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シンソウノイズ　 -受信探偵の事件簿- ¥3,400 バイオハザード６ ¥1,600 真 流行り神1･2ﾊﾟｯｸ ¥2,900 ネコ・トモ ¥2,500
ｱｽﾞｰﾙﾚｰﾝ ｸﾛｽｳｪｰﾌﾞ 4,500¥ 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 ¥2,600 ネルケと伝説の錬金術士たち～新たな大地のアトリエ～ ¥2,100
甘えかたは彼女なりに。 2,200¥ ｽｷとｽｷとでｻﾝｶｸ恋愛 ¥2,000 初音ミク Ｐｒｏｊｅｃｔ ＤＩＶＡ Ｆｕｔｕｒｅ Tone DX ¥4,200 蒼の彼方のフォーリズム ¥2,800 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 ¥2,600 信長の野望・創造 with パワーアップキット ¥5,700
ＵＮＤＥＲＴＡＬＥ 2,300¥ スナイパー ゴーストウォリアー３ ¥3,100 春音ｱﾘｽ*ｸﾞﾗﾑ Snow Drop ¥2,100 ｱｻｼﾝ ｸﾘｰﾄﾞIII ﾘﾏｽﾀｰ ¥2,700 スーパーマリオパーティ ¥4,100
イースⅧ－Ｌａｃｒｉｍｏｓａ ｏｆ ＤＡＮＡ－ 2,200¥ スパイクバレーボール ¥4,000 ひぐらしのなく頃に 奉 ¥3,000 ASTRALCHAIN ¥5,000 ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾒｰｶｰ2 ¥4,300 ﾊﾞｲｵﾊｻﾞｰﾄﾞ ｵﾘｼﾞﾝｽﾞｺﾚｸｼｮﾝ ¥2,000
イース　セルセタの樹海：改 2,000¥ 絶対絶望少女ダンガンロンパ Ａｎｏｔｈｅｒ Ｅｐｉｓｏｄ ¥1,600 ピックスアーク ¥2,600 いけにえと雪のセツナ ¥2,400 ｽｰﾊﾟｰﾛﾎﾞｯﾄ大戦T ¥3,000 バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション ¥1,600
EVE rebirth terror 4,100¥ ＺＥＲＯ ＥＳＣＡＰＥ 刻のジレンマ ¥1,400 ﾌｧｰﾐﾝｸﾞｼﾐｭﾚｰﾀｰ19 ¥3,100 VA-11 Hall-A ヴァルハラ ¥2,100 進め！キノピオ隊長 ¥1,800 ﾌｧｲｱｰｴﾑﾌﾞﾚﾑ 風花雪月 ¥4,300
イモータル：アンチェインド 3,900¥ 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Ⅹ・Ⅹ－２ ＨＤリマスター ¥4,500 ｳｲﾆﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ9 ¥3,600 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X/X-2HD ﾘﾏｽﾀｰ ¥4,100
VA-11 Hall-A ヴァルハラ 1,300¥ 戦国無双4 DX ¥2,200 ファイナルファンタジーⅩⅡ ザ ゾディアック エイジ ¥2,800 ＳＤガンダム ジージェネレーション ジェネシス ¥4,100 Ｓｐｌａｔｏｏｎ２ ¥3,600 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 ¥3,100
ヴァンプレイス：コールドソウル 2,300¥ ｿｰﾄﾞｱｰﾄ･ｵﾝﾗｲﾝ ﾌｪｲﾀﾙ･ﾊﾞﾚｯﾄ COMPLETE EDITION 3,400¥ フィリスのアトリエ～不思議な旅の錬金術士～ ¥2,600 NBA2K20 ¥4,100 すみっコぐらし すみっコパークへようこそ ¥2,900 V-Rally 4 ¥3,400
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¥ FATAL TWELVE ¥2,700 大神 絶景版 ¥1,800 聖剣伝説コレクション ¥2,600 不思議の幻想郷 -ﾛｰﾀｽﾗﾋﾞﾘﾝｽ- ¥3,900
ウォーキング・デッド 1,200¥ 太鼓の達人 セッションでドドンがドン！ ¥3,400 不思議の幻想郷 -ﾛｰﾀｽﾗﾋﾞﾘﾝｽ- ¥2,800 オクトパストラベラー ¥3,600 ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド ¥4,500 ﾌﾗｲﾃﾞｰ･ｻﾞ･ｻｰﾃｨｰﾝｽ：ｻﾞ･ｹﾞｰﾑ ULTIMATE SLASHER ED 日本語版 ¥2,900
Ａ列車で行こうＥｘｐ．（エクスプレス） 3,300¥ 大図書館の羊飼い -Library Party- ¥2,400 FLOWERS 四季 ¥3,000 鬼ノ哭ク邦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥3,400 ゼルダ無双  ハイラルオールスターズＤＸ　　　　　　　　　　　¥2,900 ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ ｺﾝﾌﾘｸﾄ ﾌﾟﾚｼｬｽ ﾍﾞｲﾋﾞｰ ¥4,000
NG(ｴﾇｼﾞｰ) 3,000¥ 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4 DX ¥3,600 僕の彼女は人魚姫!? My Girlfriend is a Mermaid!? ¥1,700
NBA 2K20 4,100¥ 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! ¥2,000 プロ野球スピリッツ2019 ¥4,300 オメガヴァンパイア ¥3,500 戦場のヴァルキュリア４ ¥3,100 ポケットモンスター Ｌｅｔ’ｓ Ｇｏ！ピカチュウ ¥2,400
大神 絶景版 1,600¥ テイルズ・オブ・ベルセリア ¥1,700 Ｈｏｒｉｚｏｎ Ｚｅｒｏ Ｄａｗｎ コンプリートエディション ¥2,000 ｵﾒｶﾞﾗﾋﾞﾘﾝｽ ﾗｲﾌ ¥4,800 ｿﾞｲﾄﾞﾜｲﾙﾄﾞ ｷﾝｸﾞ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾗｽﾄ ¥2,700 星のカービィ スターアライズ ¥2,400
オーバーウォッチ オリジンズ・エディション 2,800¥ 鉄拳７ ¥2,400 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 ポッ拳 ＰＯＫＫＥＮ ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ ＤＸ ¥2,600
鬼ノ哭ク邦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,800¥ DEADORSCHOOL ¥2,300 みんなのGOLF VR ¥2,100 塊魂アンコール ¥1,700
お姉チャンバラＺ２～カオス～ 2,600¥ テトリス エフェクト ¥2,000 みんなのどうぶつしょうぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥2,500 ｷﾞｱ･ｸﾗﾌﾞ ｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ 2 ¥2,700 ＤＡＲＫ ＳＯＵＬＳ ＲＥＭＡＳＴＥＲＥＤ ¥2,000 MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3： The Black Order ¥3,800
OBDUCTION 2,000¥ Ｄｅｖｉｌ Ｍａｙ Ｃｒｙ ＨＤコレクション ¥1,700 無双ＯＲＯＣＨＩ２ Ｕｌｔｉｍａｔｅ ¥2,100 GUILTY GEAR 20th ANNIVERSARY PACK ¥1,900 太鼓の達人 ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈば～じょん！¥3,700 マインクラフト ¥2,300

テラリア ¥1,900 無双ＯＲＯＣＨＩ３ ¥2,100 ｷﾙﾗｷﾙ ｻﾞ･ｹﾞｰﾑ -異布- ¥3,700 大乱闘スマッシュブラザーズ　ＳＰＥＣＩＡＬ ¥4,300 マリオカート8 デラックス ¥4,000
かりぐらし恋愛 3,400¥ 東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ The Official Video Game ¥2,700 メタルギアソリッド５ グラウンド・ゼロズ＋ファントムペイン 1,600¥ 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 超･逃走中＆超･戦闘中 ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ ¥2,400 マリオテニスエース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥2,700
ｷﾝｸﾞﾀﾞﾑｶﾑ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾗﾝｽ 4,600¥ 東亰ザナドゥｅＸ＋ ¥2,000 ﾒﾓﾘｰｽﾞｵﾌ -Innocent Fille- for Dearest ¥3,100 ｸﾗｯｼｭ･ﾊﾞﾝﾃﾞｨｸｰ ﾚｰｼﾝｸﾞ ﾌﾞｯとびﾆﾄﾛ! ¥2,800 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! ¥2,300 メルルのアトリエ～アーランドの錬金術士～ＤＸ ¥2,000
グランツーリスモＳＰＯＲＴ 3,500¥ TOKYO CHRONOS (PSVR専用) ¥2,600 ﾓﾝｽﾀｰﾊﾝﾀｰﾜｰﾙﾄﾞ：ｱｲｽﾎﾞｰﾝﾏｽﾀｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥4,100 CLANNAD ¥3,100 釣りスピリッツ Nintendo Switchﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ¥3,800 ﾓﾝｽﾀｰﾊﾝﾀｰﾀﾞﾌﾞﾙｸﾛｽ ¥2,300
ｹﾑｺRPGｾﾚｸｼｮﾝ Vol.2 1,900¥ トトリのアトリエ～アーランドの錬金術士～ＤＸ ¥2,000 ｹﾞｰｾﾝﾗﾌﾞ。-ﾌﾟﾗｽ ﾍﾟﾝｺﾞ!-　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥3,000 ﾃﾞｨｱﾌﾞﾛ III ｴﾀｰﾅﾙｺﾚｸｼｮﾝ ¥3,900
ＧＨＯＳＴ ＲＥＣＯＮ ＷＩＬＤＬＡＮＤＳ 2,000¥ となりに彼女のいる幸せ～Ｔｗｏ Ｆａｒｃｅ～ ¥1,200 夢現Re：Master ¥3,100 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 ¥3,200 ﾖｯｼｰｸﾗﾌﾄﾜｰﾙﾄﾞ ¥3,200
ｺｰﾙ･ｵﾌﾞ･ｸﾄｩﾙﾌ 2,700¥ ドラゴンクエストⅩⅠ  過ぎ去りし時を求めて ¥2,500 ｺﾞｯﾄﾞｲｰﾀｰ3 ¥4,100 DEAD OR ALIVE Xtreme3 Scarlet ¥3,400 夜廻と深夜廻 ¥3,100

ドラゴンズドグマ：ダークアリズン ¥1,900 ﾗｲｱﾝ･ﾏｰｸｽ ﾘﾍﾞﾝｼﾞﾐｯｼｮﾝ (PSVR専用) ¥2,800 DEADORSCHOOL ¥2,600
SAMURAISPIRITS 3,300¥ 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 ¥2,500 Ｒｉｓｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｔｏｍｂ Ｒａｉｄｅｒ ¥2,900 彩京 SHOOTING LIBRARY Vol.1 ¥2,200 TETRIS 99　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥1,700 ラズベリーキューブ ¥2,900
三國志１３ ｗｉｔｈ パワーアップキット 4,600¥ 三色絵恋-Tricolour Lovestory- ¥3,900 ライフ イズ ストレンジ ¥2,100 彩京 SHOOTING LIBRARY Vol.2　　 ¥2,200 東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ The Official Video Game¥2,900 LA-MULANA2(ﾗ･ﾑﾗｰﾅ2) ¥2,100
ジ・エルダースクロールズⅤ：スカイリム ＶＲ 2,100¥ ラズベリーキューブ ¥2,100 Ｃｅｎｄｒｉｌｌｏｎ ｐａｌｉｋＡ ¥5,300 ドラえもん のび太の牧場物語　　　　　　　　　　　　　　　　　¥3,800 ﾗﾝｸﾞﾘｯｻｰ I＆II ¥2,000
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¥ ＮｉｅＲ：Ａｕｔｏｍａｔａ ¥2,500 ﾗﾋﾞﾘﾝｽ ﾗｲﾌ ¥2,100 ジ・エルダースクロールズⅤ：スカイリム ¥3,100 ﾄﾞﾗえもん のび太の牧場物語　　　　　　　　　　　　　　　　　¥4,000 LITTLE FRIENDS -DOGS ＆ CATS- ¥1,700
実況パワフルプロ野球２０１８ 2,800¥ 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 ¥3,900 LA-MULANA2(ﾗ･ﾑﾗｰﾅ2) ¥2,000 STEINS;GATE ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾞｪﾝｼｽﾞ ｱｿｰﾄ ¥3,200 ドラゴンクエストヒーローズI・II ¥4,200 ﾙｰﾝﾌｧｸﾄﾘｰ4ｽﾍﾟｼｬﾙ ¥2,900
シティーズ：スカイライン 2,700¥ 信長の野望 創造 戦国立位伝 2,000¥ 龍が如く３ ¥3,100 進撃の巨人２ ¥3,200 ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞﾄﾞｸﾞﾏ：ﾀﾞｰｸｱﾘｽﾞﾝ ¥1,800 ﾙﾙｱのｱﾄﾘｴ -ｱｰﾗﾝﾄﾞの錬金術士4- ¥4,000
JUDGE EYES 死神の遺言 3,100¥ 信長の野望 大志 with ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟｷｯﾄ ¥2,500 龍が如く5 夢、叶えし者 ¥1,600 進撃の巨人2FinalBattle ¥4,000 ドンキーコング  トロピカルフリーズ　　　　　　　　　　　　　¥2,500 ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞﾘｰﾌｨｯｼﾝｸﾞ ¥2,000
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ション 1,400¥ ＲＡＩＮＢＯＷ ＳＩＸ ＳＩＥＧＥ ¥1,500 神獄塔メアリースケルター２ ¥4,000 ﾚﾐﾛｱ -少女と異世界と魔導書- ¥1,700
ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン 4,800¥ バイオハザード４ ¥1,300 レゴ　ムービー２　ザ・ゲーム ¥2,100 真･三國無双7 with 猛将伝 DX ¥4,400 ＮＡＲＵＴＯ 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー ¥3,100
進撃の巨人2FinalBattle 3,500¥ バイオハザード５ ¥1,300 ロックマンＸアニバーサリーコレクション１＋２ ¥2,100 真・三國無双７ Ｅｍｐｉｒｅｓ ¥3,700 New ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ U ﾃﾞﾗｯｸｽ ¥3,600 ワンピース 海賊無双３ デラックスエディション ¥2,800
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★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。

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

9月2日(月)現在ZEST ゲームソフト高価買取リスト9月2日(月)現在ZEST ゲームソフト高価買取リスト

買取¥3,100


