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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 ¥3,900 真･女神転生III NOCTURNE HD REMASTER¥3,300 Northgard(ﾉｰｽｶﾞｰﾄﾞ) ¥3,800

ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞｽ ﾚｷﾞｵﾝ ¥5,000 ジャストダンス2021 ¥3,500 バイオショック コレクション ¥1,700 AVICII Invector: Encore Edition ¥2,600 スーパーマリオメーカー２ ¥2,200 信長の野望 大志 with ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟｷｯﾄ ¥5,200

ｺｰﾙ ｵﾌﾞ ﾃﾞｭｰﾃｨ ﾌﾞﾗｯｸｵﾌﾟｽ ｺｰﾙﾄﾞｳｫｰ ¥6,200 シャンティと七人のセイレーン ¥3,400 バイオハザード４ ¥1,200 ASTRALCHAIN ¥2,400 スーパーロボット大戦T ¥2,900

Godfall(ｺﾞｯﾄﾞﾌｫｰﾙ) ¥5,500 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 ¥1,800 バイオハザード５ ¥1,200 イースⅧ－Ｌａｃｒｉｍｏｓａ ｏｆ ＤＡＮＡ－ ¥3,800 進め！キノピオ隊長 ¥1,700 ﾊｰﾄﾞｺｱ･ﾒｶ ﾌｧｲﾀｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥2,600

ｼﾞｬｽﾄﾀﾞﾝｽ2021 ¥3,800 進撃の巨人2FinalBattle ¥3,200 バイオハザード６ ¥1,200 いっしょにあそぼ-♪ ｺｳﾍﾟﾝちゃん ¥2,300 Slay the Spire ¥2,000 Burnout Paradise Remastered ¥2,100

ﾃﾞﾋﾞﾙ ﾒｲ ｸﾗｲ 5 ｽﾍﾟｼｬﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥3,500 真・三國無双７ ｗｉｔｈ 猛将伝 ¥3,600 バイオハザード リベレーションズ２ ¥1,700 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 ¥3,000 ｾｲﾝﾂﾛｳ IV ﾘｴﾚｸﾃｯﾄﾞ ¥2,000 バイオハザード オリジンズコレクション ¥1,600

Demon’s Souls ¥5,600 スーパーロボット大戦T ¥2,700 初音ミク Ｐｒｏｊｅｃｔ ＤＩＶＡ Ｆｕｔｕｒｅ Ｔｏ ¥3,800 嘘つき姫と盲目王子 ¥3,100 世界のアソビ大全５１ ¥2,500 初音ﾐｸ Project DIVA MEGA39’s ¥3,100

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ¥4,400 Star Wars:ｽｺｰﾄﾞﾛﾝ ¥1,600 ﾊﾞﾌﾞﾙﾎﾞﾌﾞﾙ4 ﾌﾚﾝｽﾞ すかるもんすたの逆襲 ¥2,600 英雄伝説 閃の軌跡III ¥2,800 ゼノブレイド２ ¥4,000 Panty Party 完全体 ¥2,000

ﾘﾋﾞｯﾂ! ﾋﾞｯｸﾞ･ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ ¥4,600 ステラリス ¥2,600 ヒットマン ディフィニティブ・エディション ¥3,100 SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ¥4,000 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 風花雪月 ¥3,800

SNIPER ELITE 4 ¥2,700 ファイナルファンタジーⅩ・Ⅹ－２ ＨＤリマスター ¥3,700 ＳＤガンダム ジージェネレーション ジェネシス¥4,900 Xenoblade Definitive Edition ¥2,500 Fit Boxing ¥3,700

アイキス ¥3,400 スノーランナー ¥3,500 フィリスのアトリエ～不思議な旅の錬金術士～ ¥2,100 エスプレイドﾞΨ ¥3,600 ｾﾞﾙﾀﾞ無双 厄災の黙示録 ¥5,000 FIFA 21 LEGACY EDITION ¥2,900

アサシンクリード　ヴァルハラ ¥5,400 ｾｲﾝﾂﾛｳ ｻﾞ･ｻｰﾄﾞ:ﾘﾏｽﾀｰﾄﾞ ¥3,000 Ｂｌｏｏｄｂｏｒｎｅ ｔｈｅ Ｏｌｄ Ｈｕｎｔｅ ¥4,200 NBA 2K21 ¥3,300 ゼルダ無双  ハイラルオールスターズＤＸ ¥4,000 FiNC HOME FiT(ﾌｨﾝｸﾎｰﾑﾌｨｯﾄ) ¥3,100

ｱｾｯﾄｺﾙｻ ｺﾝﾍﾟﾃｨﾂｨｵｰﾈ ¥4,000 絶対絶望少女ダンガンロンパ Ａｎｏｔｈｅｒ Ｅｐｉｓｏｄ ¥1,600 BAYONETTA＆VANQUISH ¥2,200 おうちでﾘﾗｯｸﾏ ﾘﾗｯｸﾏがおうちにやってきた¥3,100 戦国無双4 DX ¥3,000 Fate/EXTELLA LINK ¥3,500

ＵＮＤＥＲＴＡＬＥ ¥2,400 戦国BASARA4 皇(ｽﾒﾗｷﾞ) ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥2,000 ペルソナ５ ザ・ロイヤル ¥3,100 ｿﾞｲﾄﾞﾜｲﾙﾄﾞ ｲﾝﾌｨﾆﾃｨﾌﾞﾗｽﾄ ¥3,000 プリニー1･2 ¥1,800

イースⅨ -Monstrum NOX- ¥2,200 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 ¥3,100 ガールズ＆パンツァー ドリームタッグマッチDX¥4,400 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¥3,500 ﾌﾟﾛ野球 ﾌｧﾐｽﾀ 2020 ¥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 ¥3,700 ＤＡＲＫ  ＳＯＵＬＳ  ＲＥＭＡＳＴＥＲＥＤ ¥2,300 ボーダーランズ3 ¥2,500 塊魂アンコール ¥1,700 ＢＡＹＯＮＥＴＴＡ２ ¥3,300

EVE rebirth terror ¥4,400 太鼓の達人 セッションでドドンがドン！ ¥3,000 僕のﾋｰﾛｰｱｶﾃﾞﾐｱ One’s Justice2 ¥1,800 KAMENRIDER memory of heroez ¥3,500 太鼓の達人 ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈば～じょん！¥3,000 牧場物語 再会のﾐﾈﾗﾙﾀｳﾝ ¥2,500

ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨｼﾞﾌﾞﾙ 闇を祓う魂たち ¥2,000 D.C.4-ﾀﾞ･ｶｰﾎﾟ4- ¥3,500 星織ユメミライ Ｃｏｎｖｅｒｔｅｄ Ｅｄｉｔｉｏｎ ¥2,400 ギア・クラブ　アンリミテッド２ ¥3,000 ダライアス コズミックコレクション ¥3,000 ﾎﾟﾘｽ×戦士 ﾗﾌﾞﾊﾟﾄﾘｰﾅ! ﾗﾌﾞなﾘｽﾞﾑでﾀｲﾎします!¥2,900

ｳﾞｧﾝﾊﾟｲｱ:ｻﾞ･ﾏｽｶﾚｰﾄﾞ 紐育に巣食う血盟 ¥2,000 探偵神宮寺三郎 ＰＲＩＳＭ ＯＦ ＥＹＥＳ ¥1,900 ｷﾝｸﾞﾀﾞﾑ ﾊｰﾂ ﾒﾛﾃﾞｨ ｵﾌﾞ ﾒﾓﾘｰ ¥4,100 ダングリード ¥1,800
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 Descenders (ﾃﾞｨｾﾝﾀﾞｰｽﾞ) ¥2,200 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ¥3,800 ｸﾞﾘｻﾞｲｱの果実･迷宮･楽園 ﾌﾙﾊﾟｯｹｰｼﾞ ¥4,000 チョコボﾞの不思議なダンジョン エブリバディ！¥1,900 MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3： The Black Order¥2,100

エイリアン・アイソレーション ¥2,500 テイルズ・オブ・ゼスティリア Ｗｅｌｃｏｍｅ Ｐｒｉｃｅ‼ ¥1,900 Minecraft Dungeons Hero Edition ¥1,800 ｹｲﾃﾞﾝｽ･ｵﾌﾞ･ﾊｲﾗﾙ:ｸﾘﾌﾟﾄ･ｵﾌﾞ･ﾈｸﾛﾀﾞﾝｻｰ feat. ｾﾞﾙﾀﾞの伝説¥2,600 釣りスピリッツ ¥3,300 マインクラフト ¥2,000

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 ¥2,400 ﾃﾞｰﾄ･ｱ･ﾗｲﾌﾞ 蓮ﾃﾞｨｽﾄﾋﾟｱ ¥3,100 MAD RAT DEAD ¥3,900 恋する乙女と守護の楯 Re:boot The SHIELD-9¥3,800 ディアブロⅢエターナルコレクション ¥4,000 Minecraft Dungeons Hero Edition ¥1,900

NBA 2K21 ¥2,600 Death Come True ¥2,000 マフィア　コンプリート・エディション ¥2,100 ゴッドイーター3 ¥3,600 Descenders (ﾃﾞｨｾﾝﾀﾞｰｽﾞ) ¥2,200 MAD RAT DEAD ¥3,700

F1 2020 F1 Seventy Edition ¥3,800 Dead by Daylight ¥3,000 無双OROCHI3 Ultimate ¥4,100 この素晴らしい世界に祝福を! この欲望の衣装に寵愛を!¥3,300 テイルズ オブ ヴェスペリアREMASTER ¥3,100 ﾏﾘｵ＆ｿﾆｯｸ AT 東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ ¥2,600

天穂のサクナヒメ ¥3,800 ＭＥＴＲＯ ＲＥＤＵＸ ¥1,800 ゴルフ　PGAツア－ 2K21 ¥2,900 DEADORSCHOOL ¥2,300 ﾑｰﾝﾗｲﾀｰ 店主と勇者の冒険 ¥1,700

塊魂ｱﾝｺｰﾙ ¥1,500 慟哭 そして… ¥3,400 メモリーズオフ－Ｉｎｎｏｃｅｎｔ Ｆｉｌｌｅ－ ¥2,600 ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ ｼﾐｭﾚｰﾀｰ 2＆3 ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ ¥2,300 デッド バイ デイライト [公式日本版]　　　　 ¥2,200 無双ＯＲＯＣＨＩ２ Ｕｌｔｉｍａｔｅ ¥2,500

KAMENRIDER memory of heroez ¥4,400 トトリのアトリエ～アーランドの錬金術士～ＤＸ ¥2,100 メモリーズ オフ　-Innocent Fille- for Dearest ¥2,000 テラリア ¥1,900 ﾒﾀﾞﾛｯﾄ ｸﾗｼｯｸｽ ﾌﾟﾗｽ ｶﾌﾞﾄVer. ¥2,900

神獄塔 ﾒｱﾘｽｹﾙﾀｰFinale ¥4,400 ドラゴンボール ゼノバース２ デラックスエディション ¥1,900 メルルのアトリエ～アーランドの錬金術士～ＤＸ ¥2,200 The Survivalists -ｻﾞ ｻﾊﾞｲﾊﾞﾘｽﾄ- ¥2,100 天穂のサクナヒメ ¥3,800 ﾒﾀﾞﾛｯﾄ ｸﾗｼｯｸｽ ﾌﾟﾗｽ ｸﾜｶﾞﾀVer. ¥2,900

キングダムカム･デリバランス ¥2,500 トロピコ６ ¥3,600 ｻﾑﾗｲｽﾋﾟﾘｯﾂ ﾈｵｼﾞｵｺﾚｸｼｮﾝ ¥2,300 智代ｱﾌﾀｰ -It’s a Wonderful Life- CS Edition¥2,300

ｷﾝｸﾞﾀﾞﾑ ﾊｰﾂ ﾒﾛﾃﾞｨ ｵﾌﾞ ﾒﾓﾘｰ ¥4,400 黄泉ｦ裂ｸ華 ¥4,100 ジ・エルダースクロールズⅤ：スカイリム ¥3,600 ドラゴンクエストヒーローズI・II ¥5,300 妖怪ウォッチ4++ ¥2,300

ｸﾗｯｼｭ･ﾊﾞﾝﾃﾞｨｸｰ4 とんでもﾏﾙﾁﾊﾞｰｽ ¥2,900 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 ¥2,400 ライザのアトリエ -常闇の女王と秘密の隠れ家- ¥3,900 ジャストダンス2021 ¥3,500 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¥3,000 ヨッシークラフトワールド ¥2,600

GreedFall ¥2,900 Need for Speed Heat ¥3,400 RIDE 4 ¥4,600 ｼｬﾄﾞｳﾊﾞｰｽ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞﾊﾞﾄﾙ ¥2,900 ドラゴンズドグマ：ダークアリズン ¥2,000 黄泉ｦ裂ｸ華 ¥4,900

ｹﾑｺRPGｾﾚｸｼｮﾝ Vol.5 ¥2,100 Need for Speed:Hot Pursuit Remastered ¥2,000 ﾘﾋﾞｯﾂ! ﾋﾞｯｸﾞ･ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ ¥3,700 ｼｬﾝﾃｨと七人のｾｲﾚｰﾝ ¥3,400 ドンキーコング  トロピカルフリーズ ¥2,900
現代大戦略2020 -揺れる世界秩序!大国の野望と世界大戦- ¥4,300 ＮｅｗみんなのＧＯＬＦ ¥2,100 龍が如く３ ¥2,500 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¥2,000 ライザのアトリエ -常闇の女王と秘密の隠れ家-¥3,600

ゴーストパレード ¥2,100 ﾈﾊﾞｰｿﾝｸﾞ＆ﾋﾟﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ ¥2,000 龍が如く4 伝説を継ぐもの ¥2,200 食用系少女 Food Girls ¥1,900 ＮＡＲＵＴＯ 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー¥4,000 リトルナイトメア  デラックスエディション ¥3,400

コール・オブ・クトゥルフ ¥2,300 Ｎｏ Ｍａｎ’ｓ Ｓｋｙ ¥3,700 龍が如く５ 夢、叶えし者 ¥1,800 進撃の巨人2FinalBattle ¥4,100 New スーパーマリオブラザーズ U デラックス¥3,400 RUINER ¥2,200

信長の野望 創造 戦国立位伝 ¥4,800 ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団 ¥2,900
¥43,734

神獄塔 ﾒｱﾘｽｹﾙﾀｰFinale ¥4,400 ﾈﾊﾞｰｿﾝｸﾞ＆ﾋﾟﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ ¥2,000 ルーンファクトリー４ スペシャル ¥2,400

The Survivalists -ｻﾞ ｻﾊﾞｲﾊﾞﾘｽﾄ- ¥2,000 信長の野望 大志 with パワーアップキット ¥4,000 レイジングループ ¥2,000
¥42,089

真・三國無双７ Ｅｍｐｉｒｅｓ ¥4,300 脳を鍛える大人のNSトレーニング ¥1,800 レイトンミステリージャーニーカトリーエイルと大富豪の陰謀ＤＸ¥1,900

ＺＥＳＴ　ゲームソフト高価買取リスト 11月23日(月)現在 ＺＥＳＴ　ゲームソフト高価買取リスト

Ｐ　Ｓ　５　・　 Ｐ　Ｓ　４　買　取　強　化　中 ニ　ン　テ　ン　ド　ー　ス　イ　ッ　チ　買　取　強　化　中

11月23日(月)現在

Ｐ　Ｓ　５

★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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