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十三機兵防衛圏 4,700¥ バイオハザード４ 1,400¥ 聖剣伝説コレクション ¥3,000 ひぐらしのなく頃に 奉 ¥4,100

ＡＲＫ：Ｓｕｒｖｉｖａｌ Ｅｖｏｌｖｅｄ 4,000¥ 重装機兵レイノス 7,200¥ バイオハザード５ 1,400¥ ＵＮＤＥＲＴＡＬＥ ¥2,900 ゼノブレイド２ ¥4,400 ファイアーエムブレム 風花雪月 ¥4,000

UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe：Late[cl-r] 2,500¥ 真・三國無双７ ｗｉｔｈ 猛将伝 3,600¥ バイオハザード ＲＥ：２ Ｚ・Ｖｅｒｓｉｏｎ 2,200¥ イースⅧ－Ｌａｃｒｉｍｏｓａ ｏｆ ＤＡＮＡ－ ¥3,400 ゼノブレイド２  黄金の国イーラ ¥1,500 ファイアーエムブレム無双 ¥3,200

イースⅧ－Ｌａｃｒｉｍｏｓａ ｏｆ ＤＡＮＡ－ 2,000¥ 真・三國無双７ Ｅｍｐｉｒｅｓ 2,500¥ バイオハザード リベレーションズ２ 1,500¥ 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 ¥3,900 ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド ¥4,600 ファイナルファンタジーX/X-2HD リマスター ¥5,000

ｲｰｽVIII -Lacrimoas of DANA- 2,300¥ Star Wars ｼﾞｪﾀﾞｲ：ﾌｫｰﾙﾝ･ｵｰﾀﾞｰ 2,600¥ ひぐらしのなく頃に 奉 4,100¥ 嘘つき姫と盲目王子 ¥3,100 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 ¥3,500

イースⅨ -Monstrum NOX- 2,300¥ スナイパー ゴーストウォリアー３ 3,100¥ ヒットマン２ 2,000¥ 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! ¥2,500 戦国無双4 DX ¥3,600 Fit Boxing ¥3,500
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 4,700¥ Sniper Ghost Warrior Contracts 3,900¥ ファイナルファンタジーⅩ・Ⅹ－２ ＨＤリマスター 3,900¥ 英雄伝説 閃の軌跡III ¥3,700 戦場のヴァルキュリア４ ¥2,900 Fate/EXTELLA LINK ¥3,500

EVE rebirth terror 4,200¥ スピンタイヤ：マッドランナー 2,700¥ ファイナルファンタジーⅩⅡ ザ ゾディアック エイジ 3,300¥ SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ ¥3,700 ゾイドワイルドキング オブ ブラスト ¥2,700 プロ野球  ファミスタ  エボリューション ¥2,300

VA-11 Hall-A ヴァルハラ 1,300¥ SEKIRO： SHADOWS DIE TWICE 4,000¥ Bloodstained：Ritual of the Night 2,100¥ ＳＤガンダム ジージェネレーション ジェネシス ¥4,000 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 ＢＡＹＯＮＥＴＴＡ２ ¥3,200
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 4,000¥ セレステ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,100¥ ﾌﾟﾚﾃﾞﾀｰ:ﾊﾝﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾗｳﾝｽﾞ 3,000¥ NBA2K20 ¥4,000 ﾍﾟﾙｿﾅ5 ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ ｻﾞ ﾌｧﾝﾄﾑ ｽﾄﾗｲｶｰｽﾞ ¥4,200

ｳｫｰﾊﾝﾏｰ：Chaosbane 2,900¥ 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¥ Frostpunk 2,000¥ オーバーウォッチ レジェンダリー・エディション ¥2,500 ＤＡＲＫ ＳＯＵＬＳ ＲＥＭＡＳＴＥＲＥＤ ¥2,300 牧場物語 再会のﾐﾈﾗﾙﾀｳﾝ ¥3,200

嘘つき姫と盲目王子 2,700¥ 戦国無双4 DX 2,900¥ ﾍﾟﾙｿﾅ5 ｻﾞ･ﾛｲﾔﾙ 4,500¥ オクトパストラベラー ¥4,100 太鼓の達人 ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈば～じょん！ ¥3,600 ポケットモンスター Ｌｅｔ’ｓ Ｇｏ！ピカチュウ ¥2,300

英雄伝説 零の軌跡:改 2,200¥ 千里の棋譜 -現代将棋ﾐｽﾃﾘｰ- 1,600¥ void tRrLM(); //ﾎﾞｲﾄﾞ･ﾃﾗﾘｳﾑ 3,600¥ オメガラビリンス　ライフ ¥3,000 超･逃走中＆超･戦闘中 ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ ¥2,600 ﾎﾟｹﾓﾝ不思議のﾀﾞﾝｼﾞｮﾝ 救助隊DX ¥3,600

英雄伝説 閃の軌跡Ⅲ 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 3,300¥ ボーダーランズ3 2,500¥ チョコボﾞの不思議なダンジョン エブリバディ！ ¥1,900 星のカービィ スターアライズ ¥2,600
通常）英雄伝説  閃の軌跡Ⅳ－ＴＨＥ  ＥＮＤ  ＯＦ  ＳＡＧＡ－ 2,000¥ Zombie Army 4: Dead War 4,100¥ HOMESWEETHOME 1,600¥ ｶﾌﾟｺﾝ ﾍﾞﾙﾄｱｸｼｮﾝ ｺﾚｸｼｮﾝ ¥2,100 釣りスピリッツ ¥3,400 ポッ拳 ＰＯＫＫＥＮ ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ ＤＸ ¥2,800

AOテニス２ 4,100¥ 僕のﾋｰﾛｰｱｶﾃﾞﾐｱ One’s Justice2 3,000¥ 逆転裁判123 成歩堂セレクション ¥2,200 ディアブロⅢ　エターナルコレクション ¥4,400 Hollow Knight ¥2,400

ACE COMBAT 7： SKIES UNKNOWN 3,000¥ DARK SOULS II -SCHOLAR OF THE FIRST SIN- 2,600¥ ﾎﾞｸ姫PROJECT 3,900¥ 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 ディズニー ツムツム フェスティバル ¥3,300

A列車で行こうExp.+ 3,400¥ DARK SOULS III THE FIRE FADES EDITION 3,100¥ CLANNAD ¥2,900 テイルズ オブ ヴェスペリアREMASTER ¥3,200 マインクラフト ¥2,300

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 2,800¥ ＤＡＲＫ  ＳＯＵＬＳ  ＲＥＭＡＳＴＥＲＥＤ 2,400¥ MISTOVER 1,800¥ 幻影異聞録♯FE Encore ¥2,900 デッド バイ デイライト [公式日本版]　　　　 ¥2,200 魔界戦記ディスガイア5 ¥4,100

F1 2019 4,200¥ チョコボﾞの不思議なダンジョン エブリバディ！ 2,200¥ 無双OROCHI3 Ultimate 3,100¥ Coffee Talk ¥2,400 テラリア ¥1,800 ﾏﾘｵ＆ｿﾆｯｸ AT 東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ ¥3,100

お姉チャンバラORIGIN 2,000¥ 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 2,400¥ 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 1,900¥ ゴッドイーター3 ¥4,000 ＤＯＯＭ ¥2,800 マリオカート8 デラックス ¥4,000

テイルズ オブ ヴェスペリアREMASTER 2,500¥ メモリーズオフ－Ｉｎｎｏｃｅｎｔ Ｆｉｌｌｅ－ 2,700¥ ことばのﾊﾟｽﾞﾙ もじぴったんｱﾝｺｰﾙ ¥1,800 トトリのアトリエ～アーランドの錬金術士～ＤＸ ¥2,700 マリオテニスエース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥2,900

キャサリン・フルボディ 2,700¥ Death end re;Quest2 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 3,600¥ この世の果てで恋を唄う少女 YU-NO ¥2,400 ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S ¥5,100 無双OROCHI3 Ultimate ¥4,500

キングダムハーツ ＨＤ１．５＋２．５リミックス 3,000¥ テラリア 1,900¥ ドラゴンクエストヒーローズI・II ¥6,100 メモリーズオフ－Ｉｎｎｏｃｅｎｔ Ｆｉｌｌｅ－ ¥4,000

クラッシュ・バンディクー  ブッとび３段もり！ 2,200¥ 東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ The Official Video Game 2,500¥ ライアン・マークス リベンジミッション (PSVR専用) 1,800¥ ジ・エルダースクロールズⅤ：スカイリム ¥3,700 ﾄﾞﾗｺﾞﾝｸｴｽﾄﾋﾞﾙﾀﾞｰｽﾞ2 破壊神ｼﾄﾞｰとからっぽの島 ¥4,200 モンスターハンターダブルクロス ¥3,100

ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾙｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ ｳﾞｧｰｻｽ 3,500¥ 東亰ザナドゥｅＸ＋ 2,000¥ ライフ イズ ストレンジ 1,800¥ 実況パワフルプロ野球 ¥2,600 ドラゴンボール  ファイターズ ¥3,300

ｹﾑｺRPGｾﾚｸｼｮﾝ Vol.3 1,700¥ ドラゴンクエストⅩⅠ  過ぎ去りし時を求めて 3,500¥ ライフ　イズ　ストレンジ2 3,000¥ 進撃の巨人2FinalBattle ¥3,800 ドンキーコング  トロピカルフリーズ　　　　　　　　　　　　　 ¥2,700 妖怪ウォッチ4++ ¥3,200
現代大戦略2020 -揺れる世界秩序!大国の野望と世界大戦- 3,800¥ ドラゴンクエストビルダーズ２ 破壊神ｼﾄﾞｰとからっぽの島 2,500¥ ラブクリア 3,300¥ スーパー・ストリート： The Game ¥1,700 ヨッシークラフトワールド ¥2,700

ｺｰﾙ ｵﾌﾞ ﾃﾞｭｰﾃｨ ﾓﾀﾞﾝ･ｳｫｰﾌｪｱ 4,400¥ ドラゴンズドグマ：ダークアリズン 2,000¥ リトウルタウンヒーロー 2,000¥ 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 ¥1,700 ＮＡＲＵＴＯ 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー ¥3,600 夜廻と深夜廻 ¥3,300

Dreams Universe 2,600¥ リベンジ・オブ・ジャスティス 1,600¥ スーパーマリオパーティ ¥3,900 New スーパーマリオブラザーズ U デラックス ¥3,600

ザ・キング・オブ・ファイターズ14 2,800¥ 龍が如く３ 2,400¥ スーパーマリオメーカー２ ¥3,500 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 ¥1,800 ライザのアトリエ -常闇の女王と秘密の隠れ家- ¥3,700

Subnautica (ｻﾌﾞﾉｰﾃｨｶ) 2,500¥ NARUTO 疾風伝 ナルティメットストーム４ ROAD TO BORUTO 2,700¥ 龍が如く5 夢、叶えし者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,900¥ スーパーリアル麻雀 LOVE2-7! ¥3,600 信長の野望・創造 with パワーアップキット ¥9,100 ラズベリーキューブ ¥2,400

三國志１３ ｗｉｔｈ パワーアップキット 4,800¥ 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 2,200¥ 龍が如く7 光と闇の行方 3,900¥ スーパーロボット大戦T ¥3,100 ノラと皇女と野良猫ハート ＨＤ ¥3,000 リディー＆スールのアトリエ～不思議な絵画の錬金術士～ ¥2,600

三國志１４ 4,700¥ Need for Speed Heat 3,800¥ 龍が如く 維新！ 2,100¥ 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 ¥4,100 ノラと皇女と野良猫ハート２ ¥3,100 ルイージマンション3 ¥3,000
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 2,700¥ ＮｅｗみんなのＧＯＬＦ 3,500¥ Ｒｅｗｒｉｔｅ 1,800¥ 進め！キノピオ隊長 ¥1,700 ルーンファクトリー４ スペシャル ¥2,100

シティーズ：スカイライン 2,800¥ Ｎｏ Ｍａｎ’ｓ Ｓｋｙ 2,100¥ ロロナのアトリエ～アーランドの錬金術士～ＤＸ 1,900¥ スプラトゥーン２ ¥4,200 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

ｼﾄﾞﾏｲﾔｰｽﾞ ｼｳﾞｨﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ 6 2,800¥ 信長の野望 大志 with パワーアップキット 5,900¥ ¥43,734 すみっコぐらし すみっコパークへようこそ ¥3,100 初音ﾐｸ Project DIVA MEGA39’s ¥3,300 1-2-Switch ¥2,500

JUDGE EYES 死神の遺言 2,400¥ WORLD WAR Z　　　　　　　　　　　　　 3,300¥ ¥42,089 聖剣伝説3 ﾄﾗｲｱﾙｽﾞ ｵﾌﾞ ﾏﾅ ¥3,800 ＰＥＡＣＨ ＢＡＬＬ 閃乱カグラ ¥1,800 ONE PIECE 海賊無双4 ¥4,000
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5月18日(月)現在ＺＥＳＴ　ゲームソフト高価買取リスト 5月18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

★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。
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