
幼少期の思い出、ゲームと共にあった青春の日々、懐かしい時代を萬屋が取り戻します!!



買取価格 買取価格

¥10,000 ¥1,000

¥10,000 ¥28,000

¥6,000 ¥4,500

¥6,000 ¥3,000

¥10,000 ¥4,000

¥30,000 ¥2,500

¥12,000 ¥9,000

¥9,000

SUPER TEMPO

スチームハーツ

タイトル

蒼穹紅蓮隊

ハイパーデュエル

バトルガレッガ

バブルシンフォニー

プリクラ大作戦

メタルブラック(通常版)

レイディアント シルバーガン

ナイツ同梱の本体買ったんだよな。

タイトル

アストラスーパースターズ

エレベーターアクション リターンズ

ガーディアンフォース

究極タイガー2 PLUS

クローズ

心霊呪殺師 太郎丸

買取価格 買取価格

¥4,500 ¥1,200

¥4,500 ¥4,000

¥3,000 ¥10,000

¥1,500 ¥2,500

¥3,000ソニック メガコレクションプラス 零シリーズがやばいのよね。

タイトル タイトル

青い涙 テネレッツァ

OutRun2(通常版) FATAL FRAME-零- SPECIAL EDITION

サイヴァリア2-Extend Edition- FATAL FRAME2 Crimson Butterfly

式神の城Ⅱ メタルウルフカオス

買取価格 買取価格

¥2,000 ¥3,000

¥2,500 ¥1,000

¥2,500 ¥1,500

¥1,500 ¥1,500

¥6,000 ¥1,200

¥2,500 ¥1,200

¥2,800 ¥2,500

¥1,200 ¥6,000

¥3,000 ¥6,000

¥3,000 ¥2,500

¥40,000

極楽中華大戦 PC原人3

最後の忍道 藤子・F・不二雄の21エモン めざせ！！ホテル王

スプラッターハウス

ソルジャーブレイド

TATSHUJIN

ダライアス アルファ

ミズバク大冒険

マジカルチェイス 初版

ボンバーマン’93　SPECIAL VERSION

PC原人めっちゃはまった思い出。

テラクレスタⅡ マンドラーの逆襲

オーバーライド 忍者龍剣伝

奇々怪界 バーニングエンジェル

激写ボーイ はなたかだーか

コリューン パラソルスター

タイトル タイトル

1943改

買取価格 買取価格

¥10,000 ¥2,000

¥2,000 ¥4,000

¥3,000 ¥4,000

¥3,000 ¥3,000

¥2,500 ¥2,000

¥3,000 ¥2,000

¥2,500 ¥2,500

¥2,500 ¥3,500

¥2,500 ¥6,000

¥2,500

装甲騎兵ボトムズ

トリガーハート エグゼリカ エンハンス(通常版) PS2は音ゲーとシューティングが強い。

RULE of ROSE

カルタグラ～魂の苦悩～（通常版） ポンコツ浪漫大活劇バンピートロット

グレゴリーホラーショー ソウルコレクター 虫姫さま(通常版)

彩京STGコレクション vol.2 戦国エース＆戦国ブレード 翼神 ギガウイングジェネレーションズ

地獄少女 澪縁 雷電Ⅲ

タイトル タイトル

鋳薔薇 怒首領蜂 大往生

ウィザードリィ エクス2 ～無限の学徒～ ビートマニアⅡDX 16 エンプレス+プレミアムベスト

ウィザードリィ 外伝～戦闘の監獄～ 不思議の国のアリス

エスプガルーダ 風雨来記2

買取価格 買取価格

¥2,000 ¥2,000

¥3,000 ¥4,500

¥6,000 ¥4,500

¥1,200 ¥1,800

¥6,000 ¥2,500

¥7,000 ¥1,800

¥3,500 ¥4,500

¥2,500 ¥4,500

¥1,800 ¥10,000

¥4,000 ¥4,000

¥2,500 ¥1,500

¥2,500 ¥1,200

¥1,800 ¥1,200

¥2,500 ¥2,500

¥4,500 ¥1,500

¥2,000 ¥1,500

¥2,000 ¥2,000

¥1,200 ¥2,000

¥1,500 布団の中でまったりGBA。

タイトル タイトル

悪魔城ドラキュラ Circle of the Moon ZERO ONE SP

F-ZERO CLIMAX 戦国革命外伝

エレベーターアクション OLD&NEW DancingSwords -閃光-

ガンスタースーパーヒーローズ 超魔界村R

きせっこぐるみぃ チェスティとぬいぐるみたちの魔法の冒険 でじこミュニケーション2 打倒!ブラックゲマゲマ団

奇々怪界あどばんす トルネコの大冒険3 アドバンス

キャッスルヴァニア 暁月の円舞曲 バブルボブル OLD&NEW

キャッスルヴァニア 白夜の協奏曲 ファミコンミニ 機動戦士Zガンダム ホットスクランブル

グラディウスジェネレーション ファミコンミニ　第2次スーパーロボット大戦

ゲゲゲの鬼太郎 危機一発!妖怪列島 ファランクス

ゴエモン ニューエイジ出動! ブレスオブファイアII 使命の子

ゴーストトラップ MOTHER 1+2

サムライエボリューション 桜国ガイスト MOTHER3

真・女神転生 メタルスラッグアドバンス

真・女神転生 デビルチルドレン 氷の書 メトロイドフュージョン

スーパーリアル麻雀 同窓会 ロックマンエグゼ4 ダブルパック

真・女神転生 II メダロット弐CORE カブトVer.

真・女神転生 デビルチルドレン 炎の書 メダロット弐CORE クワガタVer.

ストリートファイターＺＥＲＯ　アッパー

買取価格 買取価格

¥3,000 ¥3,000

¥4,500 ¥12,000

¥4,000 ¥7,000

¥2,000 ¥6,000

¥4,500 ¥4,000

¥12,000 ¥12,000

¥2,800 ¥7,000

¥3,000 ¥7,000

¥5,000 ¥4,500

¥1,500 ¥3,000

¥9,000 ¥15,000

¥4,500 ¥3,500

¥10,000 ¥2,500

アリシアドラグーン チェルノブ

タイトル タイトル

アンデッドライン トムとジェリー

V・V (ファイブ) バーチャルバート

宇宙戦艦ゴモラ バットマンフォーエバー

エリミネートダウン

エイリアンソルジャー バトルトード

バトルマニア大吟醸

エル・ヴィエント パノラマコットン

ガントレット パラスコード

グレイランサー パルスマン

CRUDE BUSTER バンパイアキラー

コミックスゾーン フォアマンフォーリアル

鋼鉄帝国 フリントストーン

ジ・ウーズ ベアナックル3

買取価格 買取価格

¥6,000 ¥2,000

¥2,000 ¥2,500

¥1,000 ¥2,500

¥4,000 ¥1,000

¥2,000 ¥3,500

¥20,000 ¥2,000

¥1,500 ¥3,000

¥2,000 ¥1,500

¥1,500 ¥5,000

¥2,500 ¥1,500

¥2,000天外魔境II MANJI MARU DSだけでしか遊べないタイトル何気に多い。

ロックマンエグゼ5DS ツインリーダーズ

タイトル

悪魔城ドラキュラ 奪われた刻印 天外魔境II MANJI MARU

あわたま ときめきメモリアル Girl’s Side 1st Love Plus

UNKNOWN SOLDIER～木馬の咆哮～ ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season

イースDS/イースII DS SPECIAL BOX フロム・ジ・アビス

ウィンディ×ウィンダム メタルスラッグ7

コロぱた メタルマックス2: リローテッド(通常版)

サルさるDS メタルマックス3 Limited Edition

ストライクウィッチーズ2 いやす・なおす・ぷにぷにする 流星のロックマン3 レッドジョーカー

テニスの王子様 もっと学園祭の王子様 -More Sweet Edition- るぷぷキューブ ルプ★さらだDS

テニスの王子様 ぎゅっと! ドキドキサバイバル 海と山のLove Passion

タイトル

買取価格 買取価格

¥1,000 ¥1,200

¥2,800 ¥6,000

¥7,000 ¥5,500

¥1,500 ¥4,000

¥4,000 ¥3,000

¥2,200 ¥9,000

¥6,000 ¥9,000

¥3,500 ¥4,000

¥3,000 ¥2,500

¥1,500 ¥2,000

¥15,000 ¥3,500

¥4,500 ¥4,000

¥3,500 ¥3,500

¥1,500 ¥6,000

¥6,000 ¥1,500

¥4,500 ¥15,000

¥1,200 ¥10,000

¥1,000 ¥2,500

¥6,000 ¥2,500

¥2,000 ¥1,500

¥10,000 ¥1,000

¥3,000 ¥4,000

¥1,500

ジェットソン

重力装甲メタルストーム

スウィートホーム

マジックキャンドル

ムーンクリスタル

メタルスレイダーグローリー

もしかしたら押し入れや小屋にあるかも・・・。ダークロード

スーパー魂斗羅 もえろツインビー シナモン博士を救え

スノーブラザーズ ラフワールド

スパルタンX2 ろくでなしブルース

聖鈴伝説リックル ロックマン

ソードマスター わんぱくコックンのグルメワールド

ホーリーダイヴァー

ゲバラ マジカルキッズどろぴー

タイトル

ターミネーター2

高橋名人の冒険島4

地底戦空バゾルダー

ドラゴンズレア

なかよしといっしょ

バトルフォーミュラ

バブルボブル2

ぴょこたんの大迷路

アテナ

うしおととら 深淵の大妖

愛先生のO・SHI・E・TE わたしの星

悪魔城ドラキュラ ロム版

アドベンチャーズオブロロ2

暴れん坊天狗

オーバーホライゾン

怪傑ヤンチャ丸3

カオスワールド

ガンデック

ギミック

キャプテンセイバー

クライシスフォース

タイトル

百の世界の物語

ファイナルミッション

フリントストーン

へべれけ

買取価格 買取価格

¥1,500 ¥2,500

¥2,000 ¥1,800

アンダーカバーコップス ¥5,000 ¥6,000

¥4,500 ¥1,800

¥2,000 ¥3,500

¥2,000 ¥2,500

¥2,000 ¥1,200

¥2,400 ¥1,500

¥3,600 ¥2,400

¥1,800 ¥3,600

¥2,500 ¥2,400

¥2,500 ¥2,000

¥1,500 ¥2,400

¥4,500 ¥800

¥4,000 ¥1,800

¥1,000 ¥3,500

¥2,400 ¥1,800

¥1,800 ¥4,500

¥3,000 ¥1,000

¥3,000 ¥5,000

¥3,000

忍者龍剣伝巴

ノスフェラトゥ

バーチャルバート

バイオメタル

ファイナルファイトタフ

46億年物語

ルカの大冒険

R-TYPE3

悪魔城ドラキュラXX

イデアの日

インディ・ジョーンズ

海腹川背

カービィのきらきらきっず

カオスシード 風水回廊記

迦楼羅王

キャプテンコマンドー

奇々怪界 月夜草子

奇々怪界 謎の黒マント

クロックタワー

ゴーストチェイサー電精

チョップリフター３

晦　つきこもり

であえ殿様あっぱれ一番

ロックマン＆フォルテ

タイトルタイトル

ハイパーイリア

バットマンフォーエヴァー

鋼 HAGANE

バトルトード インバトルマニアック

バックス・バニー はちゃめちゃ大冒険

デモンズブレイゾン 魔界村 紋章編

ドレミファンタジー ミロンのドキドキ大冒険

スプリガンパワード

ごきんじょ冒険隊

ザ・キングオブドラゴンズ

ザ・ニンジャウォーリアーズ・アゲイン

ジャッジドレッド

スーパータリカン

すってはっくん

美少女レスラー列伝

箱説なしでこの高騰ってスゴイ。

ワイルドガンズ 買取価格 買取価格

¥1,200 ¥500

¥500 ¥1,000

¥500 ¥600

¥1,000 ¥1,000

¥500 ¥600

¥500 ¥600

¥1,000 バーチャルプロレス２　王道継承 ¥1,000

¥500 ¥1,200

¥3,500 ¥3,000

¥1,000 ¥600

G.A.S.P.!! Fighters’NEXTream ¥600 ¥500

新世紀エヴァンゲリオン ¥1,500 ¥1,000

ズール　魔獣使い伝説 ¥600 ¥600

スターソルジャー バニシングアース ¥1,000 ¥1,000

進め対戦パズルだま　闘魂まるたま町 ¥500 ¥1,200

ソニックウイングス　アサルト ¥1,200 ¥600

大刀　～ＤＡＩＫＡＴＡＮＡ～ ¥1,500 ¥800

¥500

レッスルマニア2000

超スノボキッズ 64はハズレソフト少ないんだよなぁ。

ラストレジオン

ランドネットディスク

ビートルアドベンチャーレーシング

風来のシレン2　鬼襲来！シレン城

らくがきっず

ゴールデンアイ００７ パチンコ３６５日

バックバンブル

がんばれゴエモンでろでろ道中　おばけてんこ盛り バイオハザード２

ゲッターラブ 爆裂無敵バンガイオー

カメレオンツイスト２ ぬし釣り64

ガントレットレジェンド

格闘伝承 F-cup Maniax ドゥーム６４

カメレオンツイスト どうぶつの森６４

SD飛龍の拳伝説 罪と罰　地球の継承者

エルテイルモンスターズ 電車でGO ６４

タイトル タイトル

悪魔城ドラキュラ　黙示録外伝 超空間プロ野球キング２

買取価格 買取価格

¥2,000 ¥4,000

¥2,000 ¥2,500

¥4,500 ¥1,500

¥2,000 ¥2,500

¥7,000 ¥1,000

¥2,500 ¥4,000

¥3,000

タイトル

青の６号　歳月不待人

斑鳩　イカルガ

ガンスパイク

ガンバード２

クレオパトラフォーチュン

超鋼戦記キカイオー(通常版)

ティンクルスタースプライツ 湯川専務とせがた三四郎なんだよなぁ

トライジール

タイトル

ナップルテール

爆裂無敵バンガイオー

風来のシレン外伝　女剣士アスカ見参

燃えろ！ジャスティス学園 ドリームキャストコレクション

ラジルギ

買取価格 買取価格

¥1,500 ¥18,000

¥2,000 ¥1,500

¥1,800 ¥2,000

¥10,000 ¥6,000

¥3,000 ¥16,000

¥15,000 ¥2,500

¥2,000 ¥3,000

¥9,000 ¥3,000

¥13,000 ¥4,500

¥2,000 ¥1,800

¥6,000 ¥4,500

¥3,000 ¥18,000

¥3,000 ¥4,500

¥12,000 ¥15,000

¥1,500 ¥2,500

¥6,000 ¥10,000

¥8,000 ¥1,200

¥3,500 ¥2,500

¥8,000 ¥10,000

¥1,500 ¥7,000

¥6,000 ¥3,000

¥2,000

わくぷよダンジョン決定盤

沙羅曼蛇 DELUXE PACK PLUS PSはレアソフト化してるタイトル増加中。

夕闇通り探検隊

悪魔城年代記 悪魔城ドラキュラ ZOIDS2 へリック共和国VSガイロス帝国

悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲(通常版) 蒼天の白き神の座 GREAT PEAK

AIRGRAVE タイムギャル＆忍者ハヤテ

X2 ちっぽけラルフの大冒険

学校であった怖い話S バーガーバーガー

LSD(通常版) 怒首領蜂

エイプ99 東亜プランシューティングバトル1

ガイアシード どつぼちゃん

快速天使 ナイトレイド

帰ってきたサイボーグクロちゃん バーガーバーガー2

可変走攻ガンバイク ハームフルパーク

キャプテンコマンドー パンツァーバンディット

キュイーン(通常版) 風雲悟空忍伝

競艇WARSマクル6 ペプシマン

クレオパトラフォーチュン マッドストーカー

ゲゲゲの鬼太郎 逆襲！妖魔大血戦(通常版) MOON(通常版)

コットンオリジナル(通常版) モータルコンバットトリロジー

コロコロポストニン

里見の謎 ラクガキショータイム

ZANAC×ZANAC

タイトル タイトル

アジト3 serial experiments lain


