
バイオリン(ケース無） ¥532 iPad２　型式指定：A1395/A1397/A1396 ¥320 iPad　Pro(10.5in)　型式指定：A1701/A1709/A1852 ¥2,800

バイオリン(ケース有） ¥816 iPad３　型式指定：A1416/A1430/A1403 ¥420 iPad　Pro(11in)　型式指定：A1980/A1934/A1979/A2013 ¥3,200

フルート　※メーカー指定有 ¥1,000 iPad４　型式指定：A1458/A1459/A1460 ¥880 iPad　mini　型式指定：A1432/A1454/A1455 ¥240

クラリネット ¥1,000 iPad５　型式指定：A1822/A1823 ¥1,360 iPad　mini２　型式指定：A1489/A1490 ¥540

トロンボーン ¥1,000 iPad６　型式指定：A1893/A1954 ¥1,600 iPad　mini３　型式指定：A1599/A1600 ¥760

グロッケンシュビール　※メーカー指定有 ¥600 iPad７　型式指定：A2197/A2200/A2198 ¥2,000 iPad　mini４　型式指定：A1538/A1550 ¥1,600

ミュージカルキーボード　※70cm以上 ¥440 iPad　Air　型式指定：A1474/A1475 ¥1,000 iPad　mini５　型式指定：A2124/A2125/A2126/A2133 ¥1,880

電子オルガン ¥800 iPad　Air２　型式指定：A1566/A1567 ¥1,520 iPad　画面割れ ¥20

ミュージカルミキサー　※メーカー指定有 ¥320 iPad　Pro(12.9in)　型式指定：A1584/A1652 ¥3,800 タブレットPC(上)（個） ¥280

ミュージカルミキサー(下) ¥200 iPad　Pro(12.9in)２　型式指定：A1670/A1671/A1821 ¥4,400 タブレットPC(下)（個） ¥80

エフェクター(上)金属製 ¥400 iPad　Pro(12.9in)３　型式指定：A1876/A1895/A1983/A2014 ¥6,400 CPU　Core　iシリーズ ¥250

エフェクター(下) ¥204 iPad　Pro(9.7in)　型式指定：A1673/A1674/A1675 ¥2,800 CPU　Core　iシリーズ(下） ¥175

ウィンドシンセサイザー　※メーカー、型式指定有 ¥600 PCメモリー　デスクトップ用　4GB（枚） ¥100

アナログシンセサイザー　※メーカー、型式指定有 ¥2,000 エコライザー ¥860 PCメモリー　デスクトップ用　8GBUP（枚） ¥375

サンプラー　※メーカー指定有 ¥600 アンプ(上)200W　up ¥660 PCメモリー　ノートパソコン用　2GBUP（枚） ¥35

ギターアンプ（大）※高さor長辺40cm以上 ¥720 アンプ(上)120-199W ¥440 グラフィックボード(上)　※型番指定有 ¥100

ギターアンプ（中） ¥50 アンプ(下)119W以下 ¥360 マイコン(TK-80/TK-85)　※NEC製 ¥240

ギターアンプ（小） ¥25 アンプ(下/小)120W　down ¥200 P/Cアダプター ¥20

エコーマシン　※メーカー、型式指定有 ¥2,000 アンプ(黒)120-149W ¥500 P/Cキーボード(kg)　※黒色のみ、ワイヤレスNG ¥2

三味線 ¥80 アンプ(黒)150-184W ¥800 P/Cマウス(kg)　※PS2タイプ、ワイヤレスNG ¥30

バチ（三味線） ¥25 アンプ(黒)185-249W ¥1,400 旧型P/Cキーボード　※特定機種のみ ¥400

尺八（中継ぎ有） ¥280 アンプ(黒)250-299W ¥1,560 旧型P/C外付けFDD　※挿入口２つ以上、14cm未満 ¥200

尺八（中継ぎ無） ¥100 アンプ(黒)300W　up ¥1,760 VPNルーター　※メーカー、型式指定有 ¥1,200

マイク（カラオケ用） ¥20 AVアンプ　120-149W ¥240 NAS（ネットワークHDD）　※特定機種のみ ¥320

ワイヤレスマイク（セット） ¥400 AVアンプ　150-184W ¥320 MSX(上)　※特定機種のみ ¥400

ヘッドフォン（個） ¥20 AVアンプ　185-249W ¥440 日本語ワープロ　※特定機種のみ ¥200

オーディオトランス　※メーカー指定有 ¥204 AVアンプ　250-299W ¥520 デュプリケーター ¥400

カラオケコマンダー　※メーカー、型式指定有 ¥328 AVアンプ　300W　up ¥600 3Dプリンター ¥1,200

MIDI音源　※指定機種有 ¥600 コントロール（プリ）アンプ ¥860

リズムマシンTB-303　※指定機種のみ ¥4,000 フォークギター ¥360

リズムマシンTB-606　※指定機種のみ ¥800 レコードプレーヤー(上)　※メーカー指定有 ¥560 マンドリン ¥200

リズムマシンTB-707　※指定機種のみ ¥1,200 レコードプレーヤー(下)針・ヘッド無　※メーカー指定有 ¥240 エレキギター ¥960

リズムマシンTB-808　※指定機種のみ ¥8,000 レコード盤(LP)　※一時お預かり品 取扱有 取扱有 エレキギター(下) ¥320

リズムマシンTB-909　※指定機種のみ ¥4,000 オープンリールテープ7号（セット）※メーカー指定有 ¥200 スネアドラム　※メーカー指定有 ¥732

音楽コンプレッサー/リミッター　※指定機種のみ ¥360 オープンリールテープ１０号（セット）※メーカー指定有 ¥400 コンガ(上)　※メーカー指定有 ¥480

マルチトラックレコーダー　※指定機種のみ ¥800 CDプレーヤー（大） ¥120 コンガ(下)　※メーカー・モデル不問 ¥280

DATデッキ　※メーカー、型式指定有 ¥400 ドラムセット　※メーカー指定有 ¥2,200

NEW一体4段(普)本体 ¥20 オープンリールデッキ　※メーカー指定有 ¥408 ドラムセット(下) ¥2,200

NEW一体4段(中)本体 ¥20 ポータブルカセットレコーダー※メーカー、型式指定有 ¥840 アコーディオン ¥816

NEW一体4段(下)本体 ¥10 カセットデッキ　※メーカー、型式指定有 ¥280 サックス ¥1,000

OLD一体4段本体 ¥140 8mmビデオデッキ ¥320 トランペット ¥1,000

OLD一体5段本体 ¥200 ポータブルDVDプレーヤー ¥40

NEWバラ4段（ｼｽﾃﾑｹｰﾌﾞﾙ有）(上)本体 ¥488 HDD/DVDレコーダー ¥105 VHS/ビデオデッキ(上)　※対象メーカーのみ ¥200

NEWバラ4段（ｼｽﾃﾑｹｰﾌﾞﾙ有）(中)本体 ¥200 カセットテープ（個） ¥4

NEWバラ4段（ｼｽﾃﾑｹｰﾌﾞﾙ有）(下)本体 ¥180 ブルーレイプレーヤー（大）横幅42cm前後、厚さ6cm以上 ¥80 CDラジカセ（大）　※指定５機種のみ ¥60

NEWバラ4段（ｼｽﾃﾑｹｰﾌﾞﾙ無）本体 ¥60 ブルーレイプレーヤー（小）横幅40cm以下、厚さ6cm未満 ¥40 CDラジカセ Compo type(上) ¥180

OLDバラ4段　本体 ¥360 ブルーレイレコーダー（上）※年式指定有 ¥836 CDラジカセ Compo type(中) ¥100

OLDバラ5段（ｼｽﾃﾑｹｰﾌﾞﾙ有）本体 ¥400 ブルーレイレコーダー（下）※08年UP ¥240 CDラジカセ Compo type(下) ¥60

OLDバラ5段（ｼｽﾃﾑｹｰﾌﾞﾙ無）本体 ¥244 ラジカセ（大） ¥180

iPad(下)　※型番指定有 ¥160 ラジカセ（中） ¥60

スピーカーNEW一体4段(普)用 ¥160 MP3 ¥40 ラジカセ（小） ¥60

スピーカーNEW一体4段(中)用 ¥140 ウォークマン(MD/CD/カセットテープ）・ﾎﾞｲｽﾚｺｰﾀﾞｰ ¥20 ラジカセ（小）OLD１スピーカー ¥180

スピーカーNEW一体4段(下)用 ¥80 Apple Watch(上)　※series4以上 ¥1,080 ラジカセ（小）１スピーカー ¥60

スピーカーOLD一体4段用 ¥60 Apple Watch(中)　※series3 ¥520 ラジオ ¥120

スピーカー一体5段OLDバラ4段用 ¥120 Apple Watch(下)　※series1~2 ¥160 ビンテージラジカセ　※指定機種のみ ¥400

スピーカーNEWバラ4段(上)用 ¥180 Air Podsセット(下) ¥1,120 マルチメディアプレーヤー※ｽﾋﾟｰｶｰUSBﾎﾟｰﾄSDｽﾛｯﾄ必須 ¥40

スピーカーNEWバラ4段(中)用 ¥80 Air Podsセット(上) ¥2,520

スピーカーNEWバラ4段(下)用 ¥60 Air Podsイヤホン左右セットのみ(下) ¥840 ミニコンポNEW一体4段(上) ¥1,792

スピーカーOLDバラ5段用 ¥480 Air Podsイヤホン左右セットのみ(上) ¥1,400 ミニコンポNEW一体4段(上/下) ¥1,672

Air Pods充電ケースのみ(下) ¥280 ミニコンポNEW一体4段(普) ¥1,508

スピーカー２WAY ¥1,040 Air Pods充電ケースのみ(上) ¥1,120 ミニコンポNEW一体4段(普/下) ¥1,100

スピーカー３WAY ¥2,000 iPhone専用イヤホン ¥20 ミニコンポNEW一体4段(中) ¥900

スピーカー２WAY（サランネット無） ¥440 Bluetoothイヤホンセット(下） ¥40 ミニコンポNEW一体4段(中)AKシリーズ ¥360

スピーカー３WAY（サランネット無） ¥680 Bluetoothイヤホンセット(上） ¥400 ミニコンポNEW一体4段(中/下) ¥620

PAスピーカー（大）※高さor長辺100cm以上 ¥2,880 ミニコンポNEW一体4段(下) ¥240

PAスピーカー（小）※高さor長辺50~100cm未満 ¥1,680 プロジェクター(下）　※HDMI端子無　高さ5~10cm ¥160 ミニコンポNEW一体4段　CD/MD ¥736

スピーカーBloetooth搭載(上) ¥284 プロジェクター(上）　※HDMI端子有 ¥1,020 ミニコンポNEWバラ4段（ｼｽﾃﾑｹｰﾌﾞﾙ有）(上) ¥1,180

スピーカーBloetooth搭載(下) ¥40 ミニコンポNEWバラ4段（ｼｽﾃﾑｹｰﾌﾞﾙ有）(中) ¥600

拡声器 ¥80 一眼レフカメラ　レンズのみ ¥80 ミニコンポNEWバラ4段（ｼｽﾃﾑｹｰﾌﾞﾙ有）(下) ¥280

一眼レフカメラ　ボディのみ ¥200 ミニコンポNEWバラ4段（ｼｽﾃﾑｹｰﾌﾞﾙ無） ¥200

天体望遠鏡(上)　※メーカー指定有 ¥616 フィルムカメラ（金属製） ¥240 ミニコンポNEWバラ5段（ｼｽﾃﾑｹｰﾌﾞﾙ有）(上) ¥3,144

双眼鏡（大） ¥60 フィルムカメラ（プラスチック製） ¥160 ミニコンポNEWバラ5段（ｼｽﾃﾑｹｰﾌﾞﾙ有）(中) ¥1,884

双眼鏡（小） ¥20 アクションカメラ（GoPro）(上) ¥560

アクションカメラ（GoPro）(下) ¥120 炊飯器　※プラ製10年up一升炊き以上OK ¥280

傘（布）　※子供用、日傘NG ¥12 大判・中判カメラ ¥400 電気ポット　※日本メーカー、４ﾘｯﾄﾙ以上の物 ¥25

折りたたみ傘（布）　※日傘NG ¥8 その他カメラパーツ ¥32 ガスコンロ(上) ¥560

幼児用歩行器 ¥36 8mmムービーカメラ ¥60 ガスコンロ(大)　※二口タイプ、グリル焼き付き ¥240

全自動麻雀卓　※メーカー指定有 ¥820 ガスコンロ(小) ¥60

学用品以外の不用品につきましては、倉庫保管協力企業：株式会社 樹頼様が行っております。

お問い合わせにつきましてはこちらへお願い致します　 TEL：029-871-7745　担当：お宝鑑定館内リサイクル品担当 内山

買取価格表

MP3/iPad/Apple watch/Air Pods/イヤホン

プロジェクター

PC機器PC機器

コンポセット

音楽機器/楽器類

音楽機器/楽器類

アンプ

DVD・BD・デッキ・プレイヤー類

DVD・BD・デッキ・プレイヤー類

ラジカセ/ラジオ

コンポ本体のみ

コンポスピーカーのみ

大型スピーカー

望遠鏡/双眼鏡

カメラ類

雑貨類

家庭用品/その他

家庭用品/その他



マッサージチェア(上)　※フット/レッグ/手/腕機能付き ¥7,000 置き/掛時計(kg) ¥4 IHクッキングヒーター2口グリル付き(上)※ラジエントヒーターのみはNG ¥740

フットマッサージ器 ¥160 野外用特大時計(個） ¥1,200 IHクッキングヒーター2口グリル付き(下)※吸排気ｶﾊﾞｰ欠品の物 ¥640

アイボ(上)　※破損・付属品欠品NG、4世代のみ ¥1,800 各種ハンドツール(kg)（小）　※手作業用の道具 ¥61 IHクッキングヒーター2口グリル無 ¥280

アイボ(下)　※破損・付属品欠品NG ¥1,200 各種ハンドツール(kg)（大）　 ¥20 IHクッキングヒーター1口 ¥120

ラジコン（エンジン式・バッテリー式） ¥200 トルクレンチ　※メーカー指定有 ¥240 ガスオーブン ¥240

無線機（上)　※メーカー指定有 ¥1,028 ツールボックス(個） ¥400 圧力釜（大）※直径40cm以上 ¥800

無線機（下)　※メーカー指定有 ¥200 アウトドア用品（㎏） ¥56 ノンフライヤー ¥420

リニアアンプ　※メーカー指定有 ¥600 ランドセル(個） ¥100 ガス式炊飯器　※電源コードタイブNG ¥80

リモコン ¥20 かばん・バッグ・リュック(kg) ¥28 ガス式炊飯器（小）　※電源コードタイブNG ¥20

フィルムスキャナー ¥800 旅行バッグ ¥3 家庭用製麺機　※小野式のみ ¥408

モバイルバッテリー ¥25 掃除機（ダイソン・ルンバ）　※型番指定有 ¥616

カーステレオ（テープ） ¥8 古着・ベルト(kg) ¥3 扇風機(上)　※少し古く伸縮タイプ ¥120

カーステレオ（CD＆テープ） ¥20 おもちゃ(kg) ¥67 扇風機(下)　※少し古く伸縮ないタイプ ¥80

カーステレオ（CD） ¥4 おもちゃ(下）(kg) ¥24 大型扇風機 ¥840

カースピーカー　※据置きタイプのみ ¥280 ぬいぐるみ(kg) ¥28 腕時計　※子供用NG ¥40

カスピーカー（上） ¥800 キーホルダー(kg) ¥52 腕時計（皮革バンド）（個） ¥20

カーアンプ ¥240 フィギュア(kg) ¥140 腕時計（SEIKO/GSHOCK）（個） ¥160

ウーファー（車用） ¥600 フィギュア（ソフビ） ¥200 空気清浄機　※メーカー指定有、08年up ¥380

カーステレオ（上） ¥600 フィギュア（ホビー製品） ¥400 空気清浄機(下）　※メーカー指定有、00年up ¥260

ステアリング ¥100 フィギュア（メディコムトイ） ¥800 除湿器　※ハイブリット式・コンプレッサー式(05年up) ¥300

鉄道模型（機関車） ¥800 除湿器(下）　※00年以上、200w以上、冷媒134a ¥260

鉄道模型（kg） ¥10 浄水器（据置型）(上) ¥640

ブロック玩具（LEGO社製）(kg) ¥60 浄水器（据置型）(下) ¥240

船外機(PS)　※お問い合わせ ¥600 プラモデル(kg) ¥100 食洗器（家庭用卓上タイプ）03up ¥320

発動機　　　※お問い合わせ ¥2,000 ベビーカー ¥44 （小型）湯沸かし器 ¥360

ミニ耕運機　※お問い合わせ ¥750 釣り竿 ¥80

耕運機　　　※型式指定有、お問い合わせ 収入印紙　旧柄 取扱有 取扱有 タモ網 ¥20

トラクター　※お問い合わせ リール(下） ¥80

ガソリンエンジンポンプ　※お問い合わせ ¥320 SONY PS one(本体＆液晶モニターセット） ¥280 リール(上)　※メーカー指定有 ¥1,000

水中ポンプ(kg) ¥24 SONY PS one(液晶モニターのみ） ¥220 電動リール　※メーカー型式指定有 ¥720

モベッド　※ペダル付きバイク ¥2,000 SONY PS ２　SCPH-10000シリーズ本体 ¥120 靴　左右セット※靴底の減り、穴あき、サンダル等NG ¥10

携帯用ソーラーパネル　※USB端子付き ¥40 SONY PS ２　SCPH-30000シリーズ本体 ¥120

ソーラーパネル（上）※最大出力200w以上 ¥520 SONY PS ２　SCPH-70000シリーズ本体 ¥140 ベビーベッド ¥33

ソーラーパネル（下）※最大出力100~199w ¥100 SONY PS ２　SCPH-90000シリーズ本体 ¥1,300 食器類全般(バラ）(kg) ¥12

ブレーカー（リューズ）(kg)　※メーカーアンペア指定有 ¥80 PS3　初期 ¥180 カトラリー製品(kg)　※金属製スプーンフォーク等 ¥60

コンタクタ(kg)　※Fuji Electric製のみ ¥80 PS3　中期 ¥440 キッチン用品(kg)　※金属製のみ ¥44

レーザー墨出し器 ¥350 PS3　中期　HDD無 ¥320 キッチン用品（プラスチック）(kg) ¥20

オートレベル ¥350 PS3新型2000A ¥1,680 包丁(kg) ¥120

トータルステーション/ヤオドライト ¥616 PS3新型2000A　HDD無 ¥1,480 贈答品(kg) ¥56

PS4　500GB　HDD無 ¥3,760 PS3新型4000A ¥1,840 贈答品(桐箱）(kg) ¥120

PS4　500GB ¥4,200 PS3新型4000A　HDD無 ¥1,640 絵画(kg) ¥25

PS4　SLIM(CUH-2000) ¥4,400 PS3新型3000A ¥1,640 アンティーク額縁(個） ¥180

測定器(上) ¥480 PS3新型3000A　HDD無 ¥1,400 置物・オブジェ・花瓶(kg) ¥26

測定器(下) ¥280 アクセサリー(金属製）(kg)　※指輪はNG ¥148 置物・オブジェ・花瓶(九谷焼）(kg) ¥5

香水/残量50%以上(kg) ¥480 脚立（足場5段以上）（脚） ¥150

カメラスタンド ¥40 脚立（足場1~4段）（脚） ¥84 ヘルメット　※バイク用 ¥36

デジタルビデオカメラ（ケース無） ¥40 PS4　SLIM(CUH-2000)　HDD無 ¥3,800 ヘルメット　※バイク用(ARAI/SHOEI）　※フルフェイスのみ ¥480

デジタルビデオカメラ（ケース有） ¥160 PS4　SLIM(CUH-7000) ¥5,400 模造刀　W90以上 ¥160

HDD内蔵デジタルビデオカメラ（ACアダプター無） ¥160 PS4　SLIM(CUH-7000)　HDD無 ¥5,000 模造刀　W90未満 ¥88

HDD内蔵デジタルビデオカメラ（ACアダプター有） ¥280 PS4(中） ¥1,200 電動モデルガン ¥200

放送/業務用ビデオカメラ　※メーカー指定有 ¥408 PS4(下） ¥240 オイルライター(Zippo）（小）　※横幅3.5cm未満 ¥80

デジカメ(下） ¥20 SONY PSP(1000)（本体）(A) ¥100 かご台車 ¥100

デジカメ(上)　※メーカー指定有、10メガピクセル以上 ¥20 SONY PSP(1000)（本体）(B) ¥40 その他雑貨(kg) ¥3

デジタル一眼レフカメラ ¥836 SONY PSP(2000)（本体）(A) ¥240

SONY PSP(2000)（本体）(B) ¥120 洋酒（ウイスキー）(本） 取扱有 取扱有

SONY PSP(3000)（本体）(A) ¥800 洋酒（ブランデー）(本） 取扱有 取扱有

SONY PSP(3000)（本体）(B) ¥320

普通切手シート 取扱有 取扱有 SONY PSP(3000)（本体）(C) ¥40 SONY PSVITA(1000)(本体）(B) ¥720

記念切手シート 取扱有 取扱有 SONY PSPgo(本体)N1000(A) ¥880 SONY PSVITA(1000)(本体）(C) ¥40

切手バラ 取扱有 取扱有 SONY PSPgo(本体)N1000(B) ¥240 SONY PSVITA(2000)(本体）(A) ¥1,800

図書カード・図書券 取扱有 取扱有 SONY PSPgo(本体)N1000(C) ¥40 SONY PSVITA(2000)(本体）(B) ¥720

クオカード 取扱有 取扱有 SONY PSVITA(1000)(本体）(A) ¥880 SONY PSVITA(2000)(本体）(C) ¥40

店頭発行クオカード 取扱有 取扱有 PSPバッテリー(純正品） ¥20

テレホンカード 取扱有 取扱有 CDゲームソフト(kg)(上) ¥480

ビール券・清酒券 取扱有 取扱有 CDゲームソフト(kg)(中) ¥100 MS Xbox360本体(下） ¥50

信販系ギフト券 取扱有 取扱有 CDゲームソフト(kg)(下) ¥38 MS Xbox360本体（中） ¥160

百貨店商品券 取扱有 取扱有 ゲーム開発機材 ¥1,200 MS Xbox360本体(上) ¥320

スーパー商品券 取扱有 取扱有 ゲームモニター ¥200 MS Xbox360　S/E ¥600

収入印紙10枚綴り～ 取扱有 取扱有 旧型ゲーム機(上) ¥240 MS Xbox360　S/E(下）HDD無 ¥520

収入印紙バラ 取扱有 取扱有 旧型ゲーム機(中) ¥112 MS Xbox one　HDD有　本体 ¥560

旧型ゲーム機(下) ¥40 MS Xbox one　X　HDD有　本体 ¥1,680

任天堂Wii U(本体)　※32GBのみ ¥20 旧型ゲームパーツ(上) ¥120 MS Xbox one　S　HDD有　本体 ¥840

任天堂Wii U(ゲームパッド) ¥20 旧型ゲームパーツ(中) ¥48

任天堂Wii U(セット)　※32GBのみ ¥240 旧型ゲームパーツ(下) ¥8 DUAL SHOCKコントローラーforPS１用 ¥60

任天堂ゲームボーイアドバンス ¥240 駄菓子屋ゲーム機(アナログ) ¥2,800 コントローラー（プレイステーション用） ¥60

任天堂ゲームボーイアドバンスSP ¥300 駄菓子屋ゲーム機(デジタル) ¥1,400 コントローラーforPS２用 ¥20

任天堂ゲームボーイMICRO ¥700 ゲーミングヘッドセット(箱有) ¥400 SONY PS2 メモリーカード8M ¥16

任天堂3DS(A) ¥400 ゲーミングヘッドセット(箱無) ¥100 電源アダプターforPS２用(70000以上） ¥20

任天堂3DS(B) ¥280 コントローラーforPS３用 ¥40

任天堂3DS(C) ¥40 手動式販売機・両替機　※お預かり対応 ASK ASK コントローラーforPS４用 ¥200

任天堂New3DS(A) ¥960 古銭(kg) ¥400 SONY PS2 ネットワークアダプター(SCPH-10350) ¥20

任天堂New3DS(B) ¥320 鉄瓶（大） ¥180

任天堂New3DS(C) ¥40 鉄瓶（小） ¥30 コントローラーforXbox ¥40

任天堂3DS　LL(A) ¥760 鉄瓶（上） ¥1,150 コントローラーforXbox１ ¥40

任天堂3DS　LL(B) ¥280 鉄瓶（大）/(下） ¥75 コントローラーforXbox360 ¥20

任天堂3DS　LL(C) ¥40 貧乏徳利 ¥120 コントローラーforXbox360ワイヤレス ¥120

工具類/測量機器/発電機/船外機など

カメラ類

雑貨類

カー用品

酒類

金券

金券

PS関連本体

PS関連本体

任天堂本体

その他ゲーム関連

その他

Xbox本体

PS関連パーツ

Xbox関連パーツ



任天堂New3DS　LL(A) ¥1,280 油さし/漏斗 ¥80 ハードディスクforXbox360 ¥20

任天堂New3DS　LL(B) ¥800 SINGER網脚ミシン台（ミシン付きも含む） ¥1,200 Kinectセンサー(XBOX360用） ¥680

任天堂New3DS　LL(C) ¥40 SINGER網脚ミシン台　引出し2段以上（ミシン付） ¥1,600 Kinectセンサー(XBOX1用） ¥140

任天堂2DS(A) ¥200 網脚ミシン台 ¥600 電源アダプターforXbox360 ¥20

任天堂2DS(B) ¥40 かき氷機（鋳物） ¥800 電源アダプターforXbox360　S/E ¥60

任天堂New2DS　LL(A) ¥400 かき氷機（プラスチック） ¥720 電源アダプターforXbox１ ¥100

任天堂New2DS　LL(B) ¥240 タイプライター（黒・鉄） ¥400

任天堂New2DS　LL(C) ¥40 タイガー計算機（黒・鉄） ¥1,200 ホーロー看板 ¥320

任天堂スイッチ本体のみ(通電可） ¥3,480 掛け軸(kg) ¥48 木彫り熊(kg) ¥42

任天堂スイッチ本体のみ(通電不可） ¥1,200 白黒写真(kg) ¥40 こけし(kg) ¥72

任天堂スイッチ用ジョイコン(I&Rセット） ¥280 ボテ箱 ¥560

任天堂スイッチ用ドック(充電スタンド) ¥50 バッテリー(kg) ¥22 茶箱/行季 ¥40

任天堂スイッチ用ストラップセット ¥50 産業用バッテリー(kg) ¥5 麺板（無垢材） ¥120

任天堂スイッチ用Proコントローラー ¥200 バイク用バッテリー(kg) ¥3 足場（折り畳み式） ¥320

任天堂スイッチLite本体のみ(通電可） ¥2,400 産業用バッテリー(kg)鉄箱付 ¥3 稧留め本棚 ¥400

任天堂スイッチLite本体のみ(通電不可） ¥800 HV車NI-MHバッテリー（大）/（台） ¥1,550 アンティーク丸椅子（背もたれ無し） ¥400

HV車NI-MHバッテリー（小）/（台） ¥550 大型振り子時計　※パーツ欠品半額 ¥4,400

レトロゲーム機(上)箱・説付き ¥3,200 ¥0 大型振り子時計（電池式）　※パーツ欠品半額 ¥1,200

レトロゲーム機(中)箱・説付き ¥1,600 金　K24(0.1g） ¥233

レトロゲーム機(下)箱・説付き ¥400 金　K22(0.1g） ¥212 触媒（中） ¥3,750

アーケードゲーム基盤　※ユニット欠品は半額 ¥480 金　K20(0.1g） ¥191 触媒（小） ¥2,450

金　K18(0.1g） ¥173 ¥0

Fケーブル(kg) ¥133 金　K14(0.1g） ¥124 ミュージックCD/DVD/Blue-ray(kg) ¥20

Fケーブル(kg)(上) ¥138 金　K12(金歯含む）(0.1g） ¥97 炊飯器（高）　※2013年製以上 ¥100

自動車用ハーネス(kg) ¥128 金　K10(0.1g） ¥87 電子レンジ・オーブンレンジ（高）　※2013年製以上 ¥100

だるま線(kg) ¥5 金　K9(0.1g） ¥73 掃除機（高）　※2013年製以上 ¥50

砲金(kg) ¥230 金杯(kg) ¥120

込砲金(kg) ¥203 プラチナPt1000(0.1g） ¥128 コーヒーミル（レトロ） ¥120

真鍮(kg) ¥193 プラチナPt950(0.1g） ¥118 コーヒーミル（電動） ¥680

込真鍮(kg) ¥165 プラチナPt900(0.1g） ¥114 ゼンマイ式振り子時計（レトロ）（個） ¥320

込真鍮A(kg) ¥188 プラチナPt850(0.1g） ¥106 電池式振り子時計（レトロ）（個） ¥120

真鍮製置物(kg) ¥200 プラチナPt800(0.1g） ¥89 パタパタ時計（レトロ）（個） ¥80

アルミラジエーター(kg) ¥10 銀　1000(g) ¥26 レトロ扇風機 ¥400

エアコンラジエーター（鉄付）(kg) ¥123 銀　950(g) ¥21 ゼンマイ式置き時計（レトロ） ¥240

熱交換器(kg) ¥35 銀　925(g) ¥21 ダイヤル式電話機（レトロ） ¥40

ブレーカー(kg) ¥45 銀　900(g) ¥21 ポット（レトロ） ¥40

電気メーター(kg)ガラス無 ¥38

電気メーター(kg)ガラス付 ¥13 ノートPC雑品/kg ¥65 スマートフォン ¥40

PC雑品/kg ¥35 iPhone　画面割れ（6以降） ¥125

ギロ材(A)(kg) ¥14 一体型モニター雑品/kg ¥10 iPhone　画面割れ(5S/C) ¥20

ギロ材(B)(kg) ¥13 ゲーム雑品(S)/kg ¥46 iPhone５ ¥80

ギロ材(C)(kg) ¥13 ゲーム雑品(A)/kg ¥35 iPhone5S ¥120

板千地(kg) ¥12 ゲーム雑品(B)/kg ¥24 iPhone5C ¥120

甲山(A)(kg) ¥15 デジタル雑品A/kg ¥110 iPhone6 ¥240

甲山(B)(kg) ¥14 デジタル雑品C/kg ¥3 iPhone6 Plus ¥480

ステンレス(kg) ¥43 PCサーバー/kg（厚型） ¥39 iPhone6S ¥320

PCサーバー/kg（薄型） ¥49 iPhone6S Plus ¥440

Li-ion（リチウムイオン）バッテリー(kg) ¥10 PCメモリー基板/kg ¥1,950 iPhone SE ¥280

Ni-MH（ニッケル水素）バッテリー(kg) ¥8 CPU（上）アルミ付/kg ¥2,900 iPhone7 ¥840

UPS(kg) ¥5 CPU（上）/kg ¥6,000 iPhone7 Plus ¥1,560

CPU（下）アルミ付/kg ¥660 iPhone8 ¥2,070

CPU（下）/kg ¥1,800 iPhone8 Plus ¥2,320

CPU（黒）/kg ¥4,300 iPhone X ¥3,600

ICチップ正方形ミックス/kg ¥2,560 iPhone XS ¥5,000

ICチップ長方形ミックス/kg ¥460 iPhone XS Max ¥7,200

メモリー・ゲームカセット(kg) ¥150 iPhone XR ¥4,000

携帯電話(下)(kg) ¥660 iPhone11 ¥3,880

スマートフォン(下)(kg) ¥300 iPhone11（液晶割れ） ¥3,160

下記のような商品も買い取れますが事前に予約が必要です。 タブレット(kg) ¥100 iPhone11Pro ¥6,040

宜しくお願い申し上げます。 家庭用分電盤(kg) ¥13 iPhone11Pro（液晶割れ） ¥2,920

iPhone11Pro Max ¥8,000

草刈機（上） iPhone11Pro Max（液晶割れ） ¥3,480

草刈機（下）

チェーンソー（エンジンタイプ）

チェーンソー（下）

エンジンカッター　刃付きのみ ◆使用可能、不可能は関係ありません。 香水

電動工具（個）　※コード付き バッグ

電動工具（下）(kg)　 小物

電動ドライバー充電式（個） サングラス

電動ドライバー充電式（下）（個） その他

小型電動ドライバー(kg)

バンドソー　※50kg以内 ※どんなものでも大切に査定させて頂きます。

タッピングランマー

ブレードランマー

産業用モーター(kg)

ガソリンエンジン（大）※お問い合わせ

ガソリンエンジン（小）※お問い合わせ

ガソリンエンジン（OHV）※お問い合わせ

コンプレッサー（大）(kg)※150kg以上で横長タンクの物

コンプレッサー（大）日立製(kg)※お問い合わせ

コンプレッサー（小）(kg)

発電機（小）※0.6以上~1.4KVA未満

発電機（中）※1.4以上~1.8KVA未満

発電機（大）※1.8KVA以上

発電機防音型（KVA）※お問い合わせ

各種ブランド品

工具類/測量機器/発電機/船外機など

その他ゲーム関連

その他

銅関係スクラップ

鉄/ステンレス関係スクラップ

バッテリー関係スクラップ

自動車関係スクラップ

レアメタル関係スクラップ

自動車関係スクラップ

高年式家電

レトロ家電

スマートフォン


