・Ｆ・不二雄　ＴＶアニメ　アーカイブス　ＢＯＸ ¥11,500 進撃の巨人　ＡＴＴＡＣＫ　ＯＮ　ＴＩＴＡＮ ¥2,100 映画　深夜食堂　特別版 ¥2,100

ＳＨＩＲＯＢＡＫＯ　初回生産限定版　全８巻セット ¥11,000 失われた未来を求めて　全６巻セット ¥9,300 ふたりはプリキュアＳｐｌａｓｈ☆Ｓｔａｒ　ＤＶＤ－ＢＯＸ　１【限定版】 ¥5,500 立川談志　ディレクターズ・カット ¥2,300 西部警察　ＰＡＲＴＩＩＩ　セレクション　木暮ＢＯＸ　２ ¥8,400
新ゲッターロボ　ＢＤ－ＢＯＸ ¥6,500 宇宙大帝ゴッドシグマ　コンプリートＤＶＤ　限定版 ¥20,800 放課後のプレアデス　初回生産限定版　全６巻セット ¥8,900 タンポポ ¥2,200 世界の果てまでイッテＱ！　１０周年記念　ＤＶＤ　ＢＯＸ－ＲＥＤ ¥2,800

神魂合体ゴーダンナー！！Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ【初回限定生産】ー！！ ¥12,200 宇宙のステルヴィア　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈８枚組〉 ¥8,900 北斗の拳　２５周年記念ＤＶＤ－ＢＯＸ　ＴＶ　ＨＤリマスター【通常版】 ¥32,700 ちょっとかわいいアイアンメイデン　ディレクターズ　ＢＤ-ＢＯＸ ¥3,700 世界ラリー選手権　限定版ＤＶＤ－ＢＯＸ　ＷＲＣ　ＬＥＧＥＮＤ　 ¥1,800

新世紀エヴァンゲリオン　ＮＥＯＮ　ＧＥＮＥＳＩＳ　ＥＶＡＮＧＥＬＩＯＮ　ＢＤＢＯＸ ¥20,800 宇宙魔神ダイケンゴー　コンプリートＤＶＤ（初回生産限定） ¥13,100 ＰＩＫＡＣＨＵ　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ　ＢＯＸ　２００７－２０１０ ¥13,800 図書館戦争　プレミアムＢＯＸ ¥2,700 テンペスト　ＤＶＤ　ＢＯＸ ¥8,200 全力！欅坂４６バラエティー　ＫＥＹＡＢＩＮＧＯ！３　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥6,000

ストライク・ザ・ブラッドＩＩ　ＯＶＡ　初回仕様版　全４巻セット ¥13,800 南極料理人　豪華版 ¥2,300 どうしても触れたくない ¥2,200 音楽劇　蒼穹のファフナー ¥2,900

瀬戸の花嫁　Ｂｌｕ－ｒａｙ（６ＢＤ＋２ＣＤ） ¥29,700 ねこばん　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥2,200 タイムスクープハンター　ｓｅａｓｏｎ６ ¥4,600

ゼロの使い魔　Ｍｅｍｏｒｉａｌ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥24,300 狼と香辛料　ＣＯＭＰＬＥＴＥ ¥6,600 マケン姫っ！通　限定版　全５巻セット ¥7,200 ハイキック・エンジェルス　豪華版 ¥2,100 ガキの使いやあらへんで！！絶対に笑ってはいけない科学博士24時 ¥3,900

戦国ＢＡＳＡＲＡ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＢＯＸ ¥11,000 オーバーロード　初回版　ＢＯＸ付き全６巻セット ¥16,300 まじかる☆タルるートくん　コンプリートＤＶＤ　全３ＢＯＸセット ¥29,900 まほろ駅前狂騒曲　プレミアム・エディション ¥2,100 花と蛇ＺＥＲＯ特別限定版 ¥2,100
戦場のヴァルキュリア　ＢＤ－ＢＯＸ　限定版 ¥20,900 おそ松くん　全１８巻セット ¥19,600 魔弾の王と戦姫　初回生産版　ＢＯＸ付き全６巻セット ¥7,900 壬生義士伝 ¥2,100 「闇金ウシジマくんＰａｒｔ２」豪華版 ¥1,900
戦闘妖精雪風　ブルーレイＢＯＸ〈２枚組〉 ¥13,700 ガールズ＆パンツァー　単巻全６巻セット ¥15,200 魔法科高校の劣等生　収納ＢＯＸ付完全生産限定版　全１０巻セット ¥19,000 土竜の唄　香港狂騒曲　スペシャル・エディション ¥2,400 聯合艦隊司令長官　山本五十六　限定版 ¥2,100 たりないふたり―山里亮太と若林正恭―　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥3,000

ゾイド　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　【完全初回生産限定版】 ¥29,200 刀語　ＢＯＸ×４付完全生産限定版全１２巻セット ¥9,300 ＤＩＳＨ／／だし！　ＤＶＤ　ＶＯＬ．４ ¥1,700

神様はじめました　ＤＶＤ　ＢＯＸ ¥8,000 ４９　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　豪華版＜初回限定生産＞ ¥12,600 アオイホノオ　ＤＶＤ　ＢＯＸ ¥6,300 水木一郎　デビュー４０周年記念　ＴＶ主題歌全集 ¥6,600

機甲警察メタルジャック　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈７枚組〉 ¥28,300 モンスター娘のいる日常　初回生産限定版　全６巻セット ¥9,500 相棒　ｓｅａｓｏｎ　１３　ブルーレイＢＯＸ ¥15,200 熱海の捜査官　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥15,400 てんとうむＣｈｕ！の世界をムチューにさせます宣言！　ＤＶＤ　ＢＯＸ ¥1,900

ＤＡＲＫＥＲ　ＴＨＡＮ　ＢＬＡＣＫ　－流星の双子－　ＢＯＸ（完全生産限定） ¥11,300 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。　初回限定版　全７巻セット ¥6,000 甲殻不動戦記　ロボサン　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥7,800 黄金の豚　ＤＶＤ－ＢＯＸ－会計検査庁　特別調査課 ¥5,900 でんぱの神神　神ＢＯＸビリフォー ¥2,800

∀　ガンダム　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　ＩＩ（期間限定生産）　Ｂｌｕ－ｒａｙ ¥26,600 遊戯王　デュエルモンスターズ　ＧＸ　ＤＵＥＬ　ＢＯＸ　全１５ＢＯＸセット ¥182,000 最高の離婚　ＢＯＸ ¥13,300 最上の命医　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥6,300 東京ディズニーシー　ザ・ベスト　コンプリートＢＯＸ＜ノーカット版＞ ¥6,700

男子高校生の日常　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥9,500 機動戦士ガンダムＵＣ　初回版全７巻セット ¥4,700 幽☆遊☆白書全巻　缶 ¥30,000 西部警察　アルティメット　コレクターズエディション　ブルーレイＢＯＸ　（限定） ¥133,000
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか　ＢＯＸ（ＯＶＡ付き）＜初回版＞ ¥14,300 キャプテン・アース　初回生産限定版　全９巻セット ¥5,000 幼女戦記　初回生産版　ＢＯＸ付き全３巻セット ¥15,000

ダンス　イン　ザ　ヴァンパイアバンド　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥6,700 キルラキル　完全生産限定版　全９巻セット ¥11,100 夜桜四重奏　－ハナノウタ－　初回版　全６巻セット ¥7,900 半沢直樹　－ディレクターズカット版－　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥8,300 とんねるずのみなさんのおかげでＢＯＸ【保存用】 ¥15,700

「中二病でも恋がしたい！」Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ【初回限定生産】 ¥9,600 銀河鉄道物語　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈５枚組〉 ¥9,600 落第騎士の英雄譚　初回版　全６巻セット ¥5,900 まほろ駅前番外地　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥7,700 ＨＥＲＯ　ＤＶＤ－ＢＯＸ（２０１４年版） ¥10,500 ９９　ＬＩＶＥ　ＢＯＸ［１０枚］ ¥2,500

超時空世紀オーガス×オーガス０２　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥23,800 ＬＵＰＩＮ　ＴＨＥ　ＢＯＸ－ＴＶ＆Ｍｏｖｉｅ　限定版 ¥24,000 勇者ヨシヒコと悪霊の鍵　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥8,400 水戸黄門　第三部　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥9,800 星野みなみの『推しどこ？』 ¥2,100

超時空要塞マクロス２　Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｂｏｘ ¥12,600 れでぃ×ばと！ＤＶＤ＿ＳＥＴ ¥5,100 リーガル・ハイ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥12,600 霊能力者　小田霧響子の嘘　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥5,000 ハナタレナックス　３　２００５傑作選 ¥3,100

超次元ゲイム　ネプテューヌ初回版　全７巻セット ¥10,300 ゲゲゲの鬼太郎１９９６　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈１９枚組〉 ¥53,000 ロードス島戦記〈ＯＶＡ〉（ＤＶＤ＋ＣＤ）ＢＯＸ　限定版 ¥7,700 ブチまけろ！炎の魂　－長渕炎陣－ ¥4,200

テイルズ　オブ　ジ　アビス　Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｂｏｘ ¥13,400 血界戦線＆ＢＥＹＯＮＤ　初回生産限定版　全６巻セット ¥11,700 ログ・ホライズン　初回生産　全８巻セット ¥6,500 ウルトラマンティガ  Ｃｏｍｐｌｅｔｅ BOX ¥18,000 ウロトラマンメビウス  ＴＶ＆ＯＶ  ＣＯＭＰＬＥTE BOX ¥11,000 マグダラなマリア－ワインとタンゴと男と女とワイン ¥3,700

デート・ア・ライブ　ＩＩ　初回限定生産版　収納ＢＯＸ付全５巻セット ¥15,900 甲鉄城のカバネリ　完全生産限定版　全３巻セット ¥8,500 ロザリオとバンパイア　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈６枚組〉 ¥5,700 帰ってきたウルトラマン　ＢＯＸ ¥21,700 ウルトラマンレオ  ＣＯＭＰＬＥTE BOX ¥9,000 また、つまらぬ物を作ってしまった　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥2,100

デジモンアドベンチャー　１５ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥20,700 ＧＳ美神　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈８枚組〉 ¥16,100 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い！　初回生産版　全６巻 ¥4,400 仮面ライダーＯＯＯ（オーズ）　通常版全１２巻セット ¥21,000 もっとたりないふたり－山里亮太と若林正恭－ ¥3,900

コードギアス　反逆のルルーシュＲ２　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥7,800 桃色つるべ　－お次の方どうぞ－　ＤＶＤ　ＢＯＸ ¥7,900

暦物語（完全生産限定版） ¥5,400 電人ザボーガー　ＤＶＤ－ＢＯＸ　限定版 ¥16,100
ＯＶＡ「ＴｏＨｅａｒｔ２」ＢＤ－ＢＯＸ ¥10,700 冴えない彼女の育てかた　完全生産限定版　全７巻セット ¥17,100 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　Ｌｏｇ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　“ＰＲＯＭＩＳＥ” ¥5,600 仮面ライダーＢＬＡＣＫ　ＲＸ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　ＢＯＸ付き全３ＢＯＸセット ¥28,700 美少女仮面ポワトリン　初回版　全５巻セット ¥14,000
「ニニンがシノブ伝」Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥13,900 魁！！男塾　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈７枚組〉　限定版 ¥12,200 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　Ｌｏｇ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　“ＭＡＲＩＮＥＦＯＲＤ” ¥4,600 仮面ライダー　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　全４ＢＯＸセット ¥55,300 ﾌﾞﾙｰｽﾜｯﾄ 全5巻ｾｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥16,700 歴史漫才ヒストリーズ・ジャパン　コンプリートＢＯＸ ¥5,500

蒼の彼方のフォーリズム
初回生産限定版　全６巻セット

¥25,000

¥16,600天元突破グレンラガン
ＣＯＭＰＬＥＴＥ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ

埼玉　：　☆所沢店☆草加店☆大宮宮原店　☆

★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。

ZEST DVD[ﾌﾞﾙｰﾚｲ･ｱﾆﾒ･一般]高価買取リスト 4月1日（月）現在
DVD　洋画 ブルーレイ　お笑い・趣味

ブルーレイアニメ ブルーレイアニメ DVDアニメ

ブルーレイ　洋画

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

DVDアニメ

¥8,500

¥32,000
イナズマイレブンＧＯ　ＤＶＤ－ＢＯＸ２
クロノ・ストーン編〈期間限定生産〉

空の境界　ＢＤ－ＢＯＸ　限定版

¥20,100境界線上のホライゾン
Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　［特装限定版］　＜１０枚組＞

¥13,300ＴＨＥ　ＩＤＯＬＭ＠ＳＴＥＲ
ＭＩＬＬＩＯＮ　ＬＩＶＥ！

¥20,900宇宙よりも遠い場所
初回生産限定版　ＢＯＸ付き全４巻セット

¥17,600映画　クレヨンしんちゃん
ＤＶＤ－ＢＯＸ　１９９３－２０１６

機動警察パトレイバー
メモリアルボックス　限定版

¥30,100

クロスアンジュ　天使と竜の輪舞
期間限定版　全８巻セット

¥15,200

シティーハンター　ＣＯＭＰＬＥＴＥ
ＤＶＤ　ＢＯＸ（完全予約生産限定）

¥46,000

ソードアート・オンラインＩＩ
完全生産限定版　ＢＯＸ付き全９巻セット

¥29,900

¥10,500とある科学の超電磁砲Ｓ
初回生産限定版　ＢＯＸ付全８巻セット

¥33,600爆走兄弟レッツ＆ゴー！！
ＷＧＰＤＶＤ－ＢＯＸ（限定）

劇場版マクロスＦ　３０ｔｈ
ｄシュディスタｂ　ＢＯＸ（完全受注生産限定版）

¥5,000

氷菓　初回限定版
ＢＯＸ＊４付き全１１巻セット

¥15,200

フルメタル・パニック！
Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　Ａｌｌ　Ｓｔｏｒｉｅｓ

¥18,000

ＭＡＳＴＥＲキートン　ＢＤ－ＢＯＸ ¥18,000

ＷＯＲＫＩＮＧ！！！
完全生産限定版　ＳＰを含む全８巻セット

¥18,000

ワルキューレロマンツェ
初回限定版　全６巻セット

¥9,300

¥22,900メダロット　ＤＶＤ－ＢＯＸ　全２巻セット

DVDお笑い・趣味

ブルーレイ　邦画

ブルーレイ　海外TVドラマ

ブルーレイ　国内TVドラマ

ブルーレイ　特撮

DVD　邦画

DVD　海外TVドラマ

DVD　国内TVドラマ

ＤＶＤ　特撮

¥4,500水曜どうでしょう
３夜連続深夜バス／試験に出る日本史

水曜どうでしょうＤＶＤ第２８弾
「ヨーロッパ２０ヵ国完全制覇　完結編

¥4,200

ガキの使いやあらへんで！！
絶対に笑ってはいけない大脱獄２４時

¥4,900

¥5,300所さんの世田谷ベース　ＸＩ
古畑任三郎　ＣＯＭＰＬＥＴＥ

Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ

ＨＫ／変態仮面
アブノーマル・ブルーレイ

¥8,400

¥2,800戦闘車　シーズン１

¥5,000ウレロ☆未完成少女

桂三枝の笑宇宙　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥4,800

¥10,500ドクターＸ
～外科医・大門未知子～　３　ＤＶＤ－ＢＯＸ

¥29,200

¥2,000

吉本新喜劇ＤＶＤ－い″い″～！
カーッ！おもしろくてすいません！

¥20,300仮面ライダーフォーゼ
収納ＢＯＸ付初回版　全１２巻セット

¥21,300超全集付）海賊戦隊ゴーカイジャー
ＢＯＸ付初回版全１２巻セット

¥2,700新しい靴を買わなくちゃ
【初回限定】Ｂｌｕ－ｒａｙ豪華版

¥23,400ＳＵＰＥＲＮＡＴＵＲＡＬ〈1～9・シーズン〉　ＢＤ－ＢＯＸ

宇宙船レッド・ドワーフ号
ＤＶＤ－ＢＯＸ　全２ＢＯＸセット

¥5,200悲しみの忘れ方
Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　ｏｆ　乃木坂４６　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ

デスノート　Ｌｉｇｈｔ　ｕｐ　ｔｈｅ
ＮＥＷ　ｗｏｒｌｄ　ＤＶＤ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ　ｓｅｔ

¥2,400

¥3,100相棒－劇場版Ⅳ－
首都クライシス　人質は５０万人　豪華版

ジャッキーチェン〈拳〉シリーズ
アルティメット・コレクション　ＢＯＸ

¥4,900アイアンマン３　３Ｄスーパー・セット
（２枚組／デジタルコピー付き）

¥4,900スター・トレック
スターデイト・コレクション

¥8,400アレハンドロ・ホドロフスキー
ＤＶＤ－ＢＯＸ

¥9,100

¥9,400

¥3,900ラ・ラ・ランド　４Ｋ ¥3,500ミッション：インポッシブル
６ムービーＤＶＤコレクション［初回限定生産版］


