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ヒットマン  ザ・コンプリート  ファーストシーズン ¥2,200 ｼｪﾙﾉｻｰｼﾞｭ -失われた星へ捧ぐ詩- DX ¥2,400 初音ﾐｸ Project DIVA MEGA39’s ¥2,100

アウトライダーズ　　　　　　　　　　　　　 ¥3,100 三國志14 with ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟｷｯﾄ ¥4,600 ファイナルファンタジーⅩ・Ⅹ－２ ＨＤリマスター ¥3,300 R-TYPE FINAL 2 ¥2,900 スーパーマリオパーティ ¥2,800 ヒューマン フォール フラット ¥1,800

ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞｽ ﾚｷﾞｵﾝ ¥1,900 シティーズ：スカイライン ¥2,600 ファイナルファンタジーⅩⅡ ザ ゾディアック エイジ ¥2,400 アイキス2 ¥3,400 スーパーロボット大戦V ¥4,000 ファイアーエムブレム 風花雪月 ¥3,000

GUILTY GEAR -STRIVE- ¥4,200 ｼｬﾘｰのｱﾄﾘｴ -黄昏の海の錬金術士- DX ¥1,800 フィリスのアトリエ～不思議な旅の錬金術士～ ¥1,400 アライアンス・アライブ　 HDリマスター ¥2,000 SNIPER ELITE 4 ¥2,300 ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ¥3,100

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 ¥3,900 シャンティと七人のセイレーン ¥2,200 ブリガンダイン ルーナジア戦記 ¥2,800 ＵＮＤＥＲＴＡＬＥ ¥2,200 すみっコぐらし すみっコパークへようこそ ¥2,400 ﾌｧﾐｺﾝ探偵倶楽部 消えた後継者･うしろに立つ少女 COLLECTOR’S EDTION¥5,400

CONTROL ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ･ｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥3,000 十三機兵防衛圏 ¥3,700 BAYONETTA＆VANQUISH ¥1,700 イースⅧ－Ｌａｃｒｉｍｏｓａ ｏｆ ＤＡＮＡ－ ¥3,800 ｾｲﾝﾂﾛｳ IV ﾘｴﾚｸﾃｯﾄﾞ ¥1,500 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 ¥3,200

TERMINATOR: RESISTANCE ENHANCED ¥2,500 進撃の巨人2FinalBattle ¥4,300 ペルソナ５ ザ・ロイヤル ¥3,700 eBASEBALLﾊﾟﾜﾌﾙﾌﾟﾛ野球2020 ¥2,200 世界のアソビ大全５１ ¥2,500 牧場物語 再会のﾐﾈﾗﾙﾀｳﾝ ¥2,200

ﾃﾞﾋﾞﾙ ﾒｲ ｸﾗｲ 5 ｽﾍﾟｼｬﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥2,600 スーパーロボット大戦T ¥2,500 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 ¥2,500 VA-11 Hall-A ヴァルハラ ¥1,500 絶体絶命都市4 Plus -Summer Memories-　¥3,200 ポケットモンスター　ソード ¥2,500

Demon’s Souls ¥4,000 スターデューバレー コレクターズ・エディション ¥1,900 void tRrLM(); ++ver; //ﾎﾞｲﾄﾞ･ﾃﾗﾘｳﾑ･ﾌﾟﾗｽ ¥2,700 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 ¥3,600 ゼノブレイド２ ¥4,300 星のカービィ スターアライズ ¥3,100

仁王2 Remastered Complete Edition ¥2,900 スナイパー ゴーストウォリアー３ ¥2,500 HOMESWEETHOME ¥1,700 Winning Post 9 2021 ¥4,200 Xenoblade Definitive Edition ¥2,500

void tRrLM(); ++ver; //ﾎﾞｲﾄﾞ･ﾃﾗﾘｳﾑ･ﾌﾟﾗｽ ¥2,700 戦国無双4 DX ¥3,600 うみねこのなく頃に咲 -猫箱と夢想の交響曲-¥2,800 ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド ¥3,600 マインクラフト ¥2,000

Maneater（マンイーター） ¥2,500 ｿｰﾄﾞｱｰﾄ･ｵﾝﾗｲﾝ ﾌｪｲﾀﾙ･ﾊﾞﾚｯﾄ COMPLETE EDITION ¥2,300 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ¥2,600 英雄伝説 閃の軌跡III ¥2,600 ゼルダの伝説 夢をみる島 ¥2,200 Minecraft Dungeons Hero Edition ¥2,000

ﾒﾄﾛ ｴｸｿﾀﾞｽ ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥2,700 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 ¥1,500 ま-るい地球が四角くなった!?ﾃﾞｼﾞﾎﾞｸﾞ地球防衛軍 ¥2,300 英雄伝説 閃の軌跡 IV　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥3,400 戦国無双4 DX ¥3,200 マリオカート8 デラックス ¥3,000

Mortal Shell 　　 ¥2,000 魔界戦記ディスガイア5 ¥4,000 ｴｽｶ＆ﾛｼﾞｰのｱﾄﾘｴ -黄昏の空の錬金術士- DX¥2,100 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 マリオテニスエース ¥2,600

ﾗﾁｪｯﾄ＆ｸﾗﾝｸ ﾊﾟﾗﾚﾙ･ﾄﾗﾌﾞﾙ ¥4,200 DARK SOULS II -SCHOLAR OF THE FIRST SIN- ¥3,000 MAD RAT DEAD ¥3,000 エスプレイドﾞΨ ¥3,800 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¥2,800 ミートピア ¥3,000

ﾘﾋﾞｯﾂ! ﾋﾞｯｸﾞ･ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ ¥2,600 ＤＡＲＫ  ＳＯＵＬＳ  ＲＥＭＡＳＴＥＲＥＤ ¥2,500 Maneater（マンイーター） ¥2,100 NG(ｴﾇｼﾞｰ) ¥3,000 無双ＯＲＯＣＨＩ２ Ｕｌｔｉｍａｔｅ ¥2,500

龍が如く7 光と闇の行方 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ¥3,000 ダライアス コズミックリベレーション ¥3,800 無双ＯＲＯＣＨＩ２ Ｕｌｔｉｍａｔｅ ¥2,000 大神 絶景版 ¥1,700 ＤＡＲＫ ＳＯＵＬＳ ＲＥＭＡＳＴＥＲＥＤ ¥2,500 無双OROCHI3 Ultimate ¥3,900
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 ¥2,100 無双OROCHI3 Ultimate ¥3,800 オクトパストラベラー ¥3,500 太鼓の達人 ﾄﾞｺどんRPGﾊﾟｯｸ! ¥2,100 メルルのアトリエ～アーランドの錬金術士～ＤＸ¥1,800

アイキス ¥2,600 テイルズ オブ ヴェスペリアREMASTER ¥2,300 ＭＥＴＲＯ ＲＥＤＵＸ ¥1,600 鬼武者 ¥1,900 太鼓の達人 ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈば～じょん！¥2,500 桃太郎電鉄 -昭和 平成 令和も定番!- ¥3,500

アサシンクリード　ヴァルハラ ¥2,600 Dead by Daylight ¥2,100 大乱闘スマッシュブラザーズ　ＳＰＥＣＩＡＬ ¥3,400 モンスターハンターライズ ¥4,300

イースⅨ -Monstrum NOX- ¥1,600 電車でGO!! はしろう山手線 ¥3,100 有翼のフロイライン ¥1,600 ガールズ＆パンツァー ドリームタッグマッチDX¥4,600 超･逃走中＆超･戦闘中 ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ ¥2,000
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 ¥3,500 ドラゴンズドグマ：ダークアリズン ¥1,400 黄泉ｦ裂ｸ華 ¥2,900 塊魂アンコール ¥1,700 ディアブロⅢエターナルコレクション ¥4,200 ヨッシークラフトワールド ¥2,700
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 ¥3,000 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 逆転裁判123 成歩堂セレクション ¥2,000 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 ¥3,200 黄泉ｦ裂ｸ華 ¥3,100

うみねこのなく頃に咲 -猫箱と夢想の交響曲- ¥2,200 ドラゴンボール ファイターズ デラックスエディション ¥2,400 ライザのアトリエ -常闇の女王と秘密の隠れ家- ¥3,000 くにおくん ｻﾞ･ﾜｰﾙﾄﾞ ｸﾗｼｯｸｽｺﾚｸｼｮﾝ ¥2,800 DAEMON X MACHINA ¥2,200

A列車で行こうExp.+ ¥3,600 リトルナイトメア 2 ¥1,700 クラッシュ・バンディクー ブッとび３段もり！ボーナスエディション¥2,200 電車でGO!! はしろう山手線 ¥2,900 ライザのアトリエ -常闇の女王と秘密の隠れ家-¥3,200

エスプレイドﾞΨ ¥3,400 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 ¥2,200 龍が如く３ ¥1,800 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 ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S ¥2,700 ルイージマンション3 ¥2,600

オーバーウォッチ オリジンズ・エディション ¥1,400 ﾆｰｱ ﾚﾌﾟﾘｶﾝﾄ ver.1.22474487139… ¥2,900 龍が如く５ 夢、叶えし者 ¥1,800 CLANNAD 光見守る坂道で ¥2,300 ドラゴンクエストヒーローズI・II ¥4,900 ルーンファクトリー４ スペシャル ¥2,400

Ｎｏ Ｍａｎ’ｓ Ｓｋｙ ¥3,900 龍が如く  極２ ¥1,700 ｸﾞﾘｻﾞｲｱの果実･迷宮･楽園 ﾌﾙﾊﾟｯｹｰｼﾞ ¥3,500 ドンキーコング  トロピカルフリーズ ¥3,200

塊魂ｱﾝｺｰﾙ ¥1,500 信長の野望 大志 with パワーアップキット ¥4,300 龍が如く０ 誓いの場所 ¥2,000 ｸﾞﾘｻﾞｲｱ ﾌｧﾝﾄﾑﾄﾘｶﾞｰ 01 to 05 ¥3,400 ONE PIECE 海賊無双4 ¥3,300

キャサリン・フルボディ ¥1,800 Ｃａｖｅ  Ｓｔｏｒｙ＋  洞窟物語 ¥2,300 ＮＡＲＵＴＯ 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー¥3,000

キングダムハーツ ＨＤ１．５＋２．５リミックス ¥1,800 バイオハザード４ ¥1,200 GO VACATION(ｺﾞｰﾊﾞｹｰｼｮﾝ) ¥2,300 New スーパーマリオブラザーズ U デラックス¥2,900

くにおくん ｻﾞ･ﾜｰﾙﾄﾞ ｸﾗｼｯｸｽｺﾚｸｼｮﾝ ¥2,000 バイオハザード５ ¥1,100 ゴッドイーター3 ¥2,900 New ポケモンスナップ ¥3,100

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 ¥2,200 バイオハザード６ ¥1,100 コットンリブート！ ¥2,300 Ｎｅｏ ＡＴＬＡＳ １４６９ ¥1,600
現代大戦略２０１７～変貌する軍事均衡！戦慄のパワーゲーム～ ¥2,400 バイオハザード リベレーションズ２ ¥1,700 Northgard(ﾉｰｽｶﾞｰﾄﾞ) ¥1,600

Ghost of Tsushima (ｺﾞｰｽﾄ ｵﾌﾞ ﾂｼﾏ) ¥2,300 ﾊﾞｲｵﾊｻﾞｰﾄﾞ7 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ ｲｰﾋﾞﾙ ｺﾞｰﾙﾄﾞEd ｸﾞﾛﾃｽｸVer.[Best Price] ¥1,400 彩京 SHOOTING LIBRARY Vol.1 ¥2,600 信長の野望 大志 with ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟｷｯﾄ ¥5,200

コットンリブート！ ¥1,900 ﾊﾞｲｵﾐｭｰﾀﾝﾄ ¥4,100 三國志14 with ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟｷｯﾄ ¥4,500 ノラと皇女と野良猫ハート２ ¥2,800

五等分の花嫁∬ -夏の思い出も五等分- ¥3,700 はつゆきさくら ¥1,600
¥43,734

ジ・エルダースクロールズⅤ：スカイリム ¥3,800

コナン  アウトキャスト ¥1,700 ヒットマン２ ¥2,500 ¥42,089 JUMP FORCE ﾃﾞﾗｯｸｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥3,000 Burnout Paradise Remastered ¥1,900

Ｐ　Ｓ　５ ア　行サ　行

ＺＥＳＴ　ゲームソフト高価買取リスト 6月14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

6月14日(月)現在

ア　行

☆ ゼスト所沢店  ☆ ゼスト横浜戸塚店  ☆ ゼスト大宮宮原店☆

★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。
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☆ 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
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