
スーパーマリオパーティ ¥4,000 ファイナルファンタジーXII THE ZODIAC AGE ¥3,500

AOテニス2 ¥2,200 スーパーマリオメーカー２ ¥3,500 フィットボクシング Fit Boxing ¥3,000

アウター・ワールド ¥1,200 スーパーリアル麻雀 LOVE 2～7! ¥1,800 FIFA21 LEGACY EDITION ¥2,500

アサシン クリード リベルコレクション ¥2,200 スーパーロボット大戦T ¥3,800 フィンクホームフィット ¥2,700

アズールレーン クロスウェーブ ¥3,100 スーパーロボット大戦X ¥4,000 FAIRY TAIL ¥2,100

あつまれ どうぶつの森 ¥3,200 スプラトゥーン２ ¥3,000 ブリガンダイン ルーナジア戦記 ¥2,300

イース8 -Lacrimosa of DANA- ¥3,300 Zumba de 脂肪燃焼! ¥1,500 プロ野球 ファミスタ2020 ¥2,000

イース・オリジン スペシャルエディション ¥2,000 聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ ¥2,200 ペーパーマリオ オリガミキング ¥2,500

Eスクールライフ ¥2,000 世界のアソビ大全51 ¥2,300 ベヨネッタ2 ¥3,500

eBASEBALL パワフルプロ野球2020 ¥3,800 ゼノブレイド Definitive Edition ¥2,500 ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ ¥3,600

斑鳩 IKARUGA ¥3,500 ゼルダの伝説 夢をみる島 ¥2,000 ボーダーランズ レジェンダリー・コレクション ¥1,500

Winning Post 9 2020 ¥4,000 ゼルダの伝説 ブレス・オブ・ザ・ワイルド ¥4,200 僕のヒーローアカデミア One’s Justice2 ¥1,800

英雄伝説 閃の軌跡III ¥2,300 戦国無双 ～真田丸～ ¥3,300 ポケットモンスター ソード/シールド 各 ¥2,500

NG ¥1,500 ソードアート・オンライン フェイタル・バレット COMPLETE EDITION ¥2,800 ポケモン不思議のダンジョン 救助隊DX ¥1,500

NBA 2K21 ¥2,500 太鼓の達人 Nintendo Switchば～じょん! ¥3,800 星のカービィ スターアライズ ¥3,300

オクトパストラベラー ¥3,500 大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL ¥4,300 ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX ¥2,000

KAMEN RIDER memory of heroez ¥5,800 DAIROKU:AYAKASHIMORI ¥2,000 MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order ¥2,500

Collar×Malice ¥3,000 超・逃走中&超・戦闘中 ダブルパック ¥2,100 マインクラフト ¥2,000

キャサリン・フルボディ ¥2,300 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン ¥3,300 魔界戦記ディスガイア5 ¥4,500

キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS ¥2,500 ディアブロⅢ エターナルコレクション ¥4,000 マッド・ラット・デッド ¥3,500

九龍妖魔學園紀 ORIGIN OF ADVENTURE ¥1,500 DAEMON X MACHINA(デモンエクスマキナ) ¥3,000 マッドランナー:アメリカン・ワイルド ¥2,500

くにおくん ザ・ワールド クラシックスコレクション ¥2,500 ドラえもん のび太の新恐竜 ¥1,600 マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック ¥2,600

げっし～ず 森の小さななかまたち ¥1,500 ドラゴンクエスト11　過ぎ去りし時を求めて S ¥3,300 マリオカート8　デラックス ¥4,200

幻影異聞録♯FE Encore ¥2,000 ドラゴンクエストヒーローズI・II for Nintendo Switch ¥5,500 マリオテニスエース ¥3,200

GO VACATION ¥2,000 ドラゴンボールファイターズ ¥2,000 ミスタードリラーアンコール ¥1,200

コール・オブ・クトゥルフ ¥1,800 ドンキーコング トロピカルフリーズ ¥3,200 ミツバチ シミュレーター ¥1,500

GOD EATER 3 ¥3,000 NARUTO-ナルト-疾風伝 ナルティメットストーム4 ROAD TO BORUTO ¥2,500 moon PREMIUM EDITION ¥3,000

この素晴らしい世界に祝福を!この欲望の衣装に寵愛を! ¥2,500 New スーパーマリオブラザーズ U デラックス ¥4,000 無双OROCHI3 Ultimate ¥4,300

ゴルフ PGAツアー2K21 ¥2,000 Burnout Paradise Remastered ¥1,500 METAL MAX Xeno Reborn ¥1,800

Summer Pockets ¥3,000 バイオショック コレクション ¥1,500 モンスターハンターダブルクロス ¥2,000

三國志13 with パワーアップキット ¥4,800 バイオハザード オリジンズコレクション ¥2,100 ヨッシークラフトワールド ¥3,000

The Elder Scrolls V Skyrim ¥4,200 初音ミク Project DIVA MEGA39’s ¥3,000 夜、灯す ¥1,800

ジャストダンス2020 ¥1,500 バブルボブル 4 フレンズ ¥1,500 ラ・ムラーナ1&2 ¥1,300

JUMP FORCE デラックスエディション ¥3,000 VARIABLE BARRICADE NS ¥2,300 LoveR Kiss ¥3,000

進撃の巨人２ FINAL BATTLE ¥4,000 遙かなる時空の中で7 ¥3,800 リトルバスターズ!Converted Edition ¥2,000

真・三國無双7 with 猛将伝 DX ¥3,800 ピカピカナース物語 小児科はいつも大騒ぎ ¥1,700 ルイージマンション3 ¥3,500

真・女神転生Ⅲ NOCTURN HD REMASTER ¥3,800 ピクミン3 デラックス ¥4,200 RUINER ¥1,200

スーパーボンバーマンR ¥1,500 ひぐらしのなく頃に奉 EG THE BEST ¥2,000 Root Film ¥1,500

スーパーマリオ 3Dコレクション ¥4,000 ファイアーエムブレム　風花雪月 ¥4,200 わんニャンどうぶつ病院 ペットを助けるだいじなお仕事 ¥2,000

スーパーマリオ オデッセイ ¥3,200 ファイナルファンタジーX/X-2 HD Remaster ¥4,600 ONE PIECE 海賊無双4 ¥3,200

Switchソフト

※上記記載買取金額は発行時点での買取価格となります。状態や欠品、相場の変動により買取価格は変動致します。予めご了承下さい。
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ゴルフ PGAツアー 2K21 ¥2,500 ひぐらしのなく頃に 奉 ¥1,800

ARK:Survival Evolved ¥3,500 THE KING OF FIGHTERS 14 ¥2,000 ファークライ3+4 ダブルパック ¥1,300

アイキス ¥2,500 The Surge2(ザ・サージ2) ¥2,000 ファイナルファンタジーX/X-2 HD Remaster ¥4,000

アウター・ワールド ¥2,100 The Elder Scrolls5:Skyrim SPECIALEDITION ¥3,500 ファイナルファンタジーVII リメイク ¥1,800

アズールレーン クロスウェーブ ¥1,500 シャドウ オブ ザ トゥームレイダー ディフィニティブエディション ¥2,000 FIFA21 ¥4,200

アセットコルサ コンペティツィオーネ ¥2,100 十三機兵防衛圏 ¥4,500 Bloodstained:Ritual of the Night ¥2,000

アメイジング・スパイダーマン2 ¥2,000 ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン ¥4,500 Bloodborne The Old Hunters Edition ¥3,000

イースⅨ-Monstrum NOX- ¥2,000 進撃の巨人2 -Final Battle- ¥3,000 プレイグ テイル -イノセンス- ¥1,500

イース・オリジン スペシャルエディション ¥2,000 真・女神転生Ⅲ NOCTURN HD REMASTER ¥3,800 Project CARS 2 ¥1,800

eBASEBALLパワフルプロ野球2020 ¥3,500 スーパーロボット大戦T プレミアムアニメソング&サウンドエディション ¥4,200 Project CARS 3 ¥2,500

斑鳩 IKARUGA ¥3,500 Star Wars ジェダイ:フォールン・オーダー ¥1,500 ペルソナ5 ザ・ロイヤル ¥4,800

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 ¥5,000 Stellaris ¥1,500 ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ ¥3,300

EVE rebirth terror ¥3,500 スナイパー ゴーストウォリアー3 ¥2,000 void tRrLM(); //ボイド・テラリウム ¥2,000

Winning Post 9 2020 ¥3,800 スナイパー ゴーストウォリアーコンタクツ ¥2,500 ボーダーランズ ダブルデラックスコレクション ¥1,300

ウォーハンマー:Chaosbane ¥1,600 スパイク バレーボール ¥1,500 ボーダーランズ3 ¥3,500

ウォッチドッグス 1+2ダブルパック ¥1,300 聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ ¥1,500 僕のヒーローアカデミア One’s Justice2 ¥1,600

ウォッチドッグス レギオン ¥5,300 セインツロウ ザ・サード:リマスタード ¥2,800 マーベルズ スパイダーマン Game of the Year Edition ¥1,000

英雄伝説 創の軌跡 ¥2,000 SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE GAME OF THE YEAR EDITION ¥3,000 マインクラフト Dungeons Hero Edition ¥1,300

ALIEN ISOLATION ¥2,000 戦国無双4DX ¥2,500 マインクラフト Starter Collection ¥1,500

AOテニス 2 ¥2,500 DARK SOULS2 SCHOLAR OF THE FIRST SIN ¥2,500 マッド・ラット・デッド ¥3,500

A列車で行こうExp.+ ¥3,500 DARK SOULS3 THE FIRE FADES EDITION ¥4,000 マフィア トリロジーパック ¥2,500

SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ ¥2,800 太鼓の達人 セッションでドドンがドン! ¥3,500 無双OROCHI3 Ultimate ¥4,200

お姉チャンバラ ORIGIN ¥2,000 D.C.4～ダ・カーポ4～ ¥3,300 METAL MAX Xeno Reborn ¥1,600

お姉チャンバラZ2～カオス～ ¥2,000 WRC8 ¥2,800 MotoGP 20 ¥2,800

KAMENRIDER memory of heroez ¥5,000 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか ¥1,300 モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション ¥2,000

キストリロジー ¥2,000 ディヴィニティ:オリジナル・シン 2 ディフィニティブエディション ¥2,500 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 ¥3,000

絆きらめく恋いろは ¥2,800 デート・ア・ライブ 蓮ディストピア ¥2,500 UFC 4 ¥3,000

機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON ¥4,200 鉄拳7 ¥2,100 夜、灯す ¥1,800

キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS ¥2,000 Dead by Daylight -山岡一族の物語り- 公式日本版 ¥2,500 ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～ ¥4,000

キングダムカム・デリバランス ¥3,000 ドラえもん のび太の牧場物語 ¥1,500 ライズ オブ ザ トゥームレイダー ¥1,300

キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス ¥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 ¥2,000 RIDE3 ¥2,300

くにおくん ザ・ワールド クラシックスコレクション ¥2,500 ドラゴンボール ファイターズ デラックスエディション ¥2,000 龍が如く7 光と闇の行方 ¥2,500

クラッシュ・バンディクー4: とんでもマルチバース ¥3,000 トロピコ 6 ¥3,500 龍が如く3 ¥1,500

グランド・セフト・オートV ¥1,500 NARUTO-ナルト-疾風伝 ナルティメットストーム4 ROAD TO BORUTO ¥3,000 龍が如く4 伝説を継ぐもの ¥1,500

グリードフォール ¥4,800 Need for Speed Heat ¥4,000 龍が如く5 夢、叶えし者 ¥1,500

現代大戦略2020～揺れる世界秩序!大国の野望と世界大戦～ ¥3,500 仁王2 ¥1,800 龍が如く6 ¥1,500

Ghost of Tsushima ¥3,300 New みんなのGOLF ¥1,500 龍が如く　維新！ ¥2,000

コードヴェイン ¥2,500 信長の野望・創造 戦国立志伝 ¥5,300 龍が如く０　誓いの場所 ¥1,500

コール・オブ・クトゥルフ ¥1,800 婆裟羅コレクション ¥1,000 WORLD WAR Z - GOTY EDITION - ¥1,800

ゴジラ-GODZILLA-VS ¥4,000 初音ミク Project DIVA Future Tone DX ¥3,200 ONE PIECE 海賊無双4 ¥1,500

※上記記載買取金額は発行時点での買取価格となります。状態や欠品、相場の変動により買取価格は変動致します。予めご了承下さい。
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PS4ソフト


