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白き鋼鉄のX THE OUT OF GUNVOLT　 2,200¥ 初音ミク Ｐｒｏｊｅｃｔ ＤＩＶＡ Ｆｕｔｕｒｅ Ｔｏ 4,800¥ スーパーマリオ  オデッセイ ¥3,100 Dragon Marked For Death ¥2,000
ＡＲＫ：Ｓｕｒｖｉｖａｌ Ｅｖｏｌｖｅｄ 3,600¥ 進撃の巨人2FinalBattle 2,900¥ 春音アリス*グラム Snow Drop 2,100¥ アサシンクリードIII リマスター ¥2,700 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 Truberbrook ¥2,000
ｱｳﾀｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ 4,400¥ 真・三國無双７ Ｅｍｐｉｒｅｓ 2,300¥ ひぐらしのなく頃に 奉 3,300¥ ASTRALCHAIN ¥4,000 スーパーマリオパーティ ¥4,100
アサシンクリード オデッセイ 3,700¥ シンソウノイズ　 -受信探偵の事件簿- 2,600¥ ピックスアーク 2,600¥ アライアンス・アライブ　 HDリマスター ¥4,400 スーパーマリオメーカー２ ¥4,300 New スーパーマリオブラザーズ U デラックス ¥3,700
アサシンクリード  オリジンズ　　　　　　　　　　　　　　 2,100¥ 深夜廻 2,900¥ ファーミングシミュレーター19 3,100¥ VA-11 Hall-A ヴァルハラ ¥2,100 スーパーロボット大戦V ¥4,800 ニンジャボックス ¥2,700
ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ･ｸﾞﾚｲｽ -What color is your attribute?-　　 4,300¥ ｽｷとｽｷとでｻﾝｶｸ恋愛 2,000¥ ファイナルファンタジーⅩ・Ⅹ－２ ＨＤリマスター 4,500¥ ｳｨｯﾁｬｰ3 ﾜｲﾙﾄﾞﾊﾝﾄ ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥4,100 スーパーロボット大戦T ¥3,000 ノラと皇女と野良猫ハート２ ¥3,100
アライアンス・アライブ　 HDリマスター 4,000¥ スターデューバレー コレクターズ・エディション 1,800¥ FIFA 20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,500¥ ウイニングポスト９ ¥3,600 ｽｰﾊﾟｰﾛﾎﾞｯﾄ大戦T ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱﾆﾒｿﾝｸﾞ＆ｻｳﾝﾄﾞｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥4,800
ＵＮＤＥＲＴＡＬＥ 2,700¥ スパイクバレーボール 4,000¥ Bloodstained：Ritual of the Night 3,500¥ AI： ソムニウム　ファイル ¥4,500 スターデューバレー コレクターズ・エディション ¥2,700 バイオハザード オリジンズコレクション ¥2,000
イース　セルセタの樹海：改 2,100¥ スピンタイヤ：マッドランナー 2,500¥ FLOWERS 四季 3,000¥ ＳＤガンダム ジージェネレーション ジェネシス ¥4,400 Ｓｐｌａｔｏｏｎ２ ¥3,500 ピックスアーク ¥2,800
eFootball ｳｲﾆﾝｸﾞｲﾚﾌﾞﾝ 2020 3,900¥ フルキス 2,300¥ NBA2K20 ¥4,100 絶体絶命都市4 Plus -Summer Memories-　 ¥3,800 ファイアーエムブレム 風花雪月 ¥4,700
EVE rebirth terror 4,100¥ 戦極姫７　－戦雲つらぬく紅蓮の遺志－ 3,100¥ プロ野球スピリッツ2019 3,400¥ OPUSコレクション 地球計画+魂の架け橋 ¥2,100 ＸＥＮＯＢＬＡＤＥ２ ¥4,100 ファイナルファンタジー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 3,000¥ ボーダーランズ3 4,400¥ 鬼武者 ¥2,100 ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド ¥4,500 ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ ¥3,100
ウィザーズ シンフォニー 2,000¥ 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¥ HOMESWEETHOME 2,200¥ オメガヴァンパイア ¥3,500 ｾﾞﾙﾀﾞの伝説 夢をみる島 ¥4,000 V-Rally 4 ¥2,900
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 3,400¥ DARK SOULS III THE FIRE FADES EDITION 3,200¥ ｵﾒｶﾞﾗﾋﾞﾘﾝｽ ﾗｲﾌ ¥3,500 ｾﾞﾙﾀﾞの伝説 夢をみる島 ARTBOOK SET ¥4,600 Fate/EXTELLA LINK ¥3,100
AI： ソムニウム　ファイル 4,600¥ 大図書館の羊飼い -Library Party- 2,400¥ みんなのGOLF VR 2,100¥ ゼルダ無双  ハイラルオールスターズＤＸ　　　　　　　　　　　 ¥3,100 不思議の幻想郷 -ﾛｰﾀｽﾗﾋﾞﾘﾝｽ- ¥3,200
NG(エヌジー) 3,000¥ Dusk Diver 酉閃町 -ﾀﾞｽｸﾀﾞｲﾊﾞｰ ﾕｳｾﾝﾁｮｳ- 2,800¥ みんなのどうぶつしょうぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,500¥ ガールズ＆パンツァー ドリームタッグマッチDX ¥4,300 戦国無双4 DX ¥3,600 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
NBA 2K20 4,100¥ ダンガンロンパ１・２ Ｒｅｌｏａｄ 2,100¥ 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 1,700¥ Caligula Overdose ¥2,500 ゾイドワイルドキング オブ ブラスト ¥2,700 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
F1 2019 4,700¥ チーム ソニックレーシング 2,000¥ メモリーズ オフ　-Innocent Fille- for Dearest 3,100¥ GIGA WRECKER ALT. ¥2,100 ソード・アート・オンライン ﾎﾛｳ･ﾘｱﾘｾﾞｰｼｮﾝ DELUXE EDITION ¥3,100 Bloodstained：Ritual of the Night ¥3,600
オーバーウォッチ オリジンズ・エディション 2,900¥ チョコボﾞの不思議なダンジョン エブリバディ！ 1,900¥ メルキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,500¥ きみのまちﾎﾟﾙﾃｨｱ ¥2,400 牧場物語 再会のﾐﾈﾗﾙﾀｳﾝ ¥3,400

DEADORSCHOOL 2,100¥ MotoGP 19 5,000¥ 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 僕の彼女は人魚姫!? My Girlfriend is a Mermaid!? ¥1,700
かりぐらし恋愛 2,300¥ Ｄｅｖｉｌ Ｍａｙ Ｃｒｙ ＨＤコレクション 1,700¥ MONKEY KING ﾋｰﾛｰ･ｲｽﾞ･ﾊﾞｯｸ 2,700¥ GUILTY GEAR 20th ANNIVERSARY PACK ¥1,900 Dusk Diver 酉閃町 -ﾀﾞｽｸﾀﾞｲﾊﾞｰ ﾕｳｾﾝﾁｮｳ- ¥2,600
キングダムカム･デリバランス 3,900¥ 東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ The Official Video Game 2,900¥ 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 4,400¥ 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 ＤＡＲＩＵＳ ＣＯＺＭＩＣ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ¥2,900 MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3： The Black Order ¥3,600
ケムコRPGセレクション Vol.2 1,900¥ TOKYO CHRONOS (PSVR専用)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,600¥ CLANNAD ¥3,100 チーム ソニックレーシング ¥2,700 マリオカート8 デラックス ¥4,000
ゴーストリコン　ブレイクポイント 5,400¥ ドラゴンクエストⅩⅠ  過ぎ去りし時を求めて 2,300¥ 夢現Re：Master 2,900¥ ゲーム　ドラえもん のび太の月面探査記 ¥2,000 チョコボﾞの不思議なダンジョン エブリバディ！ ¥2,300 メモリーズ オフ　-Innocent Fille- for Dearest ¥2,700
ＧＨＯＳＴ ＲＥＣＯＮ ＷＩＬＤＬＡＮＤＳ 2,000¥ ドラゴンボール ゼノバース２ デラックスエディション 2,500¥ ｺﾞｯﾄﾞｲｰﾀｰ3 ¥4,100 釣りスピリッツ ¥4,100
ＣＯＤＥ  ＶＥＩＮ 4,300¥ ドラゴンボール ファイターズ デラックスエディション 2,500¥ ライアン・マークス リベンジミッション (PSVR専用)3,000 この世の果てで恋を唄う少女 YU-NO ¥2,900 ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ ﾂﾑﾂﾑ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ¥3,700 ゆのはなSpRING! -Mellow Times- ¥3,300
コール・オブ・クトゥルフ 2,500¥ TRAVIS STRIKES AGAIN： NO MORE HEROES COMPLETE EDITION　　　 2,400¥ ライザのアトリエ -常闇の女王と秘密の隠れ家-5,000 CONTRA ROGUE CORPS (魂斗羅 ﾛｰｸﾞ ｺｰﾌﾟｽ) ¥3,200 テイルズ オブ ヴェスペリアREMASTER ¥3,200 妖怪ウォッチ1 for Nintendo Switch ¥3,200
Ｃ・Ｏ・Ｄ  モダン・ウォーフェア  リマスタード 2,200¥ 三色絵恋-Tricolour Lovestory- 3,600¥ ライフ イズ ストレンジ 1,500 ﾃﾞｼﾞﾓﾝｽﾄｰﾘｰ ｻｲﾊﾞｰｽﾙｩｰｽ ﾊｯｶｰｽﾞﾒﾓﾘｰ ¥3,800 ヨッシークラフトワールド ¥3,400
ｺｰﾙ ｵﾌﾞ ﾃﾞｭｰﾃｨ ﾓﾀﾞﾝ･ｳｫｰﾌｪｱ 5,200¥ Truberbrook 2,000¥ ラズベリーキューブ 2,300 彩京 SHOOTING LIBRARY Vol.1 ¥2,200 DEAD OR ALIVE Xtreme3 Scarlet ¥3,500
CONTRA ROGUE CORPS (魂斗羅 ﾛｰｸﾞ ｺｰﾌﾟｽ) 2,300¥ トロピコ６ 4,700¥ 龍が如く３ 2,100 彩京 SHOOTING LIBRARY Vol.2 ¥2,200 DEADORSCHOOL ¥2,600 ライザのアトリエ -常闇の女王と秘密の隠れ家-　　　　　　　　　　　 ¥5,000

龍が如く5 夢、叶えし者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,100 Summer Pockets ¥3,900 Dead by Daylight [公式日本版]　　　　 ¥2,500 ラズベリーキューブ ¥2,900
ｻｲﾚﾝﾄVR (PSVR専用)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,300¥ 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 2,800¥ ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団 3,300 実況パワフルプロ野球 ¥3,400 TETRIS 99　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥1,700 LA-MULANA2(ﾗ･ﾑﾗｰﾅ2) ¥2,100
サドン ストライク４ 2,300¥ 初回）仁王 コンプリートエディション 2,300¥ ルルアのアトリエ アーランドの錬金術士4 3,000 STEINS;GATE ダイバージェンシズ アソート ¥3,100 DAEMON X MACHINA ¥5,000 ラングリッサー I＆II ¥2,000
SAMURAISPIRITS 3,300¥ 二ﾉ国 白き聖灰の女王 REMASTERED　　 2,600¥ ＲＡＩＮＢＯＷ ＳＩＸ ＳＩＥＧＥ 1,500 白き鋼鉄のX THE OUT OF GUNVOLT ¥2,100 東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ The Official Video Game ¥2,900 リングフィット　アドベンチャー ¥5,500
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 2,700¥ 信長の野望 大志 with パワーアップキット 4,900¥ レゴ　ムービー２　ザ・ゲーム 2,100 進撃の巨人2FinalBattle ¥4,300 トライアルズライジング ¥2,100 ルーンファクトリー４ スペシャル ¥3,000
実況パワフルプロ野球２０１８ 2,800¥ ロックマンＸアニバーサリーコレクション１＋２ 2,100 神獄塔 メアリスケルター２ ¥3,700 ドラえもん のび太の牧場物語 ¥4,000 ルルアのアトリエ アーランドの錬金術士4 ¥4,000
シティーズ：スカイライン 2,700¥ バイオハザード４ 1,300¥ 真 流行り神1･2ﾊﾟｯｸ ¥2,900 ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S ¥5,000 レゴ ムービー2 ザ･ゲーム ¥1,400
JUDGE EYES 死神の遺言（初期パッケージ） 3,100¥ バイオハザード６ 1,600¥ WORLD WAR Z　　　　　　　　　　　　　 3,200 スーパードラゴンボールヒーローズ ワールドミッション ¥2,400 ドラゴンズドグマ：ダークアリズン ¥1,800 レミロア -少女と異世界と魔導書- ¥1,700
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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

10月21日(月)現在ZEST ゲームソフト高価買取リスト10月21日(月)現在ZEST ゲームソフト高価買取リスト
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