
ゼルダの伝説 神々のトライフォース ¥960
R-TYPEⅢ ¥2,160 ソウルブレイダー ¥960
アラジン ¥480 ソニックウイングス ¥720
いただきストリート２ ¥120 大貝獣物語 ¥240
ウィザードリィ６ ¥720 大貝獣物語２（電池切れ可） ¥1,200
ウィザードリィ外伝４ ¥1,200 高橋名人の大冒険島２ ¥360
ウルトラセブン ¥360 タクティクスオウガ ¥120
F-ZERO ¥360 ダライアスツイン ¥480
エストポリス伝記 ¥1,200 ダライアスフォース ¥2,400
エストポリス伝記２ ¥600 超魔界村 ¥600
エリア８８ ¥840 超兄貴 爆烈乱闘篇 ¥480
カービィのきらきらきっず ¥3,360 ツインビーレインボーベルアドベンチャー ¥960
ガイア幻想紀 ¥960 テイルズオブファンタジア ¥720
学校であった怖い話 ¥240 伝説のオウガバトル ¥120
がんばれゴエモン ¥360 天地創造 ¥1,800
がんばれゴエモン３ ¥360 ドラゴンクエスト１・２ ¥720
キャプテン翼J ¥720 ドラゴンクエスト３ ¥960
旧約女神転生 ¥960 ドラゴンボールZ 悟空伝 覚醒編 ¥360
グラディウスⅢ ¥480 ドラゴンボールZ 悟空伝 突撃編 ¥180
クロノトリガー ¥240 ドラゴンボールZ 超武闘伝３ ¥120
魂斗羅スピリッツ ¥2,160 ドラゴンボールZ ハイパーディメンション ¥960
ザ・グレイトバトル２ ¥240 トルネコの大冒険 ¥240
ザ・グレイトバトル４ ¥480 ナイツオブザラウンド ¥1,800
ザ・グレイトバトル５ ¥1,200 パズルボブル ¥240
ザ・ファイヤーメン ¥960 パネルでポン ¥360
実況おしゃべりパロディウス ¥1,920 パロディウスだ！ ¥1,200
シムアント ¥600 美少女戦士セーラームーン アナザーストーリー ¥1,800
ジョジョの奇妙な冒険 ¥600 美少女戦士セーラームーンSupers全員参加 ¥1,440
初代熱血硬派くにおくん ¥1,200 美少女戦士セーラームーンS場外乱闘 ¥720
新機動戦記ガンダムW ¥1,440 ファイナルファイト ¥480
新熱血硬派くにおくん くにおたちの挽歌 ¥1,200 ファイナルファイト２ ¥600
真・女神転生 ¥360 ファイナルファイトガイ ¥1,440
真・女神転生２ ¥360 フロントミッションガンハザード ¥360
真・女神転生ｉｆ ¥360 星のカービィ３ ¥960
新桃太郎伝説 ¥960 ぽっぷるメイル ¥600
スーパー人生ゲーム３ ¥180 ポップンツインビー ¥480
スーパーストリートファイターⅡ ¥360 魔女たちの眠り ¥180
スーパードンキーコング ¥360 魔神転生 ¥300
スーパードンキーコング２ ¥360 魔神転生２ ¥720
スーパードンキーコング３ ¥360 魔導物語はなまる大幼稚園児 ¥2,400
すーぱーなぞぷよ通 ¥480 魔法騎士レイアース ¥600
スーパーボンバーマン ¥480 ミッキーのマジカルアドベンチャー２ ¥360
スーパーボンバーマン２ ¥300 ミッキーのマジカルアドベンチャー３ ¥960
スーパーボンバーマン３ ¥480 ミッキーマニア ¥360
スーパーボンバーマン４ ¥540 メタルマックス２ ¥360
スーパーボンバーマン５ ¥1,200 メタルマックスリターンズ ¥600
スーパーマリオカート ¥600 モータルコンバット ¥420
スーパーマリオコレクション ¥720 モータルコンバット２ ¥720
スーパーマリオワールド ¥960 幽遊白書 Final ¥480
スーパーメトロイド ¥1,440 幽遊白書 特別編 ¥360
スーパー桃太郎電鉄３ ¥180 ４６億年物語 ¥3,600
スーパー桃太郎電鉄DX ¥300 ライオンキング ¥240
スーパー桃太郎電鉄HAPPY ¥360 雷電伝説 ¥360
スターオーシャン ¥600 らんま1/2朱猫団的秘宝 ¥360
スターフォックス ¥360 リターン・オブ・ダブルドラゴン ¥960
ストリートファイターⅡターボ ¥180 ルドラの秘宝 ¥1,440
スラムダンク２ ¥480 ロックマン＆フォルテ ¥2,160
スラムダンクSDヒートアップ ¥960 ロックマンX ¥960
スレイヤーズ ¥360 ロックマンＸ２ ¥720

スーパーファミコン

買取価格20%UP中！
※上記価格は20%UP

適用済みの金額です



デジタルデビル物語女神転生 ¥600
悪魔城すぺしゃるぼくドラキュラくん ¥1,080 デジタルデビル物語女神転生２ ¥960
アトランチスの謎 ¥240 テトリス２ ¥120
アルカノイド２ ¥120 天地を喰らう ¥840
1942 ¥600 天地を喰らう２ ¥840
1943 ¥1,200 ドクターマリオ ¥180
ウィザードリィ ¥720 ドナルドランド ¥600
ウィザードリィ２ ¥120 ドラゴンクエスト ¥300
ウィザードリィ３ ¥240 ドラゴンクエスト２ ¥120
SDガンダムナイトガンダム物語２ ¥360 ドンキーコング ¥720
エキサイトバイク ¥240 ドンキーコング３（イラスト無し） ¥480
エレベーターアクション ¥720 ナイトライダー ¥600
カイの冒険 ¥960 忍者くん 阿修羅ノ章 ¥960
がんばれゴエモン２ ¥300 忍者くん 魔城の冒険 ¥120
がんばれゴエモン外伝 ¥300 忍者じゃじゃ丸くん ¥240
がんばれゴエモン外伝２ ¥300 忍者龍剣伝 ¥960
ギャラガ ¥420 忍者龍剣伝２ ¥720
ギャラクシアン ¥240 忍者龍剣伝３ ¥1,200
クインティ ¥180 熱血格闘伝説 ¥420
グーニーズ２ ¥240 熱血高校ドッジボール部 ¥600
グラディウス ¥300 熱血サッカーリーグ ¥300
グラディウス２ ¥1,080 バーガータイム ¥420
クレイジークライマー ¥480 パックマン ¥1,080
激亀忍者伝 ¥720 バトルシティー ¥1,080
けっきょく南極大冒険 ¥360 バルーンファイト ¥960
月風魔伝 ¥600 パロディウス ¥720
ココロン ¥1,200 びっくり熱血新記録 はるかなる金メダル ¥360
コナミワイワイワールド ¥1,200 火の鳥 ¥360
コナミワイワイワールド２ ¥900 ファイアーエムブレム ¥480
魂斗羅 ¥2,400 ファイアーエムブレム外伝 ¥300
沙羅曼蛇 ¥1,080 ファイナルファンタジー１・２ ¥1,200
三国志（ナムコ版） ¥480 ファミコンウォーズ ¥600
サンサーラナーガ ¥840 ファンタジーゾーン ¥240
シティコネクション ¥300 ファンタジーゾーン２ ¥360
スウィートホーム ¥1,200 ポートピア連続殺人事件 ¥180
スーパー魂斗羅 ¥1,440 星のカービィ ¥600
スーパーマリオブラザーズ ¥360 北海道連鎖殺人オホーツクに消ゆ ¥840
スーパーマリオブラザーズ３ ¥480 ポパイ(イラスト無し) ¥180
スカイキッド ¥480 ボンバーマン２ ¥540
スターウォーズ（ナムコ版） ¥960 MOTHER ¥1,800
スプラッターハウス ¥1,800 マイクタイソンパンチアウト ¥840
スペランカー ¥600 マイティファイナルファイト ¥960
聖闘士星矢完結編 ¥180 マッピー ¥600
ゼルダの伝説（ROM版） ¥2,160 マッピーキッズ ¥480
ソロモンの鍵 ¥600 マッピーランド ¥180
ダウンタウンスペシャル くにおくんの時代劇だよ全員集合 ¥600 マリオUSA ¥600
ダウンタウンそれいけ大運動会 ¥720 マリオゴルフ ¥120
高橋名人のBugってハニー ¥180 マリオブラザーズ ¥480
高橋名人の冒険島２ ¥600 メタルギア ¥720
高橋名人の冒険島３ ¥600 メタルマックス ¥600
ダブルドラゴン ¥1,440 桃太郎伝説 ¥240
ダブルドラゴン２ ¥1,200 桃太郎伝説外伝 ¥1,200
ダブルドラゴン３ ¥540 妖怪道中記 ¥360
超時空要塞マクロス ¥120 ラグランジュポイント ¥720
ツインビー ¥360 ルパン三世 ¥480
T.M.N.T ¥1,200 レッキングクルー ¥360
T.M.N.T２ ¥1,200 ロードランナー ¥300
ディグダグ ¥420 ワギャンランド３ ¥360
ディグダグ２ ¥300 ワリオの森 ¥300

※特に記載が無ければ箱・説明書無しの買取金額になります 更新日2月2日
※18歳未満のお客様は保護者の同意が必要になります
※汚れ・キズ・在庫状況で価格が変わることもありますのでご了承下さい

ファミコン



ロックマンZERO４ ¥720
F-ZERO X ¥360 ロックマンエグゼ ¥600
新世紀エヴァンゲリオン ¥960 ロックマンエグゼ３Black ¥960
スーパーマリオ64 ¥300
スターフォックス ¥360 R-TYPE ¥360
ゼルダの伝説 時のオカリナ ¥300 R-TYPE DX ¥600
ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 ¥300 R-TYPE２ ¥480
大刀 ¥240 ゲームボーイウォーズ３ ¥600
罪と罰 ¥960 ゲームボーイギャラリー３ ¥240
バイオハザード２ ¥720 コロコロカービィ ¥180
ぷよぷよ～ん ¥480 サーガイア ¥600
ポケモンスタジアム金・銀 ¥180 ストリートファイターⅡ ¥480
ポケモンスナップ ¥180 ストリートファイターALPHA ¥960
牧場物語２ ¥180 ドラキュラ伝説 ¥480
マリオゴルフ ¥120 ドラキュラ伝説２ ¥480
ロックマンDASH ¥480 ドンキーコング ¥180

ネメシス ¥240
F-ZERO GX ¥1,200 ネメシス２ ¥720
スーパーマリオサンシャイン ¥2,400 パロディウスだ！ ¥240
ゼルダの伝説 風のタクト ¥960 美少女戦士セーラームーン ¥480
ソニックアドベンチャー２バトル ¥1,200 ポケモンピンボール ¥180
ソニックアドベンチャーデラックス ¥1,200 マリオテニスGB ¥120
ソニックヒーローズ ¥720 メタルギアゴーストバベル ¥1,680
ソニックメガコレクション ¥600 メトロイド２ ¥1,200
ソニックライダーズ ¥1,800 ロックマンX ¥600
大乱闘スマッシュブラザーズ ¥2,400 ロックマンX２ ¥360
バテン・カイトス ¥1,800
バテン・カイトス２ ¥2,400 ファミリーコンピューター本体 ¥2,400
ファイアーエムブレム蒼炎の軌跡 ¥3,600 ツインファミコン本体セット（ベルト状態可） ¥3,600
マリオカートダブルダッシュ ¥1,800 NEWファミコン本体セット（本体+コントローラー１個） ¥3,000
メトロイドプライム ¥600 NEWファミコン用コントローラー ¥600
メトロイドプライム２ ¥720 スーパーファミコン本体セット ¥2,400

スーパーファミコン用マルチタップ ¥1,200
逆転裁判 ¥240 初代ゲームボーイ ¥2,400
新・ボクらの太陽 ¥840 ゲームボーイポケット ¥840
スーパーストリートファイターⅡXリバイバル ¥720 ゲームボーイカラー ¥2,400
スーパードンキーコング２ ¥960 ゲームボーイアドバンス ¥960
スーパードンキーコング３ ¥960 ゲームボーイアドバンスSP（充電器付） ¥2,400
スーパーマリオアドバンス２ ¥300 ゲームボーイmicro（充電器付） ¥8,400
スーパーマリオアドバンス４ ¥480 ニンテンドー64本体セット ¥1,800
スーパーマリオブラザーズ２（ファミコンミニ） ¥360 ニンテンドー64用コントローラー（スティックゆるみ不可） ¥840
スーパーロボット大戦J ¥720 ニンテンドー64用メモリー拡張パック ¥1,200
ゼルダの伝説（ファミコンミニ） ¥600 ゲームキューブ本体セット ¥1,800
ソニックアドバンス３ ¥840 ゲームキューブ用コントローラー ¥840
続・ボクらの太陽 ¥840 ゲームキューブ用GBAケーブル ¥360
トマトアドベンチャー ¥600 ゲームキューブ用ブロードバンドアダプタ ¥2,400
ファイアーエムブレム聖魔の光石 ¥1,200 プレイステーション用純正コントローラー（デュアルショック） ¥360
ファイアーエムブレム封印の剣 ¥1,200 プレイステーション2本体セット SCPH70000～77000 ¥3,600
ファイアーエムブレム烈火の剣 ¥2,160 プレイステーション2本体セット SCPH90000 ¥4,200
ファイナルファンタジータクティクス ¥180 プレイステーション2用純正コントローラー（デュアルショック2） ¥300
ボクらの太陽 ¥840 セガサターン本体セット ¥1,440
ポケットモンスターエメラルド ¥1,200 セガサターン用マルチコントローラー ¥600
マリオカートアドバンス ¥300 セガサターン用4M拡張RAM ¥600
マリオゴルフ ¥180 セガサターン用2M拡張RAM ¥240
マリオブラザーズ（ファミコンミニ） ¥600 ドリームキャスト本体セット ¥2,400
メトロイド ゼロミッション ¥1,200 ドリームキャスト用コントローラー ¥360
メトロイド フュージョン ¥1,200 ドリームキャスト用ビジュアルメモリ ¥120
メトロイド（ファミコンミニ） ¥600 ゲームギア本体 ¥3,600
リンクの冒険（ファミコンミニ） ¥960 バーチャルボーイ本体セット ¥6,000

本体・周辺機器

ニンテンドー６４

ゲームボーイ

ゲームボーイアドバンス

ゲームキューブ

買取価格20%UP中！
※上記価格は20%UP

適用済みの金額です



ソニックアドベンチャー ¥360
悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲（サントラ付） ¥1,680 ソニックアドベンチャー２ ¥600
ヴァルキリープロファイル ¥240 ソニックアドベンチャーインターナショナル ¥600
エースコンバット３ ¥180 電脳戦機バーチャロン オラトリオタングラム ¥360
風のクロノア ¥360 パワーストーン ¥360
幻想水滸伝 ¥240 パワーストーン２ ¥960
幻想水滸伝２ ¥240 ベルセルク ¥600
ストリートファイターZERO ¥240
ストリートファイターZERO2 ¥240 AZEL-パンツァードラグーンRPG- ¥780
ストリートファイターZERO3 ¥240 ガーディアンヒーローズ ¥1,200
スナッチャー ¥1,440 ゴールデンアックス・ザ・デュエル ¥240
電車でGO！２ ¥360 ストリートファイター２ムービー ¥480
電車でGO！プロフェッショナル使用 ¥1,680 ストリートファイターZERO2 ¥300
バイオハザード ¥300 ストリートファイターコレクション ¥960
バイオハザード２ ¥300 スナッチャー ¥480
バイオハザード３ ¥300 パンツァードラグーン ¥600
パラサイト・イヴ ¥300 パンツァードラグーンツヴァイ ¥720
パラサイト・イヴ２ ¥360 ポリスノーツ ¥420
ファイナルファンタジー７ ¥480 モータルコンバット２完全版 ¥720
ペルソナ２罪 ¥360
ペルソナ２罰 ¥480 R-TYPE I ¥240
ポリスノーツ ¥600 R-TYPEⅡ ¥360
女神異聞録ペルソナ ¥240 カトちゃんケンちゃん ¥600
メタルギアソリッド（幻想水滸伝体験版付） ¥600 源平討魔伝 ¥360
メタルギアソリッドインテグラル ¥480 源平討魔伝 巻の弐 ¥180
レーシングラグーン ¥1,200 ストリートファイターⅡダッシュ ¥180

PC原人 ¥600
アルトネリコ ¥300 PC原人２ ¥360
アルトネリコ２ ¥300 PC原人３ ¥1,800
ICO ¥480 ファイティングストリート ¥480
エースコンバット５ ¥360 妖怪道中記 ¥240
クラッシュ・バンディクー４ ¥360 ワルキューレの伝説 ¥120
クラッシュ・バンディクー５ ¥480 ワンダーモモ ¥240
サルゲッチュ２ ¥240
サルゲッチュ３ ¥240 ゴールデンアックス ¥600
ストリートファイター３サードストライク ¥720 ゴールデンアックス２ ¥600
ドラッグオンドラグーン ¥480 ゴールデンアックス３ ¥1,800
ドラッグオンドラグーン２ ¥360 スーパーファンタジーゾーン ¥1,200
ファイナルファンタジー10インターナショナル ¥480 ストリートファイターⅡダッシュプラス ¥240
ベルセルク 千年帝国の鷹篇 聖魔戦記の章（通常版） ¥1,080 大魔界村 ¥1,200
ペルソナ３Fes ¥1,560 ベアナックル ¥1,440
ペルソナ４ ¥720 ベアナックル２ ¥1,200
ワンダと巨像 ¥360 ベアナックル３ ¥3,600

CAPCOM VS SNK  2 ¥420 逆転検事 ¥480
CAPCOM VS SNK ミレニアムファイト2000 ¥120 逆転検事２ ¥840
CAPCOM VS SNK ミレニアムファイト2000PRO ¥420 Newスーパーマリオブラザーズ ¥720
機動戦士ガンダム外伝コロニーの落ちた地で・・・ ¥120 ポケットモンスター ソウルシルバー Pウォーカー無 ¥1,440
クレイジータクシー ¥240 ポケットモンスター ハートゴールド Pウォーカー無 ¥1,200
クレイジータクシー２ ¥240 星のカービィ ウルトラスーパーデラックス ¥600
ザ・キング・オブ・ファイターズ DREAM MATCH 1999 ¥600 星のカービィ 参上！ドロッチェ団 ¥360
ザ・キング・オブ・ファイターズ2000 ¥360 リズム天国ゴールド ¥480
ザ・キング・オブ・ファイターズ2001 ¥420 ロックマンゼロコレクション ¥960
ザ・キング・オブ・ファイターズ2002 ¥600
ザ・キング・オブ・ファイターズ９９Evo ¥360 キングダム ハーツ バース バイ スリープ ファイナル ミックス ¥240
サクラ大戦 ¥300 サイレントヒルゼロ ¥240
ジェットセットラジオ ¥600 スーパーダンガンロンパ２ ¥720
ストリートファイターⅢサードストライク ¥480 ダンガンロンパ ¥240
ストリートファイターⅢダブルインパクト ¥600 メタルギアソリッドポータブルオプス＋ ¥180

※CD等のディスク系、DS・PSPは箱説明書有り完品の金額です 更新日2月2日
※18歳未満のお客様は保護者の同意が必要になります
※汚れ・キズ・在庫状況で価格が変わることもありますのでご了承下さい

プレイステーションポータブル

プレイステーション

プレイステーション２

セガサターン

PCエンジン

メガドライブ

ドリームキャスト ニンテンドーDS
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