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スーパー・ストリート： The Game 2,000¥ 信長の野望 創造ｗｉｔｈパワーアップキット 4,400¥ スプラトゥーン２ ¥3,300 ファイアーエムブレム 風花雪月 ¥3,400

ｱｰｼｬのｱﾄﾘｴ -黄昏の大地の錬金術士- DX 3,000¥ Star Wars ｼﾞｪﾀﾞｲ：ﾌｫｰﾙﾝ･ｵｰﾀﾞｰ 4,400¥ 信長の野望 創造 戦国立位伝 3,600¥ ｱｰｼｬのｱﾄﾘｴ -黄昏の大地の錬金術士- DX ¥3,000 聖剣伝説コレクション ¥2,600 ファイアーエムブレム無双 ¥3,000

アイベヤ 1,300¥ スナイパー ゴーストウォリアー３ 2,900¥ ＵＮＤＥＲＴＡＬＥ ¥3,100 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

アウター・ワールド 3,500¥ 戦極姫５～戦禍断つ覇王の系譜～ 1,400¥ バイオハザード４ 1,300¥ イースⅧ－Ｌａｃｒｉｍｏｓａ ｏｆ ＤＡＮＡ－ ¥3,400 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 ¥2,900 ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ ¥2,900

ｱﾝｾｽﾀｰｽﾞﾚｶﾞｼｰ 2,700¥ 戦極姫７　－戦雲つらぬく紅蓮の遺志－ 2,100¥ 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 Fit Boxing ¥3,900

ＵＮＤＥＲＴＡＬＥ 2,400¥ 戦国無双４ 1,500¥ バイオハザード６ 1,600¥ 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 ＤＡＲＫ ＳＯＵＬＳ ＲＥＭＡＳＴＥＲＥＤ ¥1,900 Fate/EXTELLA LINK ¥3,400

eFootball ｳｲﾆﾝｸﾞｲﾚﾌﾞﾝ 2020 3,600¥ 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¥ バイオハザード リベレーションズ２ 1,500¥ ｴｽｶ＆ﾛｼﾞｰのｱﾄﾘｴ -黄昏の空の錬金術士- DX ¥3,000 太鼓の達人 ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈば～じょん！ ¥3,400 不思議の幻想郷ＴＯＤ－ＲＥＬＯＡＤＥＤ－ ¥2,600

EVE rebirth terror 4,100¥ ソフィーのアトリエ～不思議な本の錬金術士～ 2,500¥ 婆裟羅コレクション 2,200¥ SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ ¥5,100 大乱闘スマッシュブラザーズ　ＳＰＥＣＩＡＬ ¥4,500 Bloodstained：Ritual of the Night ¥3,600

A列車で行こうExp.+ 5,000¥ 初音ミク Ｐｒｏｊｅｃｔ ＤＩＶＡ Ｆｕｔｕｒｅ Ｔｏ 4,200¥ ＳＤガンダム ジージェネレーション ジェネシス ¥4,000 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 インフィニト・コンバーテ ¥3,700 FLOWERS 四季 ¥4,600

ｴｽｶ＆ﾛｼﾞｰのｱﾄﾘｴ -黄昏の空の錬金術士- DX 3,000¥ ＤＡＲＫ  ＳＯＵＬＳ  ＲＥＭＡＳＴＥＲＥＤ 2,200¥ はつゆきさくら 3,800¥ エスプレイドﾞΨ ¥4,400 超･逃走中＆超･戦闘中 ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ ¥2,400 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

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 3,800¥ 太鼓の達人 セッションでドドンがドン！ 2,900¥ ファイナルファンタジーⅩⅡ ザ ゾディアック エイジ 2,600¥ オーバーウォッチ レジェンダリー・エディション ¥3,200 釣りスピリッツ ¥4,100 ヘッドライナー：ノヴィニュース ¥2,400

エスプレイドﾞΨ 4,100¥ 大戦略 大東亜興亡史３ 第二次世界大戦勃発！～枢軸軍対連合軍 3,000¥ FIFA 20 3,800¥ 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 ﾃﾞｨｱﾌﾞﾛ III ｴﾀｰﾅﾙｺﾚｸｼｮﾝ ¥3,900 ペトゥーンパーティ ¥2,100

お姉チャンバラORIGIN 3,100¥ D.C.4-ﾀﾞ･ｶｰﾎﾟ4- 5,000¥ Bloodstained：Ritual of the Night 2,400¥ オクトパストラベラー ¥3,400 ディズニー ツムツム フェスティバル ¥3,300 ＢＡＹＯＮＥＴＴＡ２ ¥3,100

探偵神宮寺三郎 ＰＲＩＳＭ ＯＦ ＥＹＥＳ 1,900¥ プレイグ テイル -イノセンス- 4,100¥ オメガラビリンス　ライフ ¥2,800 テイルズ オブ ヴェスペリアREMASTER ¥3,200 牧場物語 再会のﾐﾈﾗﾙﾀｳﾝ ¥3,400

神田川JET GIRLS 4,900¥ チョコボﾞの不思議なダンジョン エブリバディ！ 1,500¥ ヘッドライナー：ノヴィニュース 1,900¥ 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 ¥3,100 ポケットモンスター Ｌｅｔ’ｓ Ｇｏ！イーブイ ¥2,500

キングダムカム･デリバランス 2,500¥ 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¥ void tRrLM(); //ﾎﾞｲﾄﾞ･ﾃﾗﾘｳﾑ 4,400¥ ｶﾌﾟｺﾝ ﾍﾞﾙﾄｱｸｼｮﾝ ｺﾚｸｼｮﾝ ¥1,700 鉄道にっぽん! 路線たび 叡山電車編 ¥4,000 ポケットモンスター Ｌｅｔ’ｓ Ｇｏ！ピカチュウ ¥2,500

ＧｒａｎｄＴｈｅｆｔＡｕｔｏⅤ 1,700¥ ＤＪＭＡＸ ＲＥＳＰＥＣＴ 1,800¥ ボーダーランズ3 3,300¥ ギア・クラブ　アンリミテッド２ ¥2,500 DEAD OR ALIVE Xtreme3 Scarlet ¥3,700 星のカービィ スターアライズ ¥3,200

Ghostbusters： The Video Game Remastered 2,700¥ DEEMO -Reborn-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,100¥ Ｂｏｒｄｅｒｌａｎｄｓ ダブルデラックスコレクション 1,400¥ 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! ¥1,700 デッド バイ デイライト [公式日本版]　　　　 ¥2,200 ポッ拳 ＰＯＫＫＥＮ ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ ＤＸ ¥3,000

コール・オブ・クトゥルフ 2,400¥ DEAD OR SCHOOL 2,100¥ HOMESWEETHOME 1,800¥ 幻影異聞録♯FE Encore ¥4,600 DAEMON X MACHINA ¥3,100 Hollow Knight ¥2,400

ｺｰﾙ ｵﾌﾞ ﾃﾞｭｰﾃｨ ﾓﾀﾞﾝ･ｳｫｰﾌｪｱ 3,800¥ Dead by Daylight 2,800¥ Hollow Knight 2,200¥ Ghostbusters： The Video Game Remastered ¥2,400 テラリア ¥2,200

CONTROL 3,000¥ Ｄｅｖｉｌ Ｍａｙ Ｃｒｙ ＨＤコレクション 1,400¥ ゴッドイーター3 ¥2,800 トトリのアトリエ～アーランドの錬金術士～ＤＸ ¥2,600 マインクラフト ¥2,300

東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ The Official Video Game 2,800¥ MISTOVER 3,400¥ ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S ¥4,200 ﾏﾘｵ＆ｿﾆｯｸ AT 東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ ¥3,400

ザ・キング・オブ・ファイターズ14 2,600¥ 東京喰種ﾄｰｷｮｰｸﾞｰﾙ：re CALL to EXIST 3,600¥ 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 2,300¥ 彩京 SHOOTING LIBRARY Vol.1 ¥2,200 ドラゴンクエストヒーローズI・II ¥4,400 マリオカート8 デラックス ¥4,200

The Surge 2 5,000¥ 東亰ザナドゥｅＸ＋ 1,800¥ 無双OROCHI3 Ultimate 4,800¥ SAMURAI SPIRITS ¥3,600 ドラゴンズドグマ：ダークアリズン ¥1,700 マリオテニスエース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥2,900

三國志14 5,600¥ 慟哭 そして… 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 1,400¥ ジ・エルダースクロールズⅤ：スカイリム ¥3,700 ドンキーコング  トロピカルフリーズ　　　　　　　　　　　　　 ¥2,200 MISTOVER ¥3,400
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¥ 東方深秘録～Ｕｒｂａｎ Ｌｅｇｅｎｄ ｉｎ Ｌｉｍｂｏ．～ 2,300¥ 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 3,400¥ ｼｬﾘｰのｱﾄﾘｴ -黄昏の海の錬金術士- DX ¥3,000 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

シェンムーIII 　リテールDay1エディション 2,900¥ ドラゴンズドグマ：ダークアリズン 1,600¥ 進撃の巨人2FinalBattle ¥3,700 ＮＡＲＵＴＯ 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー ¥3,400 無双ＯＲＯＣＨＩ２ Ｕｌｔｉｍａｔｅ ¥2,800

シタデル：永炎の魔法と古の城塞 2,500¥ ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙZ KAKARO 5,000¥ やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。＆続おまとめセット 4,000¥ スーパー・ストリート： The Game ¥2,000 二ﾉ国 白き聖灰の女王 for Nintendo Switch ¥2,100 無双OROCHI3 Ultimate ¥4,400

シティーズ：スカイライン 2,500¥ ドラゴンボール ゼノバース２ デラックスエディション 2,300¥ 妖怪ウォッチ4++ 3,600¥ 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 ¥2,000 New スーパーマリオブラザーズ U デラックス ¥3,700 メガアクアリウム ¥2,200

ｼﾄﾞﾏｲﾔｰｽﾞ ｼｳﾞｨﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ 6 3,900¥ 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¥ スーパーマリオ  オデッセイ ¥2,700 ニンジャボックス ¥2,700

JUDGE EYES 死神の遺言(初期パッケージ） 2,000¥ トロピコ６ 3,800¥ ライフ イズ ストレンジ 1,400¥ スーパーマリオパーティ ¥4,100 東北大学加齢医学研究所 川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のNSﾄﾚ-ﾆﾝｸﾞ ¥2,000 妖怪ウォッチ4++ ¥4,000

ｼｬﾄﾞｳ ｵﾌﾞ ｻﾞ ﾄｩｰﾑﾚｲﾀﾞｰ ﾃﾞｨﾌｨﾆﾃｨﾌﾞｴﾃﾞｨｼｮﾝ 2,800¥ 龍が如く３ 2,100¥ スーパーマリオメーカー２ ¥3,900 ノラと皇女と野良猫ハート ＨＤ ¥2,800 ヨッシークラフトワールド ¥2,600

ｼｬﾘｰのｱﾄﾘｴ -黄昏の海の錬金術士- DX 3,000¥ 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7 光と闇の行方 5,600¥ ｽｰﾊﾟｰﾛﾎﾞｯﾄ大戦X ¥5,100 ノラと皇女と野良猫ハート２ ¥3,100
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¥ 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 2,500¥ 龍が如く 維新！ 1,800¥ スーパーロボット大戦T ¥2,600 ライザのアトリエ -常闇の女王と秘密の隠れ家- ¥4,100

十三機兵防衛圏 5,500¥ Need for Speed Heat 4,500¥ Ｒｅｗｒｉｔｅ 1,800¥ 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 バイオハザード オリジンズコレクション ¥2,000 ﾙｲｰｼﾞﾏﾝｼｮﾝ3 ¥4,000

進撃の巨人2FinalBattle 1,900¥ 二ﾉ国 白き聖灰の女王 REMASTERED　　 2,400¥ ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団 3,300¥ 進め！キノピオ隊長 ¥1,900 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 ルーンファクトリー４ スペシャル ¥2,700

真・三國無双７ Ｅｍｐｉｒｅｓ 2,200¥ Ｎｏ Ｍａｎ’ｓ Ｓｋｙ 2,500¥ スター・ウォーズ　ピンボール ¥2,700 ＰＥＡＣＨ ＢＡＬＬ 閃乱カグラ ¥1,900

深夜廻 2,900¥ 信長の野望 創造ｗｉｔｈパワーアップキット 4,400¥ WORLD WAR Z　　　　　　　　　　　　　 2,700¥ SNIPER ELITE III ULTIMATE EDITION ¥2,500 ひぐらしのなく頃に 奉 ¥3,600 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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1月20日(月)現在ＺＥＳＴ　ゲームソフト高価買取リスト 1月20日(月)現在 ＺＥＳＴ　ゲームソフト高価買取リスト
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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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