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The Sinking City -ｼﾝｷﾝｸﾞ ｼﾃｨ- 5,000¥ 初回）仁王 コンプリートエディション 2,100¥ 戦国無双4 DX ¥3,600 Fit Boxing ¥3,900

ＡＲＫ：Ｓｕｒｖｉｖａｌ Ｅｖｏｌｖｅｄ 3,300¥ 進撃の巨人2FinalBattle 2,500¥ 二ﾉ国 白き聖灰の女王 REMASTERED　　 2,500¥ 蒼の彼方のフォーリズム ¥2,800 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 Fate/EXTELLA LINK ¥3,400

アイベヤ 1,300¥ 新サクラ大戦 6,000¥ Ｎｏ Ｍａｎ’ｓ Ｓｋｙ 2,500¥ アサシンクリードIII リマスター ¥2,500 不思議の幻想郷ＴＯＤ－ＲＥＬＯＡＤＥＤ－ ¥2,600

アウター・ワールド 3,500¥ スーパー・ストリート： The Game 2,100¥ 信長の野望 創造 2,000¥ イースⅧ－Ｌａｃｒｉｍｏｓａ ｏｆ ＤＡＮＡ－ ¥3,400 ＤＡＲＫ ＳＯＵＬＳ ＲＥＭＡＳＴＥＲＥＤ ¥2,000 不思議の幻想郷 -ﾛｰﾀｽﾗﾋﾞﾘﾝｽ- ¥2,300

アサシンクリード オデッセイ 3,700¥ 進め！キノピオ隊長 1,900¥ いけにえと雪のセツナ ¥2,400 Ｄａｒｋｅｓｔ Ｄｕｎｇｅｏｎ ¥1,900 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 ¥1,900

ＡＳＴＲＯ ＢＯＴ：ＲＥＳＣＵＥ ＭＩＳＳＩＯＮ 2,300¥ Star Wars ｼﾞｪﾀﾞｲ：ﾌｫｰﾙﾝ･ｵｰﾀﾞｰ 5,000¥ バイオハザード４ 1,300¥ VA-11 Hall-A ヴァルハラ ¥1,400 太鼓の達人 ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈば～じょん！ ¥4,000 Bloodstained：Ritual of the Night ¥3,600
ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ･ｸﾞﾚｲｽ -What color is your attribute?-　　 4,300¥ SNIPER ELITE V2 REMASTERED 2,800¥ バイオハザード５ 1,300¥ 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 ¥3,600 大乱闘スマッシュブラザーズ　ＳＰＥＣＩＡＬ ¥4,500 FLOWERS 四季 ¥4,600

アルティメット マーヴルＶＳカプコン３ 2,300¥ ゼノブレイド２  黄金の国イーラ 1,500¥ 婆裟羅コレクション 3,200¥ ウイニングポスト９ ¥3,600 ダライアス コズミックコレクション ¥2,900 ﾌﾟﾘﾃｨ･ﾌﾟﾘﾝｾｽ ﾏｼﾞｶﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ ¥2,900

イースⅧ－Ｌａｃｒｉｍｏｓａ ｏｆ ＤＡＮＡ－ 2,200¥ 戦極姫７　－戦雲つらぬく紅蓮の遺志－ 2,200¥ ファイナルファンタジーⅩ・Ⅹ－２ ＨＤリマスター 4,000¥ 嘘つき姫と盲目王子 ¥2,900 チャンピオンジョッキーＳｐｅｃｉａｌ ¥5,000 プロ野球  ファミスタ  エボリューション ¥2,900

eFootball ｳｲﾆﾝｸﾞｲﾚﾌﾞﾝ 2020 3,800¥ 戦国無双４ 1,500¥ FIFA 20 4,300¥ 映画すみっｺぐらし とびだす絵本とひみつのｺ ｹﾞｰﾑであそぼう! ¥2,800 超･逃走中＆超･戦闘中 ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ ¥2,400 牧場物語 再会のﾐﾈﾗﾙﾀｳﾝ ¥3,400
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 2,700¥ 不思議の幻想郷ＴＯＤ－ＲＥＬＯＡＤＥＤ－ 2,300¥ ＳＤガンダム ジージェネレーション ジェネシス ¥4,400 チョコボﾞの不思議なダンジョン エブリバディ！ ¥2,300 ポケットモンスター Ｌｅｔ’ｓ Ｇｏ！イーブイ ¥2,500

EVE rebirth terror 4,100¥ DARK SOULS II -SCHOLAR OF THE FIRST SIN- 2,600¥ Bloodstained：Ritual of the Night 2,800¥ SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ ¥5,600 釣りスピリッツ ¥4,100 ポケットモンスター Ｌｅｔ’ｓ Ｇｏ！ピカチュウ ¥2,500
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¥ プレイグ テイル -イノセンス- 4,100¥ 大神 絶景版 ¥1,800 ﾃﾞｨｱﾌﾞﾛ III ｴﾀｰﾅﾙｺﾚｸｼｮﾝ ¥4,100 星のカービィ スターアライズ ¥3,200

エイリアン・アイソレーション 2,800¥ ＤＡＲＫ  ＳＯＵＬＳ  ＲＥＭＡＳＴＥＲＥＤ 1,800¥ ヘッドライナー：ノヴィニュース 2,400¥ オーバーウォッチ レジェンダリー・エディション ¥3,200 ディズニー ツムツム フェスティバル ¥3,700 ポッ拳 ＰＯＫＫＥＮ ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ ＤＸ ¥3,000

A列車で行こうExp.+ 5,000¥ ﾀﾞｲｲﾝｸﾞﾗｲﾄ ｻﾞ・ﾌｫﾛｲﾝｸﾞ　ｴﾝﾊﾝｽﾄﾞ・ｴﾃﾞｨｼｮﾝ 2,100¥ ボーダーランズ3 4,100¥ ｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞ 巨大ﾒｶ大乱闘 ｽｰﾊﾟｰﾁｬｰｼﾞｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥2,600 テイルズ オブ ヴェスペリアREMASTER ¥3,200 Hollow Knight ¥2,400

SDｶﾞﾝﾀﾞﾑ ｼﾞｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ ｸﾛｽﾚｲｽﾞ 5,500¥ 太鼓の達人 セッションでドドンがドン！ 2,900¥ HOMESWEETHOME 1,800¥ オメガラビリンス　ライフ ¥3,000 DEAD OR ALIVE Xtreme3 Scarlet ¥3,500

FIA ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾄﾗｯｸﾚｰｼﾝｸﾞ･ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ 3,200¥ 大戦略パーフェクト４．０ 3,500¥ ポケットモンスター Ｌｅｔ’ｓ Ｇｏ！ピカチュウ 2,500¥ DEADORSCHOOL ¥2,600 マインクラフト ¥2,300

F1 2019 4,600¥ Dusk Diver 酉閃町 -ﾀﾞｽｸﾀﾞｲﾊﾞｰ ﾕｳｾﾝﾁｮｳ- 2,300¥ Hollow Knight 2,400¥ 塊魂アンコール ¥1,600 デッド バイ デイライト [公式日本版]　　　　 ¥2,300 魔界戦記ディスガイア5 ¥4,100

大神 絶景版 1,300¥ たべごろ! ｽｰﾊﾟｰﾓﾝｷｰﾎﾞｰﾙ 1,600¥ Ghostbusters： The Video Game Remastered ¥2,700 テトリス 99　　　　　　　　　　　　 ¥1,700 ﾏﾘｵ＆ｿﾆｯｸ AT 東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ ¥3,900

オーバーウォッチ オリジンズ・エディション 2,400¥ ダンガンロンパ１・２ Ｒｅｌｏａｄ 2,100¥ 魔界戦記ﾃﾞｨｽｶﾞｲｱ4 Return 2,900¥ ゴッドイーター3 ¥3,200 DAEMON X MACHINA ¥3,600 マリオカート8 デラックス ¥4,000

お姉チャンバラORIGIN 5,000¥ チョコボﾞの不思議なダンジョン エブリバディ！ 1,800¥ ﾐｭｰﾀﾝﾄ･ｲﾔｰ･ｾﾞﾛ：ﾛｰﾄﾞ･ﾄｩ･ｴﾃﾞﾝ ﾃﾞﾗｯｸｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ 2,900¥ 東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ The Official Video Game ¥3,100 マリオテニスエース ¥2,900

月に寄りそう乙女の作法～ひだまりの日々～ 2,600¥ みんなのどうぶつしょうぎ 1,600¥ Summer Pockets ¥3,900 トトリのアトリエ～アーランドの錬金術士～ＤＸ ¥2,600 ﾐｭｰﾀﾝﾄ･ｲﾔｰ･ｾﾞﾛ ﾛｰﾄﾞ･ﾄｩ･ｴﾃﾞﾝ ﾃﾞﾗｯｸｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥3,100

キングダムカム･デリバランス 3,100¥ ﾃﾞｨｱﾌﾞﾛ III ｴﾀｰﾅﾙｺﾚｸｼｮﾝ 4,100¥ 無双ＯＲＯＣＨＩ２ Ｕｌｔｉｍａｔｅ 2,100¥ SAMURAI SPIRITS ¥4,300 ドラえもん のび太の牧場物語　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥3,100 無双ＯＲＯＣＨＩ２ Ｕｌｔｉｍａｔｅ ¥2,800

Ghostbusters： The Video Game Remastered 2,700¥ ディアブロⅢリーパー・オブ・ソウルズ アルティメット イビル エディション 1,900¥ メルキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,700¥ ジ・エルダースクロールズⅤ：スカイリム ¥3,700 ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S ¥4,800 メガアクアリウム ¥2,200

ＧＨＯＳＴ ＲＥＣＯＮ ＷＩＬＤＬＡＮＤＳ 1,700¥ DEEMO -Reborn-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,600¥ MotoGP 19 4,000¥ 実況パワフルプロ野球 ¥3,500 ドラゴンクエストヒーローズI・II ¥4,400 モンスターハンターダブルクロス ¥2,400

ＣＯＤＥ  ＶＥＩＮ 2,700¥ ﾃﾞｨｳﾞｨﾆﾃｨ：ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ｼﾝ 2 ﾃﾞｨﾌｨﾆﾃｨﾌﾞｴﾃﾞｨｼｮﾝ 4,900¥ MONKEY KING ﾋｰﾛｰ･ｲｽﾞ･ﾊﾞｯｸ 2,500¥ スーパーマリオ  オデッセイ ¥2,900 ドラゴンズドグマ：ダークアリズン ¥1,800

ｺｰﾙ ｵﾌﾞ ﾃﾞｭｰﾃｨ ﾓﾀﾞﾝ･ｳｫｰﾌｪｱ 4,100¥ 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¥ 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 3,900¥ スーパーマリオパーティ ¥4,100 妖怪ウォッチ1 for Nintendo Switch ¥3,200

CONTROL 4,100¥ DEAD OR SCHOOL 2,100¥ スーパーマリオメーカー２ ¥3,900 二ﾉ国 白き聖灰の女王 for Nintendo Switch ¥2,300 妖怪ウォッチ4++ ¥4,000

東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ The Official Video Game 2,800¥ 妖怪ウォッチ4++ 4,000¥ 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 ¥4,400 New スーパーマリオブラザーズ U デラックス ¥3,700

サイレントVR (PSVR専用)　　 2,000¥ 東京喰種ﾄｰｷｮｰｸﾞｰﾙ：re CALL to EXIST 4,300¥ スーパーロボット大戦T ¥2,800 ニンジャボックス ¥2,700 ライザのアトリエ -常闇の女王と秘密の隠れ家- ¥4,700

SAMURAISPIRITS 2,900¥ TOKYO CHRONOS (PSVR専用) 1,700¥ ライザのアトリエ -常闇の女王と秘密の隠れ家- 4,000¥ 進め！キノピオ隊長 ¥1,900 信長の野望・創造 with パワーアップキット ¥6,000 ラングリッサー I＆II ¥2,000

シェンムーIII 　リテールDay1エディション 3,600¥ ドラゴンクエストⅩⅠ  過ぎ去りし時を求めて 1,900¥ ラズベリーキューブ 2,200¥ スター・ウォーズ　ピンボール ¥2,700 リディー＆スールのアトリエ～不思議な絵画の錬金術士～ ¥2,700

シタデル：永炎の魔法と古の城塞 4,100¥ TRAVIS STRIKES AGAIN： NO MORE HEROES COMPLETE EDITION　　　 1,800¥ リディー＆スールのアトリエ～不思議な絵画の錬金術士～ 2,700¥ 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 バイオハザード オリジンズコレクション ¥2,000 リングフィット　アドベンチャー ¥5,500

実況パワフルプロ野球２０１８ 2,800¥ トロピコ６ 4,600¥ 龍が如く３ 2,100¥ すばらしきこのせかい－Ｆｉｎａｌ Ｒｅｍｉｘ－ ¥1,700 ＰＥＡＣＨ ＢＡＬＬ 閃乱カグラ ¥1,900 ルイージマンション３ ¥4,000

ｼﾄﾞﾏｲﾔｰｽﾞ ｼｳﾞｨﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ 6 4,100¥ 龍が如く5 夢、叶えし者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,100¥ 聖剣伝説コレクション ¥2,700 ひぐらしのなく頃に 奉 ¥3,600 ルーンファクトリー４ スペシャル ¥3,000

JUDGE EYES 死神の遺言 2,100¥ ＮｉｅＲ：Ａｕｔｏｍａｔａ 2,200¥ 龍が如く 維新！ 1,800¥ ゼノブレイド２ ¥4,000 ファイアーエムブレム無双 ¥3,100 ルルアのアトリエ アーランドの錬金術士4 ¥3,800

十三機兵防衛圏 5,800¥ 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 2,700¥ ゼノブレイド２  黄金の国イーラ ¥1,500 ファイナルファンタジーX/X-2HD リマスター ¥3,900

白き鋼鉄のX THE OUT OF GUNVOLT 2,200¥ Need for Speed Heat 4,500¥ ワンピース 海賊無双３ デラックスエディション 3,800¥ ゼルダ無双  ハイラルオールスターズＤＸ ¥3,200 ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ ¥3,100 ワンピース 海賊無双３ デラックスエディション ¥3,800
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12月9日(月)現在ＺＥＳＴ　ゲームソフト高価買取リスト 12月9日(月)現在 ＺＥＳＴ　ゲームソフト高価買取リスト

Ｐ　Ｓ　４　買　取　強　化　中 ニ　ン　テ　ン　ド　ー　ス　イ　ッ　チ　買　取　強　化　中
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☆ ゼスト所沢店 ☆ ゼスト草加店 ☆ ゼスト横浜戸塚店  ☆ｾﾞｽﾄ大宮宮原店☆

★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。

☆ ゼスト市原店 ☆ ゼスト習志野店 ☆ ゼスト木更津店 ☆ ゼスト大和店 ☆ ゼスト相模原店 ☆
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