
ＡＲＫ：Ｓｕｒｖｉｖａｌ Ｅｖｏｌｖｅｄ 3,600¥ 深夜廻 ¥2,900 バイオハザード リベレーションズ２ ¥1,500 蒼き雷霆ガンヴォルト ストライカーパック ¥2,200 ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾒｰｶｰ2 4,400 ﾊﾞｲｵﾊｻﾞｰﾄﾞ ｵﾘｼﾞﾝｽﾞｺﾚｸｼｮﾝ ¥2,100
アサシンクリード ローグ リマスター 1,800¥ ｽｷとｽｷとでｻﾝｶｸ恋愛 ¥2,400 初音ミク Ｐｒｏｊｅｃｔ ＤＩＶＡ Ｆｕｔｕｒｅ Ｔｏ ¥3,600 蒼の彼方のフォーリズム ｆｏｒＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔ ¥3,000 ｽｰﾊﾟｰﾛﾎﾞｯﾄ大戦T 3,800 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
甘えかたは彼女なりに。 2,200¥ 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 ¥1,800 春音ｱﾘｽ*ｸﾞﾗﾑ Snow Drop ¥2,600 ｱｻｼﾝ ｸﾘｰﾄﾞIII ﾘﾏｽﾀｰ ¥2,700 進め！キノピオ隊長 1,900 ＰＥＡＣＨ ＢＡＬＬ 閃乱カグラ ¥2,300
ＵＮＤＥＲＴＡＬＥ 2,300¥ スナイパー ゴーストウォリアー３ ¥3,100 ひぐらしのなく頃に 奉 ¥3,000 ＵＮＤＥＲＴＡＬＥ ¥2,800 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 ﾋﾟｸｾﾙ ﾊﾟｽﾞﾙﾊﾟｯｸ 3-in-1 ¥1,300
イースⅧ－Ｌａｃｒｉｍｏｓａ ｏｆ ＤＡＮＡ－ 2,200¥ 絶対絶望少女ダンガンロンパ Ａｎｏｔｈｅｒ Ｅｐｉｓｏｄ ¥1,600 ﾋﾟｯｸｽｱｰｸ ¥3,100 イースⅧ－Ｌａｃｒｉｍｏｓａ ｏｆ ＤＡＮＡ－ ¥3,300 ストリートファイター ３０ｔｈ アニバーサリーコレクション 2,300 ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰX/X-2HD ﾘﾏｽﾀｰ ¥3,600
ｲｰｽ ｾﾙｾﾀの樹海：改 2,000¥ ZERO ESCAPE ９時間９人９の扉 善人シボウデス ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ ¥2,100 ﾌｧｰﾐﾝｸﾞｼﾐｭﾚｰﾀｰ19 ¥3,300 VA-11 Hall-A ｳﾞｧﾙﾊﾗ ¥2,100 すばらしきこのせかい－Ｆｉｎａｌ Ｒｅｍｉｘ－ 1,600 ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰXII ｻﾞ ｿﾞﾃﾞｨｱｯｸ ｴｲｼﾞ ¥2,900
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 2,500¥ 戦極姫５～戦禍断つ覇王の系譜～ ¥1,900 ファイナルファンタジーⅩ・Ⅹ－２ ＨＤリマスター ¥3,800 ｳｲﾆﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ9 ¥3,700 Ｓｐｌａｔｏｏｎ２ 3,600 Fit Boxing ¥3,500
EVE rebirth terror 3,600¥ 戦極姫７　－戦雲つらぬく紅蓮の遺志－ ¥3,500 ファイナルファンタジーⅩⅡ ザ ゾディアック エイジ ¥2,800 嘘つき姫と盲目王子 ¥3,400 すみっコぐらし あつまれ！すみっコタウン 2,600 V-Rally 4 ¥3,400
VA-11 Hall-A ｳﾞｧﾙﾊﾗ 1,400¥ 戦国無双4 DX ¥2,100 V-Rally 4 ¥3,900 海腹川背 Fresh! ¥2,000 すみっコぐらし すみっコパークへようこそ 2,800 Fate/EXTELLA LINK ¥3,100
ｳﾞｨｸﾀｰ･ｳﾞﾗﾝ ｵｰﾊﾞｰｷﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝ 1,800¥ ｿｰﾄﾞｱｰﾄ･ｵﾝﾗｲﾝ ﾌｪｲﾀﾙ･ﾊﾞﾚｯﾄ COMPLETE EDITION ¥3,100 フィリスのアトリエ～不思議な旅の錬金術士～ ¥2,500 ＳＤガンダム ジージェネレーション ジェネシス ｆｏｒＮｉｎ ¥3,700 聖剣伝説コレクション 2,100 不思議の幻想郷ＴＯＤ－ＲＥＬＯＡＤＥＤ－ ¥2,600
ｳｨｻﾞｰｽﾞ ｼﾝﾌｫﾆｰ 2,200¥ ソフィーのアトリエ～不思議な本の錬金術士～ ¥2,800 不思議の幻想郷ＴＯＤ－ＲＥＬＯＡＤＥＤ－ ¥2,900 大神 絶景版 ¥1,700 ＸＥＮＯＢＬＡＤＥ２ 4,600 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾊｲﾗｲｽﾞ ｱｰｷﾃｸﾄｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥1,600
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 2,900¥ DARK SOULS III THE FIRE FADES EDITION ¥2,800 不思議の幻想郷 -ﾛｰﾀｽﾗﾋﾞﾘﾝｽ- ¥3,400 OPUSｺﾚｸｼｮﾝ 地球計画+魂の架け橋 ¥2,100 ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 4,200 僕の彼女は人魚姫!? My Girlfriend is a Mermaid!? ¥1,500
ウォーキング・デッド 1,200¥ 大図書館の羊飼い -Library Party- ¥3,400 FLOWERS 四季 ¥3,600 オクトパストラベラー ¥3,800 戦国無双4 DX 3,600 ポケットモンスター Ｌｅｔ’ｓ Ｇｏ！ピカチュウ ¥2,400
Ａ列車で行こうＥｘｐ．（エクスプレス） 3,300¥ ダンガンロンパ１・２ Ｒｅｌｏａｄ ¥2,100 ﾌﾙｷｽ ¥2,300 鬼武者 ¥2,000 戦国無双～真田丸～ 2,800 星のカービィ スターアライズ ¥2,400
NG(ｴﾇｼﾞｰ) 3,000¥ ﾁｮｺﾎﾞの不思議なﾀﾞﾝｼﾞｮﾝ ｴﾌﾞﾘﾊﾞﾃﾞｨ! ¥2,100 Ｂｏｒｄｅｒｌａｎｄｓ ダブルデラックスコレクション ¥1,600 ｶﾞｰﾙｽﾞ＆ﾊﾟﾝﾂｧｰ ﾄﾞﾘｰﾑﾀﾝｸﾏｯﾁDX ¥3,300 戦場のヴァルキュリア４ ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ版 3,100 マインクラフト ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ版 ¥2,300
大神 絶景版 1,600¥ 月に寄りそう乙女の作法～ひだまりの日々～ ¥2,900 HOMESWEETHOME ¥2,700 塊魂ｱﾝｺｰﾙ ¥1,700 ｿﾞｲﾄﾞﾜｲﾙﾄﾞ ｷﾝｸﾞ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾗｽﾄ 2,800 魔界戦記ディスガイア5 ¥4,100
お姉チャンバラＺ２～カオス～ 2,600¥ ＤＪＭＡＸ ＲＥＳＰＥＣＴ ¥2,700 Ｈｏｒｉｚｏｎ Ｚｅｒｏ Ｄａｗｎ コンプリートエディシ ¥2,200 ｶﾌﾟｺﾝ ﾍﾞﾙﾄｱｸｼｮﾝ ｺﾚｸｼｮﾝ ¥2,100 ｿｰﾄﾞｱｰﾄ･ｵﾝﾗｲﾝ ﾎﾛｳ･ﾘｱﾘｾﾞｰｼｮﾝ DELUXE EDITION 3,300 マリオカート8 デラックス ¥3,700
OBDUCTION 2,000¥ ﾃﾞｨｳﾞｨﾆﾃｨ:ｵﾘｼﾞﾅﾙ/・ｼﾝ ｴﾝﾊﾝｽﾄﾞ・ｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥2,700 みんなのGOLF VR ¥2,200 Caligula Overdose ¥3,300 ＤＡＲＫ ＳＯＵＬＳ ＲＥＭＡＳＴＥＲＥＤ 2,000 無双ＯＲＯＣＨＩ２ Ｕｌｔｉｍａｔｅ 2,500
ｶﾌﾟｺﾝ ﾍﾞﾙﾄｱｸｼｮﾝ ｺﾚｸｼｮﾝ 1,700¥ ﾃｲﾙｽﾞ ｵﾌﾞ ｳﾞｪｽﾍﾟﾘｱ REMASTER ¥2,500 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 ¥1,600 ｷﾞｱ･ｸﾗﾌﾞ ｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ 2 ¥2,700 太鼓の達人 ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈば～じょん！ 3,700 メモリーズオフ－Ｉｎｎｏｃｅｎｔ Ｆｉｌｌｅ－ 3,400
かりぐらし恋愛 3,400¥ 鉄拳７ ¥2,500 ＭＥＴＲＯ ＲＥＤＵＸ ¥2,600 逆転裁判123 成歩堂ｾﾚｸｼｮﾝ ¥2,000 大乱闘スマッシュブラザーズ　ＳＰＥＣＩＡＬ 4,500 ﾒﾓﾘｰｽﾞｵﾌ -Innocent Fille- for Dearest 3,100
ｷﾝｸﾞﾀﾞﾑｶﾑ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾗﾝｽ 5,000¥ DEADORSCHOOL ¥2,200 メモリーズオフ－Ｉｎｎｏｃｅｎｔ Ｆｉｌｌｅ－ ¥3,200 GUILTY GEAR 20th ANNIVERSARY PACK ¥1,900 ＤＡＲＩＵＳ ＣＯＺＭＩＣ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ 2,900 メルルのアトリエ～アーランドの錬金術士～ＤＸ 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 1,900¥ Dead by Daylight (18歳以上対象) ¥2,600 ﾒﾓﾘｰｽﾞｵﾌ -Innocent Fille- for Dearest ¥3,100 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 ¥2,500 チャンピオンジョッキーＳｐｅｃｉａｌ 4,700 ＭｏｔｏＧＰ１８ 2,600
グランツーリスモＳＰＯＲＴ 3,100¥ Ｄｅｖｉｌ Ｍａｙ Ｃｒｙ ＨＤコレクション ¥1,800 やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。＆続おまと ¥4,000 CLANNAD ¥3,100 ﾁｮｺﾎﾞの不思議なﾀﾞﾝｼﾞｮﾝ ｴﾌﾞﾘﾊﾞﾃﾞｨ! 2,500 ゆのはなSpRING! -Mellow Times- 3,000
ｹﾑｺRPGｾﾚｸｼｮﾝ Vol.2 1,900¥ テラリア ¥1,900 夢現Re：Master ¥3,700 ｹﾞｰﾑ ﾄﾞﾗえもん のび太の月面探査記 ¥2,800 ﾃﾞｨｱﾌﾞﾛ III ｴﾀｰﾅﾙｺﾚｸｼｮﾝ 3,500 ﾖｯｼｰｸﾗﾌﾄﾜｰﾙﾄﾞ 2,900
現代大戦略２０１７～変貌する軍事均衡！戦慄のパワーゲーム～ 2,800¥ 東亰ザナドゥｅＸ＋ ¥2,000 ﾗｲｱﾝ･ﾏｰｸｽ ﾘﾍﾞﾝｼﾞﾐｯｼｮﾝ (PSVR専用) ¥3,000 GO VACATION(ｺﾞｰﾊﾞｹｰｼｮﾝ) ¥2,200 ﾃｲﾙｽﾞ ｵﾌﾞ ｳﾞｪｽﾍﾟﾘｱ REMASTER 3,100 夜廻と深夜廻 3,100
ｺｰﾙ･ｵﾌﾞ･ｸﾄｩﾙﾌ 2,900¥ DOGFIGHTER-WW2- ¥2,100 雷電Ｖ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ’ｓ Ｃｕｔ ¥2,300 ゴッドイーター3 ¥4,400 DEAD OR ALIVE Xtreme3 Scarlet 3,600 LA-MULANA2(ﾗ･ﾑﾗｰﾅ2) 2,100
ゴジラ－ＧＯＤＺＩＬＬＡ－ＶＳ 4,100¥ ドラゴンボール ゼノバース２ デラックスエディション ¥2,700 ライフ イズ ストレンジ ¥1,500 この世の果てで恋を唄う少女 YU-NO ¥2,900 DEADORSCHOOL 2,200 ﾗﾝｸﾞﾘｯｻｰ I＆II 2,000
この素晴らしい世界に祝福を-希望の迷宮と集いし～ 4,800¥ 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 ¥2,300 LA-MULANA2(ﾗ･ﾑﾗｰﾅ2) ¥2,200 ジ・エルダースクロールズⅤ：スカイリム ¥3,200 トトリのアトリエ～アーランドの錬金術士～ＤＸ 2,300 リディー＆スールのアトリエ～不思議な絵画の錬金術士～ 2,800
この世の果てで恋を唄う少女ＹＵ－ＮＯ 2,500¥ NARUTO 疾風伝 ナルティメットストーム４ ROAD TO BORUTO ¥2,800 龍が如く３ ¥2,000 実況ﾊﾟﾜﾌﾙﾌﾟﾛ野球 ¥3,900 ﾄﾗｲｱﾙｽﾞﾗｲｼﾞﾝｸﾞ 2,100 LITTLE FRIENDS -DOGS ＆ CATS- 1,700
ザ・キング・オブ・ファイターズ14 2,600¥ ＮＡＲＵＴＯ 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー ¥2,400 龍が如く 維新！ ¥2,000 ｼﾄﾞﾏｲﾔｰｽﾞ ｼｳﾞｨﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ VI ¥3,600 ドラゴンクエストヒーローズI・II for Nintendo Switch 3,800 ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団 ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ 2,600
サドン ストライク４ 2,500¥ 初回）仁王 コンプリートエディション ¥2,400 ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団 ¥3,100 STEINS;GATE ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾞｪﾝｼｽﾞ ｱｿｰﾄ ¥3,800 ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞﾄﾞｸﾞﾏ：ﾀﾞｰｸｱﾘｽﾞﾝ 2,100 ﾙﾙｱのｱﾄﾘｴ -ｱｰﾗﾝﾄﾞの錬金術士4- 3,500
SAMURAISPIRITS 4,800¥ Ｎｏ Ｍａｎ’ｓ Ｓｋｙ ¥2,500 ﾙﾙｱのｱﾄﾘｴ -ｱｰﾗﾝﾄﾞの錬金術士4- ¥3,400 進撃の巨人２ ¥3,400 Dragon Marked For Death 2,000 ﾚｺﾞ ﾑｰﾋﾞｰ2 ｻﾞ･ｹﾞｰﾑ 1,400
三國志１３ ｗｉｔｈ パワーアップキット 4,800¥ 信長の野望 創造 戦国立位伝 ¥3,600 RAGE 2 ¥4,000 進撃の巨人2FinalBattle ¥5,100 ＮＡＲＵＴＯ 疾風伝 ナルティメットストームトリロジーｆｏｒ 3,200 ﾚﾐﾛｱ -少女と異世界と魔導書- 1,700
ジ・エルダースクロールズⅤ：スカイリム スペシャルエディション 2,600¥ 信長の野望 大志 with ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟｷｯﾄ ¥4,800 レイジングループ ¥1,600 真･三國無双7 with 猛将伝 DX ¥4,400 New ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ U ﾃﾞﾗｯｸｽ 3,400 ﾛｰﾗｰｺｰｽﾀｰﾀｲｸｰﾝ･ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 3,400
シティーズ：スカイライン 2,800¥ バイオハザード４ ¥1,300 ＲＡＩＮＢＯＷ ＳＩＸ ＳＩＥＧＥ ¥1,700 真・三國無双７ Ｅｍｐｉｒｅｓ ¥4,000 Ｎｅｏ ＡＴＬＡＳ １４６９ 2,100 ロロナのアトリエ～アーランドの錬金術士～ＤＸ 3,100
進撃の巨人2FinalBattle 5,000¥ バイオハザード５ ¥1,300 ﾚｺﾞ ﾑｰﾋﾞｰ2 ｻﾞ･ｹﾞｰﾑ ¥2,100 ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙﾋｰﾛｰｽﾞ ﾜｰﾙﾄﾞﾐｯｼｮﾝ ¥3,000 ネルケと伝説の錬金術士たち～新たな大地のアトリエ～ 2,300 ワールドネバーランド エルネア王国の日々 1,700
真・三國無双７ ｗｉｔｈ 猛将伝 3,500¥ バイオハザード６ ¥1,500 ロックマンＸアニバーサリーコレクション１＋２ ¥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 ノラと皇女と野良猫ハート ＨＤ 2,800 1-2-Switch 2,000
ｼﾝｿｳﾉｲｽﾞ -受信探偵の事件簿- 3,400¥ バイオハザード オリジンズコレクション ¥2,300 ワンダと巨像 ¥1,300 スーパーマリオパーティ ¥3,200 ﾉﾗと皇女と野良猫ﾊｰﾄ2 3,300 ワンピース 海賊無双３ デラックスエディション 2,600

★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

ＸＥＮＯＢＬＡＤＥ２ ゴッドイーター3

7月8日(月)現在ZEST ゲームソフト高価買取リスト7月8日(月)現在

スーパー
マリオメーカー２

ニ　ン　テ　ン　ド　ー　ス　イッ　チ　買　取　強　化　中

ニ　ン　テ　ン　ド　ー　ス　イッ　チ

ZEST ゲームソフト高価買取リスト

ピックスアーク
ＡＲＫ
Ｓｕｒｖｉｖａｌ Ｅｖｏｌｖｅｄ

重装機兵レイノス

妖怪ウォッチ４
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

ｵｸﾄﾊﾟｽﾄﾗﾍﾞﾗｰ

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

ゴジラ
－ＧＯＤＺＩＬＬＡ－ＶＳ

LA-MULANA2 ﾗ･ﾑﾗｰﾅ2)
不思議の幻想郷
 -ﾛｰﾀｽﾗﾋﾞﾘﾝｽ-買取¥4,100

買取¥3,600 買取¥4,100 買取¥4,400買取¥4,400買取¥4,600

買取¥2,200 買取¥3,400 買取¥4,000 買取¥3,800買取¥3,200

買取¥3,100


