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ｼﾄﾞﾏｲﾔｰｽﾞ ｼｳﾞｨﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ 6 ¥2,800 ファイナルファンタジーⅩ・Ⅹ－２ ＨＤリマスター ¥4,000 SNIPER ELITE III ULTIMATE EDITION ¥2,700 ファイナルファンタジーX/X-2HD リマスター¥4,400

ＡＲＫ：Ｓｕｒｖｉｖａｌ Ｅｖｏｌｖｅｄ ¥4,000 ジラフとアンニカ ¥2,400 ファイナルファンタジーⅩⅡ ザ ゾディアック エイジ ¥3,400 ASTRALCHAIN ¥2,500 スプラトゥーン２ ¥4,300 ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ¥3,100

EAｽﾎﾟｰﾂ UFC4 ¥4,000 進撃の巨人2FinalBattle ¥2,700 ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰ･ｸﾘｽﾀﾙｸﾛﾆｸﾙ ﾘﾏｽﾀｰ　　　　　　　　　　　　　　　 ¥2,700 あつまれ どうぶつの森 ¥3,900 Slay the Spire ¥2,000 ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰ･ｸﾘｽﾀﾙｸﾛﾆｸﾙ ﾘﾏｽﾀｰ ¥3,000

イースⅨ -Monstrum NOX- ¥2,200 スーパーロボット大戦T ¥2,900 ブイブイブイテューヌ ¥3,400 アンセスターズレガーシ ¥2,700 聖剣伝説3 トライアルズ　オブ　マナ ¥2,400 Fit Boxing ¥3,700

Eスクールライフ ¥3,300 ステラリス ¥2,900 フィリスのアトリエ～不思議な旅の錬金術士～ ¥2,100 イースⅧ－Ｌａｃｒｉｍｏｓａ ｏｆ ＤＡＮＡ－ ¥3,600 世界のアソビ大全５１ ¥2,900 フォレジャー ¥2,000

eBASEBALLﾊﾟﾜﾌﾙﾌﾟﾛ野球2020 ¥4,600 スノーランナー ¥3,800 Bloodstained：Ritual of the Night ¥2,400 Eスクールライフ ¥3,100 絶体絶命都市4 Plus -Summer Memories-　¥3,200 ブリガンダイン ルーナジア戦記 ¥3,600
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 ¥4,300 絶対絶望少女ダンガンロンパ Ａｎｏｔｈｅｒ Ｅｐｉｓｏｄ ¥1,600 Ｂｌｏｏｄｂｏｒｎｅ ｔｈｅ Ｏｌｄ Ｈｕｎｔｅ ¥4,600 eBASEBALLﾊﾟﾜﾌﾙﾌﾟﾛ野球2020 ¥4,400 ゼノブレイド２ ¥4,200 ﾍﾞｱ･ﾅｯｸﾙIV ｽﾍﾟｼｬﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥2,300

EVE rebirth terror ¥5,200 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 Project CARS 3 ¥4,700 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 ゼノブレイド２  黄金の国イーラ ¥1,500 ＢＡＹＯＮＥＴＴＡ２ ¥3,200

ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨｼﾞﾌﾞﾙ 闇を祓う魂たち ¥2,300 ソフィーのアトリエ～不思議な本の錬金術士～ ¥2,500 Frostpunk ¥1,900 Winning Post 9 2020 ¥4,200 Xenoblade Definitive Edition ¥3,300 ボーダーランズ　レジェンダリー・コレクション¥2,100
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 ¥3,200 ｿﾞﾝﾋﾞｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ ｺﾛﾆｰﾋﾞﾙﾀﾞｰ They Are Billions ¥2,100 ﾍﾞｱ･ﾅｯｸﾙIV ｽﾍﾟｼｬﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥2,500 Air Missions:HIND ¥2,000 ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド ¥4,400 ポケットモンスター　シールド ¥3,000

英雄伝説 閃の軌跡Ⅲ ¥2,500 BAYONETTA＆VANQUISH ¥2,200 英雄伝説 閃の軌跡III ¥2,800 ゼルダ無双  ハイラルオールスターズＤＸ ¥3,400 ポケットモンスター　ソード ¥3,300
英雄伝説  閃の軌跡Ⅳ－ＴＨＥ  ＥＮＤ  ＯＦ  ＳＡＧＡ－ ¥2,700 DARK SOULS III THE FIRE FADES EDITION ¥3,400 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 ¥3,500 SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ¥3,300 戦国無双～真田丸～ ¥3,100 星のカービィ スターアライズ ¥2,500

英雄伝説 創の軌跡 ¥5,000 ＤＡＲＫ  ＳＯＵＬＳ  ＲＥＭＡＳＴＥＲＥＤ ¥2,600 ボーダーランズ3 ¥2,500 ＳＤガンダム ジージェネレーション ジェネシス¥4,900 ポッ拳 ＰＯＫＫＥＮ ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ ＤＸ ¥2,500

エイリアン・アイソレーション ¥2,400 TERMINATOR: RESISTANCE(ﾀｰﾐﾈｰﾀｰﾚｼﾞｽﾀﾝｽ) ¥3,500 Ｂｏｒｄｅｒｌａｎｄｓ ダブルデラックスコレクション ¥1,400 NBA 2K21 ¥3,500 ＤＡＲＫ ＳＯＵＬＳ ＲＥＭＡＳＴＥＲＥＤ ¥2,700

ACE COMBAT 7： SKIES UNKNOWN ¥3,800 ダンガンロンパ１・２ Ｒｅｌｏａｄ ¥2,300 太鼓の達人 ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈば～じょん！¥3,400 MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3： The Black Order¥2,100

A列車で行こうExp.+ ¥4,000 DEEMO -Reborn-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥2,100 ﾏｰﾍﾞﾙｱｲｱﾝﾏﾝ VR (PSVR専用) ¥2,100 ガールズ＆パンツァー ドリームタッグマッチDX¥4,400 大乱闘スマッシュブラザーズ　ＳＰＥＣＩＡＬ ¥4,200 マインクラフト ¥2,500

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 ¥3,100 テイルズ オブ ヴェスペリアREMASTER ¥2,800 無双ＯＲＯＣＨＩ２ Ｕｌｔｉｍａｔｅ ¥2,600 カニノケンカ -Fight Crab- ¥2,300 超･逃走中＆超･戦闘中 ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ ¥2,300 Minecraft Dungeons Hero Edition ¥2,200

NBA 2K21 ¥4,200 テイルズ・オブ・ゼスティリア Ｗｅｌｃｏｍｅ Ｐｒｉｃｅ‼ ¥2,600 無双OROCHI3 Ultimate ¥4,100 ｷｬｻﾘﾝ･ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ for Nintendo Switch ¥4,000 釣りスピリッツ ¥3,400 魔界戦記ディスガイア5 ¥4,100

オーバーパス ¥3,400 慟哭 そして… ¥3,400 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 ¥1,800 ｷｬﾌﾟﾃﾝ翼 RISE OF NEW CHAMPIONS ¥4,000 ディアブロⅢエターナルコレクション ¥4,800 マリオカート8 デラックス ¥3,900

お姉チャンバラORIGIN ¥2,400 東方深秘録～Ｕｒｂａｎ Ｌｅｇｅｎｄ ｉｎ Ｌｉｍｂｏ．～ ¥2,300 METAL MAX Xeno Reborn ¥4,000 ｹﾞｰﾑ ﾄﾞﾗえもん のび太の新恐竜 ¥2,200 DAEMON X MACHINA ¥2,200 マリオテニスエース ¥2,900

トトリのアトリエ～アーランドの錬金術士～ＤＸ ¥2,100 メルキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥2,500 幻影異聞録♯FE Encore ¥2,800 智代ｱﾌﾀｰ -It’s a Wonderful Life- CS Edition¥2,300 無双OROCHI3 Ultimate ¥3,900

キストリロジー ¥4,200 ﾄﾞﾗえもん のび太の牧場物語 ¥3,100 メルルのアトリエ～アーランドの錬金術士～ＤＸ ¥2,100 コール・オブ・クトゥルフ ¥3,800 ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S ¥4,600 モンスターハンターダブルクロス ¥2,400

ｷｬﾌﾟﾃﾝ翼 RISE OF NEW CHAMPIONS ¥4,000 ドラゴンズドグマ：ダークアリズン ¥2,100 MotoGP 20 ¥4,100 ゴッドイーター3 ¥4,000 ドラゴンクエストヒーローズI・II ¥5,500 モンスターボーイ　呪われた王国 ¥2,300

銀星将棋 阿吽闘神金剛雷斬 ¥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 ¥2,100 モンスターボーイ　呪われた王国 ¥1,900 この世の果てで恋を唄う少女 YU-NO ¥2,400 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¥3,800

くにおくん ｻﾞ･ﾜｰﾙﾄﾞ ｸﾗｼｯｸｽｺﾚｸｼｮﾝ ¥2,200 トロピコ６ ¥4,200 ドラゴンズドグマ：ダークアリズン ¥2,000 ヨッシークラフトワールド ¥2,900

ＣＲＹＳＴＡＲ ¥2,100 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 ¥3,300 ザ・コーマ：ダブルカット ¥2,100 夜､灯す ¥4,200

クラッシュ・バンディクー  ブッとび３段もり！ ¥2,200 NARUTO 疾風伝 ナルティメットストーム４ ROAD TO BORUTO ¥2,700 夜､灯す ¥3,900 Summer Pockets ¥3,700 NARUTO-ﾅﾙﾄ-疾風伝 ﾅﾙﾃｨﾒｯﾄｽﾄｰﾑ4 ROAD TO BORUTO¥2,800

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ｾﾌﾄ･ｵｰﾄV ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥2,400 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 ¥2,300 ジ・エルダースクロールズⅤ：スカイリム ¥4,200 New スーパーマリオブラザーズ U デラックス¥3,700 ライザのアトリエ -常闇の女王と秘密の隠れ家-¥4,700

ＣＯＤＥ  ＶＥＩＮ ¥300 仁王 コンプリートエディション ¥2,400 ライザのアトリエ -常闇の女王と秘密の隠れ家- ¥4,000 ｼｬﾘｰのｱﾄﾘｴ -黄昏の海の錬金術士- DX ¥2,200 脳を鍛える大人のNSトレーニング ¥1,800 ラズベリーキューブ ¥2,500

コール・オブ・クトゥルフ ¥2,500 ＮｅｗみんなのＧＯＬＦ ¥2,500 リベンジ・オブ・ジャスティス ¥1,600 JUMP FORCE ﾃﾞﾗｯｸｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥4,200 信長の野望・創造 with パワーアップキット ¥8,100 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

コナン  アウトキャスト ¥2,000 Ｎｏ Ｍａｎ’ｓ Ｓｋｙ ¥3,400 龍が如く３ ¥2,400 ジラフとアンニカ ¥2,200 信長の野望 大志 with ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟｷｯﾄ ¥5,200 リトルナイトメア  デラックスエディション ¥4,000

ゴルフ PGAツアー 2K21 ¥3,600 信長の野望 創造 戦国立位伝 ¥6,000 龍が如く５ 夢、叶えし者 ¥1,800 進撃の巨人2FinalBattle ¥3,800 リトルバスターズ！Converted Edition ¥3,500

信長の野望 大志 with パワーアップキット ¥6,000 ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団 ¥4,400 真 流行り神1･2ﾊﾟｯｸ ¥2,300 バイオハザード オリジンズコレクション ¥2,000 リベンジ・オブ・ジャスティス ¥1,800

ザ・キング・オブ・ファイターズ14 ¥2,800 ルルアのアトリエ アーランドの錬金術士4 ¥2,300 スーパーマリオ  オデッセイ ¥3,400 初音ﾐｸ Project DIVA MEGA39’s ¥3,300 ルイージマンション3 ¥3,200

The Surge 2 ¥2,000 バイオハザード４ ¥1,400 レイジングループ ¥2,000 スーパーマリオパーティ ¥4,200 ＰＥＡＣＨ ＢＡＬＬ 閃乱カグラ ¥2,200 ルーンファクトリー４ スペシャル ¥1,900

ｻﾑﾗｲｽﾋﾟﾘｯﾂ ﾈｵｼﾞｵｺﾚｸｼｮﾝ ¥2,700 バイオハザード５ ¥1,400 レムナント：フロム・ジ・アッシュ ¥2,500 スーパーマリオメーカー２ ¥3,400 ヒューマン フォール フラット ¥1,800 ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団 ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ¥3,800
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 ¥4,100 バイオハザード６ ¥1,600 ﾛｯｸ･ｵﾌﾞ･ｴｲｼﾞｽ:ﾒｲｸ＆ﾌﾞﾚｲｸ ¥2,100 ¥43,734 スーパーロボット大戦V ¥3,500 ファイアーエムブレム 風花雪月 ¥3,700

シティーズ：スカイライン ¥2,800 初音ミク Ｐｒｏｊｅｃｔ ＤＩＶＡ Ｆｕｔｕｒｅ Ｔｏ ¥3,800 ロロナのアトリエ～アーランドの錬金術士～ＤＸ ¥2,200 ¥42,089 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¥5,100 ファイアーエムブレム無双 ¥2,800 1-2-Switch　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥2,500
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ＺＥＳＴ　ゲームソフト高価買取リスト 9月7日(月)現在 ＺＥＳＴ　ゲームソフト高価買取リスト
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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。

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

☆ ゼスト所沢店  ☆ ゼスト横浜戸塚店  ☆ ゼスト大宮宮原店☆
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