
００７　製作５０周年記念版　ブルーレイ　ＢＯＸ ¥9,100 ００７　ＴＶ放送吹替初収録特別版ＤＶＤ－ＢＯＸ【第二期】 ¥9,800
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） ¥3,700 青い経験　トリプルＤＶＤ－ＢＯＸ． ¥2,800
あなたの初恋探します　プレミアム版 ¥2,200 赤毛のアン　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥8,400 ＳＫＥ４８　エビカルチョ！　ＢＤ－ＢＯＸ ¥3,200

蒼き流星ＳＰＴレイズナー　Ｒｅｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ１９９６－２０００　ＢＤＢＯＸ ¥18,200 とある飛空士への恋歌　ＢＤ－ＢＯＸ＜初回限定版＞ ¥6,900 純情ロマンチカ３　初回生産限定版　全６巻セット ¥10,600 悪の華　クロード・シャブロル　コレクション ¥2,100 おにぎりあたためますか　沖縄の旅 ¥3,200

アクエリオン完全合体　ＢＯＸ ¥6,500 ドラゴンボール改　サイヤ人・フリーザ編　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥14,700 アバウト・タイム～愛おしい時間について～／ラブ・アクチュアリー　ツインパック ¥2,100 小林賢太郎テレビ　６・７ ¥3,000

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 凪のあすから　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ〈初回限定生産〉 ¥15,600 エクスペンダブルズ　トリロジーブルーレイセット ¥5,200 アレハンドロ・ホドロフスキー　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥8,700 ザ・ビートルズ　ＥＩＧＨＴ　ＤＡＹＳ　Ａ　ＷＥＥＫ　コレクターズ・エディション ¥3,000

真・恋姫†無双　～乙女大乱～　生産限定特装版全７巻セット ¥5,500 ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー　３Ｄ　（スチールブック） ¥4,900 さまぁ～ず×さまぁ～ず　ＢＯＸ［Ｖｏｌ．２０／２１＋特典ＤＩＳＣ］ ¥1,400

新妹魔王の契約者（テスタメント）　限定版　全６巻セット ¥6,300 顔のない眼 ¥4,500 ドキュメンタリー　情熱大陸×綾野剛　プレミアム・エディション ¥1,600

Ｅｒｇｏ　Ｐｒｏｘｙ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ（初回限定版） ¥30,600 忍者戦士飛影　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ＜初回限定生産＞ ¥11,500 ステラ女学院高等科Ｃ３部　初回生産限定版　全７巻セット ¥7,500 キングスマン　ブルーレイ　プレミアム・エディション［初回生産限定］ ¥4,100 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 戦闘車　シーズン１ ¥2,800

オーバーマン　キングゲイナー　ＢＤメモリアルＢＯＸ ¥25,000 ノーゲーム・ノーライフ　ＮＥＥＴ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥8,600 ストライクウィッチーズ　限定版　ＢＯＸ＊３付き全６巻セット ¥5,000 グランド・イリュージョン　エクステンデッド　プレミアムＢＯＸ【初回限定】 ¥3,300 サタンの書の数ページ　クリティカル・エディション ¥2,300 豆腐プロレス　２０１７　ＷＩＰ　ＣＬＩＭＡＸ　ｉｎ　８．２９ ¥2,400

俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」としてゲッツされた件　限定全６巻セット ¥6,500 『這いよれ！ニャル子さんＷ』Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥11,900 ストリートファイターⅡ　Ｖ　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈４枚組〉 ¥8,900 『タクシードライバー』ＢＯＸ ¥3,200 サッチ・ホークス、サッチ・ハウンズ ¥2,200
終わりのセラフ　初回限定生産　１期＋２期　ＢＯＸ付き全８巻セット ¥8,900 バカとテストと召喚獣　コンプリートＢＯＸ ¥11,500 ストロベリー・パニック　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥13,800 プレデター　コンプリート・ブルーレイ・コレクション＜４枚組＞ ¥10,500 チャップリン・ザ・ルーツ　傑作短編集　完全デジタルリマスター　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥7,300
終物語　完全生産限定版　全５巻セット ¥14,500 鋼の錬金術師　ＦＵＬＬＭＥＴＡＬ　ＡＬＣＨＥＭＩＳＴ　収納ＢＯＸ×４付初回版全１６巻セット ¥40,200 ＳＬＡＭ　ＤＵＮＫ　ＤＶＤ－Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　全３ＢＯＸセット ¥19,000 ドラゴン・クルセイダーズ ¥2,100 アイドリング！！！南の島ついに夢のハワイに来ちゃいましたング！！！ ¥2,500

美少女戦士セーラームーン　ＢＤ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ　初回限定版　全２ＢＯＸセット ¥18,700 セイバーマリオネットＪ　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥5,900 トランスフォーマー　ＤＶＤシリーズパック　特典ＤＶＤ付き ¥3,000 ＨＩＴＯＳＩ　ＭＡＴＵＭＯＴＯ　ＶＩＳＵＡＬＢＵＭ“完成 ¥2,800

百花繚乱　サムライブライド　初回生産版　ＢＯＸ付全６巻セット ¥15,200 精霊使いの剣舞　初回版全６巻セット ¥6,600 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 白鯨　ＭＯＢＹ　ＤＩＣＫ　冒険者たち　因縁の対決 ¥1,800 ＢＲＡ★ＢＲＡ　ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ｄｅ　ＢＲＡＶＯ　２０１７ ¥2,600

怪盗セイント・テール　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ【初回限定生産】 ¥20,700 氷菓　ＢＤ－ＢＯＸ ¥16,600 ラッキー・スター　トリロジー・ＢＤＢＯＸ　日本劇場公開 ¥3,700 ＦＩＬＭＡＧＥ：ＴＨＥ　ＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＤＥＳＣＥＮＤＥＮＴＳ／ＡＬＬ初回限定生産 ¥2,300 マクロスＦ　超時空スーパーライブ　コズミック娘 ¥2,900

ＣＡＮＡＡＮ　ＢＤ－ＢＯＸ ¥10,000 ラ・ラ・ランド　４Ｋ ¥3,900 誇り高き戦場 ¥1,700 もっと温泉に行こう！　～ＰＲＥＭＩＵＭ　ＳＥＸＹ　ＶＥＲＳＩＯＮ　ＩＩ～　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥3,500

神のみぞ知るセカイ　ＢＤ－ＢＯＸ［初回限定生産］ ¥12,600 戦国魔神ゴーショーグン　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥12,600 ロード・オブ・ザ・リング　スペシャル・エクステンデッド・エディション ¥4,400 ロケみつ　桜　稲垣早希のブログ旅　ＢＤＢＯＸ　日本編完全版 ¥19,600

巌窟王　ＢＤ－ＢＯＸ ¥10,700 プラネテス　ＢＤ－ＢＯＸ　５．１ｃｈ ¥19,100 蒼穹のファフナー　ＥＸＯＤＵＳ　初回版　全１２巻セット ¥12,500 クリント・イーストウッド　２０フィルム・コレクション　ブルーレイ ¥9,800

ガンダム　Ｇのレコンギスタ　特装限定版　ＢＯＸ付き全９巻セット ¥12,200 プリンセスラバー！　ＢＤ－ＢＯＸ　１ ¥10,300 装甲騎兵ボトムズ　ペールゼン・ファイルズＢＯＸ　限定版 ¥13,500 むかしむかし　クリティカル・エディション ¥2,200 １９８０－１９８９　ル・マン２４時間耐久レース　総集編 ¥8,000

ガンバの冒険　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ【初回限定生産】 ¥19,600 フレッシュプリキュア！　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　完全初回生産限定　全２ＢＯＸセット ¥36,200 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 ¥32,000 めぐり逢う朝　ＨＤニューマスター版 ¥5,000 ３５大スーパー戦隊主題歌全集  １９７５－２０１１ ¥3,000

傷物語　完全生産限定版　全３巻セット ¥10,100 ＰＩＫＡＣＨＵ　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ　ＰＲＥＭＩＵＭ　ＢＯＸ　１９９８－２０１０ ¥45,300 Ｇ－ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ　∀ガンダム　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥8,900 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ　コレクション〈日本語吹替収録版〉 ¥4,500 猛獣大脱走　特別版　ＷＩＬＤ　ＢＥＡＳＴＳ ¥5,000 アイドリング！！！　Ｓｅａｓｏｎ１６　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥5,600

機動戦艦ナデシコ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥12,500 マクロスΔ（デルタ）　特装限定版　ＢＯＸ＊３付き全９巻セット ¥19,000 太陽の勇者ファイバード　メモリアルボックス ¥25,100 ワンダーウーマン　３Ｄ＆２Ｄブルーレイセット　［Ａｍａｚｏｎ．ｃｏ．ｊｐ限定］ ¥3,900 ヤコブへの手紙 ¥2,100
機動戦士ガンダム　鉄血のオルフェンズ　弐　特装限定版　全９巻セット ¥26,000 魔法騎士レイアース　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥18,000 超次元ゲイム　ネプテューヌ　初回版　全７巻セット ¥9,100 ヨーロッパの解放×ガールズ＆パンツァー　コラボレーション＜５枚組＞［Ａｍａｚｏｎ限定］ ¥3,500

魔神英雄伝ワタル　２　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥13,700 超生命体トランスフォーマービーストウォーズⅡ　ＢＯＸ ¥22,200 ＡＲＲＯＷ／アロー〈1＆2〉　ＢＤ－ＢＯＸ ¥3,900 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 ＡＴＡＲＩ　ＧＡＭＥ　ＯＶＥＲ　アタリ　ゲームオーバー　数量限定特別版 ¥1,500

魔弾の王と戦姫　初回生産版　ＢＯＸ付き全６巻セット ¥12,400 ウォーキング・デッド３　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ－１ ¥2,700 有吉ＡＫＢ共和国［３枚組］ ¥3,000

キャッツ・アイ　ＢＤ－ＢＯＸ　（期間限定生産版） ¥14,500 ２４　－ＴＷＥＮＴＹ　ＦＯＵＲ－　１０周年記念コンプリートＤＶＤ－ＢＯＸ ¥11,300 いろはに千鳥(い) ¥1,700

キャプテン　コンプリートＢｌｕ－ｒａｙＢＯＸ ¥14,000 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 紅い旋風ワンダーウーマン【前編】 ¥13,300 ＨＫＴ４８　トンコツ魔法少女学院　初回限定版 ¥1,400

ギャラクシーエンジェル　ＢＤ－ＢＯＸ　フルコース ¥60,000 未来少年コナン　ＢＤメモリアルＢＯＸ ¥13,100 電波女と青春男　完全生産限定版全７巻セット ¥4,800 シャーロック・ホームズの冒険　ＢＯＸ ¥17,500 俺がハマーだ！　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥9,800 ＮＭＢ４８／げいにん！！２ＤＶＤ－ＢＯＸ［初回限定豪華版］（生写真欠） ¥1,900

ＧＡＮＧＳＴＡ．Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥10,700 「未来日記」　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥13,500 ＤＯＧ　ＤＡＹＳ”　完全生産限定版　全６巻セット ¥7,500 ＳＵＰＥＲＮＡＴＵＲＡＬ〈1～9・シーズン〉　ＢＤ－ＢＯＸ ¥23,400 大泉洋と木村洋二　～札幌テレビ「１×８いこうよ！」放送６００回記念盤～ ¥2,400

キルミーベイベー　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥8,100 無責任艦長タイラー　ＢＤ－ＢＯＸ ¥23,300 トム・ソーヤーの冒険　ＤＶＤメモリアルボックス ¥12,600 スター・トレック　エンタープライズ　シーズン１　ブルーレイＢＯＸ ¥5,100 おぎやはぎの愛車遍歴　ＮＯ　ＣＡＲ，　ＮＯ　ＬＩＦＥ！　３ ¥7,500

銀河機攻隊マジェスティックプリンス　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥10,800 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 ¥13,400 ＴＲＩＧＵＮ　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈７枚組〉 ¥9,400 スパルタカス　コンプリート　ブルーレイＢＯＸ ¥9,500 白バイ野郎ジョン＆パンチ〈セカンド・シーズン〉　コンプリートＢＯＸ ¥8,100 桂三枝の笑宇宙　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥4,800

銀魂　Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｂｏｘ　シーズン其ノ弐　（完全生産限定版） ¥11,000 モノノ怪＋怪～ａｙａｋａｓｈｉ～化猫　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥11,700 ドラゴンボールＺ　単品全４９巻セット ¥26,300 トランスポーター　ザ・シリーズ　Ｂｌｕ－ｒａｙ－ＢＯＸ ¥4,400 ＳＭＡＬＬＶＩＬＬＥ　ヤング・スーパーマン　（シーズン１－１０）　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥11,700 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ ¥4,500

劇場作　クラッシャージョウＢｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ（初回限定生産版） ¥13,600 ラブライブ！　初回限定版　全７巻セット ¥9,400 Ｔｏ　ＬＯＶＥる－とらぶる－ダークネス２ｎｄ　初回生産限定版　全７巻セット ¥8,900 バットマン　コンプリートＴＶシリーズ　ブルーレイＢＯＸ ¥10,500 大草原の小さな家　ＤＶＤコンプリートＢＯＸ ¥11,200 きらきらアフロ　完全版　２００１－２０１１ ¥2,100

ＣＬＡＮＮＡＤ　ＡＦＴＥＲ　ＳＴＯＲＹ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｂｏｘ【初回限定生産】 ¥18,700 ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－　ＤＶＤ－ＢＯＸ　Ｉ　参上！うずまきナルト ¥5,400 フレンズ〈シーズン１－１０〉　コンプリートＤＶＤ－ＢＯＸ ¥14,000
紅　ＢＤ－ＢＯＸ　限定版 ¥10,200 日常のＤＶＤ　特装版全１３巻セット ¥13,300 愛の渦　特別限界版 ¥3,600 ホワイトカラー　コンプリートＤＶＤ－ＢＯＸ ¥13,300
劇場版　機動戦士ガンダム　Ｂｌｕ－ｒａｙ　トリロジーボックス　プレミアム ¥13,300 ワルキューレロマンツェ　初回限定版　全６巻セット ¥9,500 ハイスクールＤ×Ｄ　ＢｏｒＮ　初回版　全６巻セット ¥9,800 アウトレイジ　ビヨンド　スペシャルエディション［初回限定生産］ ¥2,300 ゲームセンターＣＸ　ＤＶＤ－ＢＯＸ　１５　［初回版］ ¥3,800

悪夢ちゃん　Ｄｒｅａ夢Ｐａｃｋ　初回限定 ¥2,300 １００万回生きたねこ ¥2,400 ゲームセンターＣＸ　メガドライブ　スペシャル　［初回版］＜２枚組＞ ¥2,800

ザ・ゲームメーカー　〜ナムコ編 ¥1,500

恋は雨上がりのように　上 ¥9,100 「化物語」　完全生産限定版全６巻セット ¥6,600 KEYABINGO! DVD-BOX [初回限定版]　　　　　　　　　　　　　　 ¥4,600

攻殻機動隊　Ｓ．Ａ．Ｃ．　２ｎｄ　ＧＩＧ　ＳＰＥＣＩＡＬ　ＥＤＩＴＩＯＮ　特装限定版 ¥14,500 アカメが斬る！　初回生産限定版　全８巻セット ¥8,400 「ひぐらしのなく頃に解」スペシャルプライスＤＶＤ－ＢＯＸ ¥5,900 ＷＯＯＤ　ＪＯＢ！　〜神去なあなあ日常〜　豪華大木エディション ¥2,800 赤×ピンク　ディレクターズ・ロングバージョン　ＤＶＤ　ＢＯＸ ¥3,300 ごぶごぶＢＯＸ１０ ¥1,700

ご注文はうさぎですか？？　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥10,300 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 氷菓　初回限定版　ＢＯＸ付全１１巻セット ¥15,100 海街ｄｉａｒｙ　スペシャル・エディション ¥3,700 いぬやしき　スペシャル・エディション ¥2,800
この素晴らしい世界に祝福を！２　限定版　全５巻セット ¥11,700 アルドノア・ゼロ　完全生産限定版　全１０巻セット ¥14,500 藤子・Ｆ・不二雄　ＴＶアニメ　アーカイブス　ＢＯＸ ¥9,900 潔く柔く　初回限定版 ¥2,200 宇田川町で待っててよ。 ¥2,100
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～ ¥8,400 アルプスの少女ハイジ　３５周年メモリアルボックス［限定版］ ¥7,900 武装神姫　ＭＯＯＮ　ＡＮＧＥＬ［初回生産限定］ ¥5,500 銀魂　３０００セット限定 ¥2,500 映画　続・深夜食堂　［特別版］ ¥2,800 ザ・ドリフターズ結成５０周年記念　ドリフ大爆笑　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥5,400

金色のガッシュベル！！　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥20,700 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〉 ¥35,500 ブラック・ジャック〈ＯＶＡ〉ＤＶＤ－ＢＯＸ　限定版 ¥7,500 踊る大捜査線　ＴＨＥ　ＦＩＮＡＬ　新たなる希望　ＦＩＮＡＬ　ＳＥＴ ¥4,000 サバイバルゲーム　ＭＡＮ　ＶＳ．ＷＩＬＤ　シーズン２　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥5,600

最弱無敗の神装機竜＜バハムート＞　初回版　全６巻セット ¥8,200 頭文字（イニシャル）Ｄ　フォースステージＢＯＸ　限定版 ¥12,700 放課後のプレアデス　初回生産限定版　全６巻セット ¥7,500 ｏｒａｎｇｅ－オレンジ－　豪華版 ¥1,900 さまぁ～ず×さまぁ～ず DVD-BOX[Vol.26/27+特典DISC] ¥2,100

冴えない彼女の育てかた♭　完全生産限定版　全６巻セット ¥11,400 僕らはみんな河合荘　初回生産版　ＢＯＸ付き全７巻セット ¥11,000 青天の霹靂　豪華版 ¥2,500 銀魂　プレミアム・エディション　［初回版］ ¥3,900 花王名人劇場「立川談志×桂枝雀」 ¥5,100

ＴＨＥビッグオー　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥14,100 ＰＩＫＡＣＨＵ　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ　ＢＯＸ　２００７－２０１０ ¥15,200 立川談志　ディレクターズ・カット ¥2,200 ＣＭＬＬ　ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＡ　ＭＡＮＩＡ　２０１６ ¥2,100

残響のテロル　限定版　全６巻セット（全巻収納ＢＯＸ付き） ¥12,400 宇宙海賊キャプテンハーロック　ＤＶＤ－ＢＯＸ　限定版 ¥19,000 マケン姫っ！通　限定版　全５巻セット ¥6,000 帝都　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＢＯＸ ¥6,800 史上最高のアイドルガちんコ大戦の全記憶！！ＢＯＸ ¥2,200

ＴＨＥ　ＩＤＯＬＭ＠ＳＴＥＲ　ＭＩＬＬＩＯＮ　ＬＩＶＥ！ ¥13,400 宇宙のステルヴィア　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈８枚組〉 ¥7,400 魔装学園Ｈ×Ｈ　［限定版］　全６巻セット ¥11,200 トリックの青いやつ－劇場版トリック超完全版Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥8,400 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 ¥16,100 ＺＩＰＡＮＧ　ＰＵＮＫ　五右衛門ロックⅢ ¥4,400

シドニアの騎士　初回生産限定版　全６巻セット ¥4,600 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 魔法少女まどか☆マギカ　完全生産限定版全６巻セット ¥7,700 ハルチカ　豪華版 ¥2,400 映画　深夜食堂　特別版 ¥2,100 ショウ・マスト・ゴー・オン　幕を降ろすな ¥2,700

銃皇無尽のファフニール　初回限定版　ＢＤ全６巻セット ¥6,800 海のトリトン　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈５枚組〉 ¥11,700 劇場作　宮崎駿監督作品集 ¥19,600 僕の彼女はサイボーグ ¥2,300 人狼ゲーム　ビーストサイド　プレミアム・エディション ¥1,900
十二国記　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥14,200 「エスパー魔美」アニバーサリーＤＶＤ－ＢＯＸ ¥21,400 魔女の宅急便 ¥2,400 ただいま　それぞれの居場所 ¥2,400
ジョジョの奇妙な冒険　初回生産限定版　全９巻セット ¥5,000 まほろ駅前狂騒曲　プレミアム・エディション ¥2,100 ちょっとかわいいアイアンメイデン　・ロングバージョン　ＤＶＤ　ＢＯＸ ¥2,600 水曜どうでしょう　コンプリートＢＯＸ　Ｖｏｌ．４ ¥18,000

モーレツ宇宙海賊　単巻全１３巻セット ¥6,700 どうしても触れたくない ¥2,200 水曜どうでしょう　第２７弾　釣りバカグランドチャンピオン大会　屋久島～ ¥4,500

おそ松くん　全１８巻セット ¥19,600 モンキーターンＶ　単品全８巻セット ¥14,500 ねこばん　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥2,200 水曜どうでしょう　ユーコン川１６０キロ　－地獄の６日間－ ¥4,200

「新世紀ＧＰＸ　サイバーフォーミュラ」　ＢＤ　ＡＬＬ　ＲＯＵＮＤＳ　～ＴＶ　Ｐｅｒｉｏｄ～ ¥12,600 ガールズ＆パンツァー　単巻全６巻セット ¥13,800 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 「闇金ウシジマくんＰａｒｔ２」豪華版 ¥2,700 花宵道中　特別限定版 ¥2,100 世界の果てまでイッテＱ！　１０周年記念　ＤＶＤ　ＢＯＸ－ＲＥＤ ¥2,800

神霊狩　ＧＨＯＳＴ　ＨＯＵＮＤ　ＢＤ－ＢＯＸ　限定版 ¥13,400 学園黙示録　ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＤＥＡＤ　初回版全６巻セット ¥5,500 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 ¥6,400 リップヴァンウィンクルの花嫁　プレミアムボックス ¥5,300 世界ラリー選手権　限定版ＤＶＤ－ＢＯＸ　ＷＲＣ　ＬＥＧＥＮＤ　 ¥1,800

翠星のガルガンティア　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　［完全限定］　３ＢＯＸセット ¥9,100 刀語　ＢＯＸ×４付完全生産限定版全１２巻セット ¥9,100 結城友奈は勇者である　初回版　全６巻セット ¥14,900 るろうに剣心　コンプリートＢｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥7,700 全力！欅坂４６バラエティー　ＫＥＹＡＢＩＮＧＯ！３　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥6,000

スクライド　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥8,700 劇場版「空の境界」未来福音（完全生産限定盤） ¥5,600 勇者特急マイトガイン　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈５枚組〉　１ ¥32,700 ＨＫ　変態仮面　アブノーマル・クライシス　究極版 ¥1,700 音楽劇　蒼穹のファフナー ¥2,900

スクラップド・プリンセス　Ｂｌｕ－ｒａｙＢＯＸ ¥12,600 艦隊これくしょん　－艦これ－　限定版　全６巻セット ¥12,200 幼女戦記　初回生産版　ＢＯＸ付き全３巻セット ¥15,000 ４９　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　豪華版＜初回限定生産＞ ¥12,600 聯合艦隊司令長官　山本五十六　限定版 ¥2,100 タイムスクープハンター　ｓｅａｓｏｎ６ ¥4,600

涼宮ハルヒの憂鬱　ＢＲコンプリートＢＯＸ　限定版 ¥5,000 夜桜四重奏　－ハナノウタ－　初回版　全６巻セット ¥7,900 相棒　ｓｅａｓｏｎ　１０　ブルーレイＢＯＸ ¥13,300 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 ¥4,600

ストライク・ザ・ブラッド　初回生産限定版　ＢＯＸ付き全８巻セット ¥18,200 ヨルムンガンドＰＥＲＦＥＣＴ　ＯＲＤＥＲ　初回限定版　全６巻セット ¥6,900 アオイホノオ　Ｂｌｕ－ｒａｙＢＯＸ ¥8,700 ３年Ｂ組　金八先生　２　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥18,200 ガキの使いやあらへんで！！絶対に笑ってはいけない地球防衛軍 ¥4,300

瀬戸の花嫁　Ｂｌｕ－ｒａｙ（６ＢＤ＋２ＣＤ） ¥29,700 機動警察パトレイバー　メモリアルボックス　限定版 ¥30,400 「ラーメン大好き小泉さん」ＤＶＤ　下巻 ¥7,500 江戸川乱歩の美女シリーズ ＢＤ－ＢＯＸ ¥23,800 医龍～Ｔｅａｍ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｒ３［通常版］ ¥10,100 たけしの等々力ベース　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥1,500

ゼロの使い魔　Ｍｅｍｏｒｉａｌ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥24,300 キルラキル　完全生産限定版　全９巻セット ¥11,100 「ラーメン大好き小泉さん」ＤＶＤ　上巻 ¥6,100

戦場のヴァルキュリア　ＢＤ－ＢＯＸ　限定版 ¥20,900 クイーンズブレイド　リベリオン　２ＢＯＸ付初回版　全６巻セット ¥8,400

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 バーテンダー　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥5,100 空飛ぶ広報室　ＤＶＤ－ＢＯＸ［初回限定版］ ¥9,800 水木一郎　デビュー４０周年記念　ＴＶ主題歌全集 ¥7,000

ケイオスドラゴン　赤竜戦役　初回限定版　全６巻セット ¥6,100 ＬＵＰＩＮ　ｔｈｅ　Ｔｈｉｒｄ～峰不二子という女～　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥6,700 古畑任三郎　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥24,000 それでも、生きてゆく　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥10,200 でんぱの神神　神ＢＯＸビリフォー ¥2,500

対魔導学園３５試験小隊　限定版全６巻セット ¥11,000 ＲＡＩＬ　ＷＡＲＳ！　初回版　全６巻セット ¥10,500 ＭＯＺＵ　Ｓｅａｓｏｎ１　～百舌の叫ぶ夜～　Ｂｌｕ－ｒａｙ ¥10,900 信長協奏曲　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥12,200 東京０３　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥37,100

たまこまーけっと　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ【初回限定生産】 ¥10,100 ロードス島戦記〈ＯＶＡ〉（ＤＶＤ＋ＣＤ）ＢＯＸ　限定版 ¥7,500 勇者ヨシヒコと悪霊の鍵　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥8,400 監獄学園　－プリズンスクール－ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥5,600 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＞ ¥6,000

男子高校生の日常　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥9,500 血界戦線＆ＢＥＹＯＮＤ　初回生産限定版　全６巻セット ¥13,800 ログ・ホライズン　初回生産　全８巻セット ¥6,500 霊能力者　小田霧響子の嘘　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥5,000 所さんの世田谷ベース　ＸＩ ¥5,300

「中二病でも恋がしたい！」Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ【初回限定生産】 ¥8,800 恋する天使アンジェリーク　ＢＯＸ〈１０枚組〉 ¥7,900 ロザリオとバンパイア　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈６枚組〉 ¥6,100 ウルトラセブン　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　Ⅱ ¥20,300 とんねるずのみなさんのおかげでＢＯＸ【保存用】 ¥15,700

超時空世紀オーガス×オーガス０２　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥23,800 甲鉄城のカバネリ　完全生産限定版　全３巻セット（全巻収納ＢＯＸ付き） ¥10,300 ＲＯＢＯＴＩＣＳ；ＮＯＴＥＳ　完全生産限定版　全９巻セット ¥5,600 ウルトラマンティガ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥21,700 ウルトラマンコスモス　１０周年ＤＶＤメモリアルＢＯＸ ¥24,800 ９９　ＬＩＶＥ　ＢＯＸ［１０枚］ ¥2,500

超獣機神ダンクーガ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ（初回限定版） ¥32,000 コードギアス　反逆のルルーシュＲ２　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥6,700 笑ゥせぇるすまん【完全版】ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥19,600 帰ってきたウルトラマン　ＢＯＸ ¥22,400 海賊戦隊ゴーカイジャー　初回限定版　ＢＯＸ付全１２巻セット ¥20,300 星野みなみの『推しどこ？』 ¥2,100

ＯＶＡテイルズオブファンタジア　ディスクＢＯＸ　限定版 ¥4,700 暦物語（完全生産限定版） ¥4,600 ワルキューレロマンツェ　初回限定版　全６巻セット ¥9,300 仮面ライダーＷ（ダブル）　ＢＤ　ＢＯＸ　全３ＢＯＸセット［初回版］（全巻収納ＢＯＸ付き） ¥28,000

デジモンアドベンチャー０２　１５ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥21,500 四月は君の嘘　完全生産限定版　ＢＯＸ付き全９巻セット ¥25,700 ワンパンマン　特装限定版　全６巻セット ¥5,700

地獄先生ぬ～べ～　コンプリートＢＯＸ　１　限定版 ¥12,600 特捜エクシードラフト　単巻全５巻セット ¥20,300 ブチまけろ！炎の魂　－長渕炎陣－ ¥4,200

牙狼　～ＭＡＫＡＩＳＥＮＫＩ～　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＢＤ－ＢＯＸ ¥12,900 特救指令ソルブレイン　全５巻セット ¥22,400 燃えろ！　新日本プロレス　ＢＯＸ付全６７巻＋特典ＤＶＤ（冊子＋トレカ＋トレカホルダー付） ¥31,500

天地無用！魎皇鬼　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥13,900 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　Ｌｏｇ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　“ＰＲＯＭＩＳＥ” ¥5,400 スーパー戦隊　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ　ＢＤ－ＢＯＸ　限定版 ¥6,300 ブルースワット　全５巻セット ¥19,200 歴史漫才ヒストリーズ・ジャパン　コンプリートＢＯＸ ¥5,500

¥27,900「伝説巨神イデオン」
劇場版Ｂｌｕ－ｒａｙ　接触篇・発動篇

¥61,600劇場版　名探偵コナン
ｖｏｌ．１　ｂｏｘ　【１９９７－２００６】

¥11,700ＳＨＩＲＯＢＡＫＯ
初回生産限定版　全８巻セット

¥23,000ゾイドジェネシス
Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　初回生産限定版

¥10,800一騎当千　Ｇｒｅａｔ　Ｇｕａｒｄｉａｎｓ
Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ

¥10,300カードキャプターさくら
ＢＤ－ＢＯＸ　全３ＢＯＸセット

機動武闘伝Ｇガンダム
石破天驚　Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｂｏｘ　第弐巻

¥19,500

¥9,100Ｃｈａｒｌｏｔｔｅ（シャーロット）
完全生産限定版　全７巻セット

¥10,000新機動戦記ガンダムＷ
ＤＶＤ－ＢＯＸ　限定版

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

デジモンテイマーズ
ＤＶＤ－ＢＯＸ〈９枚組〉

¥26,800

覇王大系リューナイト
ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ

¥30,600

メダロット　ＤＶＤ－ＢＯＸ　全２巻セット ¥25,000

¥19,400Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活
初回限定版　ＢＯＸ＊２付き全９巻セット

¥5,300ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　Ｌｏｇ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ
”ＨＡＮＣＯＣＫ”

¥27,000エリア８８
ＤＶＤ－ＢＯＸ〈６枚組〉　限定版

機甲警察メタルジャック
ＤＶＤ－ＢＯＸ〈７枚組〉

¥28,300

¥16,000ピカチュウ・ザ・ムービー
ＢＯＸ１９９８－２００２

¥6,200ＩＷＧＰ烈伝ＣＯＭＰＬＥＴＥ－ＢＯＸ　３

¥13,200アイドルマスター　限定版全９巻セット

¥23,600ＶＳ騎士ラムネ＆４０
ＤＶＤ－ＢＯＸ〈９枚組〉　限定版

¥14,200偽物語＆猫物語（黒）
Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ　Ｂｏｘ（完全生産限定版）

Ｆａｔｅ／ｓｔａｙ　ｎｉｇｈｔ　［ＵＢＷ］
ＢＤ　Ｂｏｘ　完全生産限定版　２ＢＯＸセット

¥33,400

ＳＩＤＥ：ＶｉＶｉＯ
魔法少女リリカルなのは　限定版

¥9,300

ＷＯＲＫＩＮＧ！！！　完全生産限定版
ＳＰを含む全８巻セット

¥15,500

¥3,600アンダーグラウンド
スペシャル豪華BOX

¥7,300「アイルトン・セナ　追憶の英雄」
コンプリートＢＯＸ

¥7,400ＮＯＧＩＢＩＮＧＯ！６　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ

¥20,300Ｘ－ファイル　コレクターズ
ブルーレイＢＯＸ〔初回生産限定〕

ホワイトハウス〈シーズン１－７〉
コンプリートＤＶＤ－ＢＯＸ

¥10,500

¥20,300
¥2,900ハナタレナックス　４　２００６傑作選

たりないふたり
―山里亮太と若林正恭―　ＤＶＤ－ＢＯＸ

¥3,000

水曜どうでしょう　ＤＶＤ第２１弾
喜界島一周／釣りバカ対決！

¥4,000

¥4,200『ＳＡＳＵＫＥ』３０回記念
～ＳＡＳＵＫＥヒストリー＆２０１４エディション～

DVD　国内TVドラマ

仮面ライダーフォーゼ
収納ＢＯＸ付初回版　全１２巻セット

¥16,100電人ザボーガー　ＤＶＤ－ＢＯＸ　限定版

¥14,700秀吉　完全版　第壱集

仁義なき戦い
Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ（初回生産限定）

¥15,100

打ち上げ花火
下から見るか？横から見るか？

¥3,500

¥14,700ＪＩＮ－仁－　完結編　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ

ポリスアカデミー
ワーナー・スペシャル　初回版

¥2,700

母と暮せば　豪華版　初回限定生産 ¥2,100

この空の花
－長岡花火物語　［プレミアムＢＯＸ版］

¥4,500

相棒－劇場版Ⅳ－首都クライシス
人質は５０万人　豪華版

¥2,800

土竜の唄　香港狂騒曲
スペシャル・エディション

¥2,300

¥4,000エイリアン　Ｈ．Ｒ．ギーガー
トリビュート・ＢＤコレクション〔限定版〕

ワイルド・スピード
コンプリート・ムービー・コレクション

¥4,700

¥19,700ホビット　エクステンデッド
エディション　トリロジーＢＯＸ

¥3,200ゲームセンターＣＸ　ＤＶＤ－ＢＯＸ　１２
＜２枚組＞［初回版］

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 5月13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

DVDお笑い・趣味

ブルーレイ　邦画

ブルーレイ　海外TVドラマ

DVD　邦画

DVD　海外TVドラマ

ＤＶＤ　特撮

ブルーレイ　特撮

ブルーレイ　国内TVドラマ


