
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） ¥2,800 ００７　ＴＶ放送吹替初収録特別版ＤＶＤ－ＢＯＸ【第四期】 ¥8,000 ＩＷＧＰ烈伝ＣＯＭＰＬＥＴＥ－ＢＯＸ　３ ¥5,500

アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー　４Ｋ　ＭｏｖｉｅＢＯＸ［限定版］ ¥5,200 青い経験　トリプルＤＶＤ－ＢＯＸ． ¥2,600
アマデウス　日本語吹替音声追加収録版　ブルーレイ ¥5,000

アイカツ！あかり　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ＢＤＢＯＸ　豪華版含む初回版　全６巻セット ¥38,000 凪のあすから　初回限定版　ＢＯＸ付き全９巻セット ¥8,500 さくら荘のペットな彼女　初回版　ＢＯＸ付全８巻セット ¥7,500 ＨＫＴ４８　ｖｓ　ＮＧＴ４８　さしきた合戦　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　４枚組 ¥4,500

蒼き流星ＳＰＴレイズナー　Ｒｅｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ１９９６－２０００　ＢＤＢＯＸ ¥14,000 凪のあすから　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ〈初回限定生産〉 ¥11,500 サクラ大戦ＴＶ　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈６枚組〉　限定版 ¥13,000 映画　続人間革命 ¥7,000 ＳＫＥ４８　エビカルチョ！　ＢＤ－ＢＯＸ ¥2,500

蒼の彼方のフォーリズム　初回生産限定版　全６巻セット ¥9,200 『這いよれ！ニャル子さんＷ』Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥11,000 四月は君の嘘　完全生産限定版　ＢＯＸ付き全９巻セット ¥24,000 エレニの旅 ¥6,800 あるじ　カール・ｔｈ・ドライヤー　コレクション ¥2,400 ガールズ＆パンツァー　劇場版　シネマティック・コンサート ¥2,400

赤い光弾ジリオン　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥18,000 地獄先生ぬ～べ～　コンプリートＢＯＸ　１　限定版 ¥11,000 オブリビオン　４Ｋ ¥2,600 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＞ ¥2,200 新ＴＶ見仏記　１５周年記念　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　［初回生産限定］ ¥5,100

コマンドー　ディレクターズ・カット＜製作３０周年記念日本語吹替＞ ¥3,200 クロード・ランズマン決定版ＢＯＸ ¥5,600 戦闘車　シーズン１ ¥1,800

美少女戦士セーラームーンＣｒｙｓｔａｌ　初回限定・豪華版含む全１３巻セット ¥11,000 サウンド・オブ・ミュージック　製作５０周年コレクターズＢＯＸ ¥2,800 神聖ローマ、運命の日　－オスマン帝国の進撃 ¥3,500
あきそら～夢の中～　濃縮版 ¥7,500 「ひだまりスケッチ×」Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ　ＢＯＸ（完全生産限定版） ¥9,000 Ｃｈａｒｌｏｔｔｅ（シャーロット）　完全生産限定版　全７巻セット ¥8,300 ダーティハリー　コレクション　スペシャル・バリューパック ¥3,500

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 ¥20,000 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 ¥13,000 新機動戦記ガンダムＷ　ＤＶＤ－ＢＯＸ　限定版 ¥8,200 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 ¥4,400

あっちこっち　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥15,500 ピンポン　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＢＯＸ（完全生産限定版） ¥11,000 限定）人造昆虫カブトボーグＶ×Ｖ　ＳＰ　ＤＶＤ－ＢＯＸ［ニコ生限定ｖｅｒ］＜１２枚組＞ ¥48,000 トランスフォーマー　ＤＶＤシリーズパック　特典ＤＶＤ付き ¥2,200 初音ミク、中村獅童／超歌舞伎　今昔饗宴千本桜 ¥2,200

Ａｎｏｔｈｅｒ　コンプリートＢｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥10,500 Ｆａｔｅ　／　Ｚｅｒｏ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ　Ｂｏｘ　全２ＢＯＸセット ¥8,500 ステラ女学院高等科Ｃ３部　初回生産限定版　全７巻セット ¥6,500 ホドロフスキーのＤＵＮＥ／リアリティのダンス　ＢＯＸ　初回限定版 ¥4,500 トワイライト・サーガ　エクステンデッド　ＤＶＤ　ＢＯＸ ¥8,500 東京ディズニーリゾート　ザ・ベスト　コンプリートＢＯＸ＜ノーカット版＞ ¥6,200

アルドノア・ゼロ　完全生産限定版　全１０巻セット ¥22,000 プラネテス　ＢＤ－ＢＯＸ　５．１ｃｈ ¥16,000 ストリートファイターⅡ　Ｖ　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈４枚組〉 ¥9,700 マリリン・ザ・プレミアム ¥4,700 パラダイス：トリロジー　ＤＶＤ－ＢＯＸ＋１　ＢＯＸ ¥4,400 豆腐プロレス　２０１７　ＷＩＰ　ＣＬＩＭＡＸ　ｉｎ　８．２９ ¥2,600

Ｙｅｓ！プリキュア５　Ｂｌｕ－ｒａｙＢＯＸ　Ｖｏｌ．２【完全初回生産限定】 ¥11,500 ＢＬＵＥ　ＳＥＥＤ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥20,000 ストロベリー・パニック　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥11,000 Ｍｒ．ＢＯＯ！　ブルーレイＢｏｘ－ｓｅｔ ¥8,500 ハリー・ポッター　８－Ｆｉｌｍ　ＤＶＤセット ¥3,100
ＩＳＵＣＡ－イスカ－　全５巻セット ¥8,000 ＷＨＩＴＥ　ＡＬＢＵＭ２　初回版　全６巻セット ¥17,000 ＳＬＡＭ　ＤＵＮＫ　桜木花道仕様ＢＯＸ　限定版 ¥17,000 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 ¥14,000 ハンフリー・ボガート　コレクション　ＢＯＸ ¥4,000
いちご１００％　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥8,000 ボンバーマンジェッターズ　宇宙にひとつしかないＢＤＢＯＸ ¥18,500 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 ¥15,000 ラッキー・スター　トリロジー・ＢＤＢＯＸ　日本劇場公開 ¥3,600 ＦＩＬＭＡＧＥ：ＴＨＥ　ＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＤＥＳＣＥＮＤＥＮＴＳ／ＡＬＬ初回限定生産 ¥2,100 ＨＩＴＯＳＩ　ＭＡＴＵＭＯＴＯ　ＶＩＳＵＡＬＢＵＭ“完成 ¥2,700

頭文字［イニシャル］Ｄ　Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　Ｐｉｔ２ ¥38,000 ランペイジ　巨獣大乱闘　４Ｋ　ＵＬＴＲＡ　ＨＤ＆３Ｄ＆２Ｄブルーレイセット ¥2,500 ホビット　思いがけない冒険　エクステンデッド・エディション ¥2,700 ＢＲＡ★ＢＲＡ　ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ｄｅ　ＢＲＡＶＯ　２０１７ ¥2,400

ウィッチクラフトワークス　完全生産限定版　全６巻セット ¥11,000 ポリスアカデミー　ワーナー・スペシャル　初回版 ¥2,800
うたわれるもの　Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ　ＢＯＸ ¥11,000 ＳＩＤＥ：ＶｉＶｉＯ　魔法少女リリカルなのは　限定版 ¥8,500 蒼穹のファフナー　ＥＸＯＤＵＳ　初回版　全１２巻セット ¥10,000 マイアミ・バイス　コンプリート　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥5,500 １９８０－１９８９　ル・マン２４時間耐久レース　総集編 ¥7,600

宇宙戦艦ヤマト２１９９　劇場限定版　全７巻セット ¥13,000 みなみけ　おかえり　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ【完全限定生産版】 ¥7,000 蒼穹のファフナー　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈１２枚組〉　限定版 ¥7,000 ローン・サバイバー　コレクターズ・エディション　スチールブック仕様 ¥2,700 マニトウ ¥4,300 アイドルの穴２０１４～日テレジェニックを探せ！ ¥2,000

宮崎駿監督作品集　ブルーレイ　ＢＯＸ ¥29,000 装甲騎兵ボトムズ　ペールゼン・ファイルズＢＯＸ　限定版 ¥10,500 ロボコップ　ディレクターズ・カット＜日本語吹替＞コレクターズＢＯＸ ¥2,400 ラジオＣＤ「アイマスタジオ」ｖｏｌ．１９ ¥2,000

蟲師　続章　完全生産限定版　全６巻セット ¥23,000 ソードアート・オンライン　完全生産限定版　ＢＯＸ付全９巻セット ¥12,000 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 ¥8,500

ｅｆ　－　ａ　ｔａｌｅ　ｏｆ　ｍｅｍｏｒｉｅｓ．　Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｂｏｘ　［初回限定生産］ ¥11,000 無責任艦長タイラー　ＢＤ－ＢＯＸ ¥23,500 Ｇ－ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ　∀ガンダム　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥8,000 ワールズ・エンド／酔っぱらいが世界を救う！：ブルーレイ・セット ¥3,800 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］ ¥3,100
オーバーマン　キングゲイナー　ＢＤメモリアルＢＯＸ ¥22,000 メガゾーン２３　Ａｒｃｈｉｖｅ　ＢＯＸ－３０ｔｈ　ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ　－ ¥15,000 男子高校生の日常　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥6,700 ルチオ・フルチの幻想殺人　デジタル・リマスター版 ¥4,000 有吉ＡＫＢ共和国［３枚組］ ¥1,800

オーバーロードＩＩＩ　初回生産版　全３巻セット ¥14,500 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 ¥11,000 中間管理録トネガワ　上巻ＤＶＤ　ＢＯＸ ¥7,800 ＡＲＲＯＷ／アロー〈1＆2〉　ＢＤ－ＢＯＸ ¥3,200 ワイルド・スピード　コンプリート・ムービー・コレクション ¥2,100 ＳＫＥ４８　エビショー！　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈初回限定生産〉 ¥1,800

織田信奈の野望　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥10,000 モンスターファーム　ガッツだ！Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ！ ¥15,000 超次元ゲイム　ネプテューヌ　初回版　全７巻セット ¥8,000 ウォーキング・デッド３　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ－２ ¥3,000 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 ¥4,400

終物語　完全生産限定版　全５巻セット ¥11,000 モンスター娘のいる日常　初回生産限定版　全６巻セット ¥11,000 超生命体トランスフォーマービーストウォーズⅡ　ＢＯＸ ¥21,000 Ｘ－ファイル　コレクターズブルーレイＢＯＸ〔初回生産限定〕 ¥17,300 ２４　－ＴＷＥＮＴＹ　ＦＯＵＲ－　１０周年記念コンプリートＤＶＤ－ＢＯＸ ¥10,100 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～ ¥2,100

学園黙示録　ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＤＥＡＤ　ＢＯＸ　限定版 ¥9,300 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続　初回限定版　全７巻セット ¥10,500 Ｄ・Ｎ・Ａ２　～何処かで失くしたあいつのアイツ～　Ｃｏｌｌｅｃｔｏｒ’ｓ　Ｅｄｉｔｉｏｎ ¥6,900 紅い旋風ワンダーウーマン【前編】 ¥12,500 おぎやはぎの愛車遍歴　ＮＯ　ＣＡＲ，　ＮＯ　ＬＩＦＥ！　３ ¥7,500

革命機ウ゛ァルウ゛レイウ゛　１ｓｔ＋２ｎｄ　ＳＥＡＳＯＮ　限定版ＢＯＸ付全１２巻セット ¥11,500 とある飛空士への恋歌　ＤＶＤ－ＢＯＸ＜初回限定版＞ ¥7,100 アルフ　シーズン１－４　コンプリート　DVD-BOX ¥8,500
からかい上手の高木さん　初回生産限定版　全６巻セット ¥13,000 トム・ソーヤーの冒険　ＤＶＤメモリアルボックス ¥10,000 トランスポーター　ザ・シリーズ　Ｂｌｕ－ｒａｙ－ＢＯＸ ¥3,900

空の境界　ＢＤ－ＢＯＸ　限定版 ¥16,000 鎧伝サムライトルーパー　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ［初回生産限定］ ¥26,000 ナイトライダー　コンプリート　ＢＯＸ ¥18,000 ガチャピン　チャレンジ☆シリーズ　コンプリートＢＯＸ ¥2,200

「喰霊－零－」　Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｓｐｅｃｉａｌ　ＢＯＸ ¥8,800 ＴＶアニメ「リトルウィッチアカデミア」初回生産限定版　全９巻セット ¥19,000 バットマン　コンプリートＴＶシリーズ　ブルーレイＢＯＸ ¥10,900 クローザー コンプリート・シリーズ ¥18,000 桂三枝の笑宇宙　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥4,300

巌窟王　ＢＤ－ＢＯＸ ¥8,000 ルパン三世　テレビスペシャルＬＵＰＩＮ　ＴＨＥ　ＢＯＸ ¥35,000 ドラゴンクエスト　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈９枚組〉 ¥19,000 ＴＨＥ　ＦＬＡＳＨ　／　フラッシュ　＜ファースト＞　コンプリート・ボックス ¥2,000 ホワイトハウス〈シーズン１－７〉　コンプリートＤＶＤ－ＢＯＸ ¥9,500 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ ¥3,900

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 ¥11,000 ＲＡＩＬ　ＷＡＲＳ！　初回版　全６巻セット ¥13,500 ドラゴンボールＺ　単品全４９巻セット ¥25,000 ジェリー・アンダーソンＳＦ特撮ＤＶＤコレクション　サンダーバード　全３２巻セット ¥5,000 きらきらアフロ　完全版　２００１－２０１１ ¥1,800

ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　ＯＡＤ　ＢＯＸ ¥29,000 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 ¥7,900 打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？ ¥2,800 ＳＭＡＬＬＶＩＬＬＥ／ヤング・スーパーマン〈シーズン１－１０〉ＢＯＸ ¥17,300 欽ちゃん奮闘公演　ＴＨＥ　ＬＡＳＴ　ほめんな　ほれんな　とめんな ¥2,200

傷物語　完全生産限定版　全３巻セット ¥9,000 夏目友人帳　参　ＢＯＸ付完全生産限定版全５巻セット ¥10,000 ＷＯＯＤ　ＪＯＢ！　〜神去なあなあ日常〜　豪華大木エディション ¥2,400 ゲームセンターＣＸ　ＤＶＤ－ＢＯＸ１４　［通常版］ ¥2,500

機動戦艦ナデシコ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥10,500 六花の勇者　初回版　ＢＯＸ付き全６巻セット ¥8,200 日常のＤＶＤ　特装版全１３巻セット ¥12,000

のんのんびより　りぴーと　初回版　全６巻セット ¥6,800 ＴＨＥ　ＭＥＮＴＡＬＩＳＴ／メンタリスト　＜シーズン１－７＞　ＤＶＤ全巻セット ¥14,400
アイドルマスター　限定版全９巻セット ¥9,500 みんな！エスパーだよ！［初回生産限定］ ¥2,600 ゲームセンターＣＸ　ＰＣエンジン　スペシャル ¥2,000

ギャラクシーエンジェル　ＢＤ－ＢＯＸ　フルコース ¥59,000 アカメが斬る！　初回生産限定版　全８巻セット ¥7,700 ＤＯＣＵＭＥＮＴＡＲＹ　ｏｆ　ＴＨＥ　ＹＥＬＬＯＷ　ＭＯＮＫＥＹ［ファンクラブ限定］ ¥5,500 嗚呼！！花の応援団　ちょんわちょんわＤＶＤ－ＢＯＸ ¥7,000 KEYABINGO! DVD-BOX [初回限定版]　　　　　　　　　　　　　　 ¥3,000

境界線上のホライゾン　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　［特装限定版］　＜１０枚組＞ ¥15,000 あそびにいくヨ！　ＢＯＸ×２付全６巻セット ¥8,000 覇王大系リューナイト　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ¥28,500 くちびるに歌を　Ｂｌｕ－ｒａｙ　愛蔵版 ¥2,600 愛の渦　特別限界版 ¥2,700 コズミック　フロント　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥7,900

銀河英雄伝説　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　スタンダードエディション　４ ¥11,500 バオー来訪者〈ＯＶＡ〉 ¥5,500 柘榴坂の仇討　［特装限定版］ ¥2,700 赤×ピンク　ディレクターズ・ロングバージョン　ＤＶＤ　ＢＯＸ ¥2,600 『ＳＡＳＵＫＥ』３０回記念～ＳＡＳＵＫＥヒストリー＆２０１４エディション～ ¥4,100

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 ¥17,000 爆走兄弟レッツ＆ゴー！！ＷＧＰＤＶＤ－ＢＯＸ（限定） ¥35,000 女子ーズ　本気版 ¥3,400 悪夢ちゃん　Ｄｒｅａ夢Ｐａｃｋ＜初回限定版＞ ¥2,200 サバイバルゲーム　ＭＡＮ　ＶＳ．ＷＩＬＤ　シーズン２　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥5,000

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 ¥18,000 ＶＳ騎士ラムネ＆４０　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈９枚組〉　限定版 ¥18,000 吸血姫美夕　Ｉｎｔｅｇｒａｌ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ－ＳＬＩＭ－ＢＯＸ ¥25,500 Ｊ’ｓ　Ｊｏｕｒｎｅｙ　オーストラリア縦断ワーホリの旅ＤＶＤ　ＢＯＸ ¥3,900

剣風伝奇ベルセルク　ＢＤ－ＢＯＸ ¥6,100 ウ゛ァイオレット・エウ゛ァーガーデン　初回版　全４巻セット ¥15,000 美少女戦士セーラームーンＳ　ＤＶＤ－ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ　１　限定版 ¥7,700 ＺＩＰＡＮＧ　ＰＵＮＫ　五右衛門ロックⅢ ¥4,100

この素晴らしい世界に祝福を！２　限定版　全５巻セット ¥7,500 うしおととら　ＤＶＤコレクションＢＯＸ　限定版 ¥15,000 藤子・Ｆ・不二雄　ＴＶアニメ　アーカイブス　ＢＯＸ ¥8,500 高倉健　Ｂｌｕ－ｒａｙ ¥8,500 宇田川町で待っててよ。 ¥2,400 情熱大陸×立川談志　プレミアムエディション ¥2,700

こみっくがーるず　初回生産限定版　ＢＯＸ付き全６巻セット ¥12,000 失われた未来を求めて　全６巻セット ¥5,500 ふたりはプリキュアＳｐｌａｓｈ☆Ｓｔａｒ　ＤＶＤ－ＢＯＸ　１【限定版】 ¥5,200 帝都　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＢＯＸ ¥6,000 映画　続・深夜食堂　［特別版］ ¥2,600 ショウ・マスト・ゴー・オン　幕を降ろすな ¥2,600

ＯＶＡ　紺碧の艦隊×旭日の艦隊　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　スタンダード　１ ¥8,300 宇宙海賊キャプテンハーロック　ＤＶＤ－ＢＯＸ　限定版 ¥19,000 ブラック・ジャック〈ＯＶＡ〉ＤＶＤ－ＢＯＸ　限定版 ¥6,500 トリックの青いやつ－劇場版トリック超完全版Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥6,500 ＬＤＫ【豪華版】 ¥2,100
最弱無敗の神装機竜＜バハムート＞　初回版　全６巻セット ¥6,000 宇宙船サジタリウス　ＤＶＤ－ＢＯＸ　全２ＢＯＸセット ¥16,500 「二十四の瞳」と木下惠介 ¥5,400 踊る大捜査線　ＴＨＥ　ＦＩＮＡＬ　新たなる希望　ＦＩＮＡＬ　ＳＥＴ ¥3,700
冴えない彼女の育てかた　完全生産限定版　全７巻セット ¥12,000 花宵道中　特別限定版 ¥2,600

さばげぶっ！　特装限定版　全６巻セット ¥6,300 放課後のプレアデス　初回生産限定版　全６巻セット ¥7,500 フィギュアなあなた ¥4,000 水曜どうでしょう　ユーコン川１６０キロ　－地獄の６日間－ ¥2,500

ＴＨＥビッグオー　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥14,000 宇宙魔神ダイケンゴー　コンプリートＤＶＤ（初回生産限定） ¥14,000 北斗の拳　２５周年記念ＤＶＤ－ＢＯＸ　ＴＶ　ＨＤリマスター【通常版】 ¥29,000 舟を編む　豪華版 ¥3,000 クロヒョウ２　龍が如く　阿修羅編　ＢＯＸ ¥3,100 世界の果てまでイッテＱ！　１０周年記念　ＤＶＤ　ＢＯＸ－ＲＥＤ ¥1,900

残響のテロル　限定版　全６巻セット（全巻収納ＢＯＸ付き） ¥10,000 海のトリトン　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈５枚組〉 ¥11,500 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 この空の花　－長岡花火物語　［プレミアムＢＯＸ版］ ¥4,100
ジャイアントロボ　ＴＨＥ　ＡＮＩＭＡＴＩＯＮ～地球が静止する日～　ＢＤＢＯＸ ¥24,500 映画　クレヨンしんちゃん　ＤＶＤ－ＢＯＸ　１９９３－２０１６ ¥17,000 ＰＩＫＡＣＨＵ　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ　ＢＯＸ　２００７－２０１０ ¥13,000 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 ¥13,000

エースをねらえ！ファイナルステージＤＶＤ－ＢＯＸ ¥40,000 マクロスＦ（フロンティア）ＢＯＸ＊２付　初回版全９巻セット ¥5,500 ＨＫ／変態仮面　アブノーマル・クライシス　究極版 ¥2,300 ＴＨＥ　ＮＥＸＴ　ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ　パトレイバー／シリーズ全７章　ＢＯＸ　ＳＰプライス ¥5,000 音楽劇　蒼穹のファフナー ¥2,700

「エスパー魔美」アニバーサリーＤＶＤ－ＢＯＸ ¥21,000 まじかる☆タルるートくん　コンプリートＤＶＤ　全３ＢＯＸセット ¥33,600 ぼくは明日、昨日のきみとデートする ¥2,600 さらばあぶない刑事　［数量限定生産版］ ¥3,800 タイムスクープハンター　ｓｅａｓｏｎ６ ¥4,200

新妹魔王の契約者　エクスタシー　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥12,000 魔装学園Ｈ×Ｈ　［限定版］　全６巻セット ¥9,500 リップヴァンウィンクルの花嫁　プレミアムボックス ¥4,800 ガキの使いやあらへんで！！絶対に笑ってはいけない空港２４時 ¥1,600

スマイルプリキュア！　全４巻セット ¥39,000 魔弾の王と戦姫　初回生産版　ＢＯＸ付き全６巻セット ¥7,500

星方武アウトロースター　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥15,000 カードキャプターさくら　ＤＶＤ－ＢＯＸ　全３ＢＯＸセット ¥6,900 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 ¥18,000 ４９　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　豪華版＜初回限定生産＞ ¥10,400 テンペスト　ＤＶＤ　ＢＯＸ ¥7,200
絶園のテンペスト　完全生産限定版　全１２巻セット ¥25,000 ガールズ＆パンツァー　単巻全６巻セット ¥8,500 魔法少女まどか☆マギカ　完全生産限定版全６巻セット ¥5,100 アオイホノオ　Ｂｌｕ－ｒａｙＢＯＸ ¥6,500 ポルノグラファー　［完全版］　＜２枚組＞ ¥3,200 たけしのコマ大数学科　第１５期　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥2,000

戦姫絶唱シンフォギアＡＸＺ　期間限定版　全６巻セット ¥12,500 刀語　ＢＯＸ×４付完全生産限定版全１２巻セット ¥8,000 未来少年コナン　３０周年メモリアルボックス　限定版 ¥7,100 「あにき」Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥10,500 たりないふたり―山里亮太と若林正恭―　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥2,600

がっこうぐらし！　初回限定版　全６巻セット ¥5,800 メダロット　ＤＶＤ－ＢＯＸ　全２巻セット ¥24,000 ガリレオ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥9,000 渡哲也“無頼”ＣＯＭＰＬＥＴＥ ¥9,000 でんぱの神神　神ＢＯＸビリフォー ¥1,500

もぐらのクルテク　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥7,500 最高の離婚　ＢＯＸ ¥12,500 アカギ　鷲巣麻雀完結編 ¥3,400 東京０３　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥35,500

戦闘妖精雪風　ブルーレイＢＯＸ〈２枚組〉 ¥12,000 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 ¥18,900 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＞ ¥4,500

ソードアート・オンライン　ガンゲイル・オンライン　ＢＯＸ付全６巻セット ¥16,000 機甲戦記ドラグナー　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈１２枚組〉 ¥12,500 「きょうは会社休みます。」ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥6,500 闘魂三銃士×全日本四天王　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥10,000

劇場作　高畑勲監督作品集 ¥31,000 機動警察パトレイバー　メモリアルボックス　限定版 ¥31,000 遊☆戯☆王５Ｄ’ｓ　ＤＵＥＬＢＯＸ　１２ ¥11,500 古畑任三郎　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥25,000 所さんの世田谷ベースＸ ¥3,700

たまこまーけっと　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ【初回限定生産】 ¥8,500 機動武闘伝Ｇガンダム　ＤＶＤ－ＢＯＸ　限定版 ¥9,500 結城友奈は勇者である　初回版　全６巻セット ¥14,000 まほろ駅前番外地　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥6,400 所さんの世田谷ベース　ＸＩ ¥4,600
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＞ ¥15,000 テレビアニメーション　キョロちゃん　ＤＶＤ　ＢＯＸ ¥150,000 勇者特急マイトガイン　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈５枚組〉　１ ¥34,000 闇金ウシジマくん　Ｓｅａｓｏｎ２　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥4,200 ドクターＸ　～外科医・大門未知子～　３　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥9,500 とんねるずのスポーツ王は俺だ！！ ¥1,600

超時空世紀オーガス×オーガス０２　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥23,500 キルラキル　完全生産限定版　全９巻セット ¥10,500 妖怪アパートの幽雅な日常　ＤＶＤ－ＢＯＸ　全４巻セット ¥16,000 勇者ヨシヒコと魔王の城　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥4,800 監獄学園　－プリズンスクール－ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥4,700 高山一実の『推しどこ？』 ¥2,100

超獣機神ダンクーガ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ（初回限定版） ¥36,000 銀河英雄伝説　単品全４５巻セット ¥28,500 妖怪人間ベム　オリジナル版　ＤＶＤ－ＢＯＸ　限定版 ¥29,000 リーガル・ハイ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥10,200 マッサン　完全版　ＤＶＤＢＯＸ２ ¥5,600
Ｄ２３　ＥｘｐｏＪａｐａｎ　開催記念　ディズニー　ＢＤ・スペシャルＢＯＸ ¥24,000 夜桜四重奏　－ハナノウタ－　初回版　全６巻セット ¥7,000 ウルトラセブン　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　Ⅱ ¥18,700 水戸黄門　第三部　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥8,200
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 ¥13,000 ヨルムンガンドＰＥＲＦＥＣＴ　ＯＲＤＥＲ　初回限定版　全６巻セット ¥6,500 ハナタレナックス　４　２００６傑作選 ¥2,400

デジモンアドベンチャー０２　１５ｔｈ　ＢＤＢＯＸ　（ＢＩＸＡ－９４８９） ¥31,000 ゲゲゲの鬼太郎１９８５　ＤＶＤ－ＢＯＸ　ゲゲゲＢＯＸ８０’ｓ＜２０枚組＞ ¥38,000 Ｒｅ：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 ¥17,000 仮面ライダーウィザード　初回生産限定版　ＢＯＸ付き全１３巻セット ¥25,400 燃えろ！　新日本プロレス　全６７巻セット ¥15,500

血界戦線＆ＢＥＹＯＮＤ　初回生産限定版　全６巻セット ¥11,000 ＬＵＰＩＮ　ＴＨＥ　ＢＯＸ－ＴＶ＆Ｍｏｖｉｅ　限定版 ¥26,000 仮面ライダーＯＯＯ（オーズ）　通常版全１２巻セット ¥18,700 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） ¥19,000

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） ¥9,300 ログ・ホライズン　初回生産　全８巻セット ¥5,900 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 ¥18,700 もっとたりないふたり－山里亮太と若林正恭－ ¥4,100

東京喰種トーキョーグール　ＢＯＸ　＜初回生産限定商品＞ ¥6,700 ＧＳ美神　ＤＶＤ－ＢＯＸ〈８枚組〉 ¥16,000 ＲＯＢＯＴＩＣＳ；ＮＯＴＥＳ　完全生産限定版　全９巻セット ¥5,100 超英雄祭　ＫＡＭＥＮ　ＲＩＤＥＲ×ＳＵＰＥＲ　ＳＥＮＴＡＩ　２０１５ ¥3,000 桃色つるべ　－お次の方どうぞ－　ＤＶＤ　ＢＯＸ ¥6,000

ＤＯＧ　ＤＡＹＳ”　完全生産限定版　全６巻セット ¥8,500 コードギアス　反逆のルルーシュＲ２　ＤＶＤ－ＢＯＸ ¥5,500 仮面ライダーディケイド　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ［初回生産限定］ ¥14,200 特命戦隊ゴーバスターズ　ＢＯＸ付き全１２巻セット ¥16,200
トリニティセブン　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　劇場公開記念スペシャルプライス版 ¥8,500 咲－Ｓａｋｉ－　全国編　全７巻セット ¥9,700 仮面ライダー龍騎　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　全３ＢＯＸセット（全巻収納ＢＯＸ付き） ¥27,000 不思議少女ナイルなトトメス　初回版　全５巻セット ¥13,300

ZEST DVD[ﾌﾞﾙｰﾚｲ･ｱﾆﾒ･一般]高価買取リスト 7月22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

¥27,000
機動戦士ガンダムＳＥＥＤ　ＨＤリマスター
Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ　初回限定版　全４ＢＯＸ

セット

¥14,000

¥13,000鋼の錬金術師　Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ
Ｂｏｘ（完全生産限定版）

¥22,000暁のヨナ　初回版
全８巻セット（全巻収納ＢＯＸ付き）

『うる星やつら』Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ３ ¥11,500

¥11,000劇場作　ＤＯＲＡＥＭＯＮ
ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ　ＢＯＸ　１９８０－１９８８

戦姫絶唱シンフォギアＧＸ
初回限定版　全６巻セット

¥15,000

¥70,000シティーハンター　ＣＯＭＰＬＥＴＥ
ＤＶＤ　ＢＯＸ（完全予約生産限定）

¥6,600

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。

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

ジョジョの奇妙な冒険
スターダストクルセイダース　エジプト編　全６巻セット

¥9,500

¥10,000戦姫絶唱シンフォギア
Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ【初回限定版】

¥17,000デビルマン　Ｂｌｕ－ｒａｙ
ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ（初回生産限定）

DVDアニメ

¥10,500ＯＶＡ版「ロードス島戦記」
デジタルリマスター　ＢＤ－ＢＯＸ

¥21,000幼女戦記　初回生産版
ＢＯＸ付き全３巻セット

魔法騎士レイアース
Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ

¥12,000ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　Ｌｏｇ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ
ＳＥＴ　“ＥＡＳＴ　ＢＬＵＥ　ｔｏ　ＣＨＯＰＰＥＲ”

機甲警察メタルジャック
ＤＶＤ－ＢＯＸ〈７枚組〉

¥25,000

¥15,000ピカチュウ・ザ・ムービーＢＯＸ
１９９８－２００２

プラレス３四郎　ＤＶＤ完全ＢＯＸ
〈６枚組〉（初回限定版）

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〉

¥35,000

宇宙大帝ゴッドシグマ
コンプリートＤＶＤ　限定版

¥21,500

エリア８８　ＤＶＤ－ＢＯＸ
〈６枚組〉　限定版

¥24,500

¥47,000

¥140,000遊戯王　デュエルモンスターズ　ＧＸ
ＤＵＥＬ　ＢＯＸ　全１５ＢＯＸセット

「アイルトン・セナ　追憶の英雄」
コンプリートＢＯＸ

¥3,800おねマスＤＶＤ
５年熟成マスカッツ最強幕の内弁当

¥3,000ゲームセンターＣＸ
ＤＶＤ－ＢＯＸ　１５　［初回版］

DVDお笑い・趣味

ウレロ　未体験少女　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ ¥6,500

¥4,000ガキの使い（２４）　絶対に笑っては
いけないアメリカンポリス２４時［初回版］

ハナタレナックスＥＸ　２０１６
北海道ドライブツアー　札幌＆十勝

¥2,600

¥3,700ＮＯＧＩＢＩＮＧＯ！
（初回限定版ＤＶＤ－ＢＯＸ）

¥7,400吉本新喜劇ＤＶＤ－い″い″～！
カーッ！おもしろくてすいません！

ＤＶＤ　特撮

¥3,200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

¥13,100水曜どうでしょう
コンプリートＢＯＸ　Ｖｏｌ．４

¥5,500全力！欅坂４６バラエティー
ＫＥＹＡＢＩＮＧＯ！３　ＤＶＤ－ＢＯＸ

¥3,500

¥13,000仁義なき戦い
Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ（初回生産限定）

海猿　ＵＭＩＺＡＲＵ　ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ
Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ

¥13,000

荒川アンダー　ザ　ブリッジ
ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ　スペシャルエディション

¥4,500

¥2,700悲しみの忘れ方　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　ｏｆ
乃木坂４６　ＤＶＤ　コンプリート　ＢＯＸ

DVD　海外TVドラマ

ブルーレイ　海外TVドラマ

¥3,700アンダーグラウンド
スペシャル豪華BOX

¥4,800スター・トレック
スターデイト・コレクション

猛獣大脱走　特別版
ＷＩＬＤ　ＢＥＡＳＴＳ

¥4,900

ロード・オブ・ザ・リング
エクステンデッド・エディション　トリロジー［限定］

¥17,500

¥4,500デモンズ＆デモンズ２
ブルーレイ・ツインパック

¥5,000アンダーワールド　ペンタロジー
ブルーレイＢＯＸ【初回生産限定】

¥17,000はいからさんが通る
ＤＶＤ　ＢＯＸ＜初回仕様版＞

¥18,500ＧＡＬＡＣＴＩＣＡ　アルティメイト
ブルーレイ・コレクション

¥31,000仮面ライダークウガ　Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＢＯＸ
初回版　全３ＢＯＸセット

¥11,200宇宙刑事シャイダー
全１０巻セット

¥9,500釣りバカ日誌　Ｓｅａｓｏｎ２
新米社員浜崎伝助

¥18,900スクール☆ウォーズ
泣き虫先生の７年　ＢＯＸ

¥3,200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

¥12,400フルハウス〈シーズン１－８〉
コンプリートＤＶＤ－ＢＯＸ

¥20,800ＥＲ緊急救命室〈シーズン１－１５〉
コンプリートＤＶＤ－ＢＯＸ

ブルーレイ　特撮

DVD　国内TVドラマ

ブルーレイ　国内TVドラマ

ブルーレイ　邦画

DVD　邦画

ベニシアさんの四季の庭
ＤＶＤ＆ブルーレイ限定版


