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チラシ限定クーポンチラシ限定クーポン
( 査定時に提示してください )( 査定時に提示してください )

お買取金額に応じてお買取金額に応じて

￥50,000 以上
￥30,000 以上
￥10,000 以上

￥50,000 以上
￥30,000 以上
￥10,000 以上

￥2,000
￥1,000
￥2,000
￥1,000

￥3,000￥3,000

をキャッシュバック!!をキャッシュバック!!

有効期限：2020 年 11月末まで有効期限：2020 年 11月末まで

金券類は対象外金券類は対象外

何かとお金がかかる 12月…何かとお金がかかる 12月…

他店でお断りの劣化･ボロボロでもお買取致します！他店でお断りの劣化･ボロボロでもお買取致します！

金相場高騰中につき
金製品高価格買取 !!

不要なお品をブランドリッツで
現金化しませんか？

不要なお品をブランドリッツで
現金化しませんか？

あなたの街のブランドリッツが
いろいろなお品を高価格買取 !!
あなたの街のブランドリッツが
いろいろなお品を高価格買取 !!

ロレックス
強化買取中
ロレックス
強化買取中

ダイヤ・色石強化買取中ダイヤ・色石強化買取中

金歯・銀歯強化買取中金歯・銀歯強化買取中

ルイヴィトン・シャネル強化買
取中

ルイヴィトン・シャネル強化買
取中

ブランドリッツブランドリッツ

地下鉄広告でおな
じみ

地下鉄広告でおな
じみ

ダイヤモンド強化買取中ダイヤモンド強化買取中



202010ringura

出張買取出張買取無料無料

出張買取は CM&地下鉄広告でおなじみの出張買取は CM&地下鉄広告でおなじみの

今なら出張買取時、お買取成立でお米プレゼント！今なら出張買取時、お買取成立でお米プレゼント！
※お米がなくなり次第終了とさせていただきます、画像はイメージです、実際の景品と異なる場合があります。※お米がなくなり次第終了とさせていただきます、画像はイメージです、実際の景品と異なる場合があります。

にお任せください！にお任せください！
ブランドリッツブランドリッツ

お客様負担￥0お客様負担￥0お客様負担￥0お客様負担￥0お客様負担￥0 その場で現金でお支払いその場で現金でお支払い 早く高くお見積!!早く高くお見積!!玄関先で OK !!玄関先で OK !!玄関先で OK !!玄関先で OK !!玄関先で OK !!荷物が多くて運べない… 
引っ越しをする… 
家事や育児で忙しい…

荷物が多くて運べない… 
引っ越しをする… 
家事や育児で忙しい…

ご予約･ お問い合わせはこちらへ  ご予約･ お問い合わせはこちらへ  

TEL:0120-79-3919TEL:0120-79-3919 ブランドリッツ 出張買取事業部
鑑定士 堀松たくみ

ブランドリッツ 出張買取事業部
鑑定士 堀松たくみ

※掲載していない商品もお気軽にお問い合わせ下さい。※掲載していない商品もお気軽にお問い合わせ下さい。

ブランドリッツでは幅広いジャンルの買取が可能です !!ブランドリッツでは幅広いジャンルの買取が可能です !!

記念硬貨記念硬貨
アクセサリー

小物
アクセサリー

小物

カメラ･レンズカメラ･レンズ
買取強化中 !!買取強化中 !!

衣類･着物衣類･着物のの買取強化中買取強化中

骨董品骨董品 万年筆万年筆ライターライター食器食器
（使いかけでも可）（使いかけでも可）
香水香水古銭古銭

どんなに古くても　　　　　　　　保証 !!どんなに古くても　　　　　　　　保証 !!￥1,000￥1,000

ティファニー製品ティファニー製品集めています !!集めています !! お客様へのお知らせお客様へのお知らせ
当店ではマスク着用にて接客させていただいております。当店ではマスク着用にて接客させていただいております。

ブランドリッツのスタッフは常
にマスクを装着し、手はもちろ
ん設備も消毒し、今回のコロナ
ウイルスに対して万全の対策を
していますので安心してご来店
下さい。

ブランドリッツのスタッフは常
にマスクを装着し、手はもちろ
ん設備も消毒し、今回のコロナ
ウイルスに対して万全の対策を
していますので安心してご来店
下さい。

お酒お酒

時計時計

ブランド品ブランド品
ボロボロのボロボロの

ボロボロのボロボロの

ベタつき・剥がれ・チェーン破損
カビ・汚れ・破損
ベタつき・剥がれ・チェーン破損
カビ・汚れ・破損

ルイヴィトンミニボストン型バッグルイヴィトンミニボストン型バッグ
どんな状態でもどんな状態でも
￥3,000 以上でお買取 !!￥3,000 以上でお買取 !! ￥16,000 以上でお買取 !!￥16,000 以上でお買取 !!

シャネルWフラップバッグシャネルWフラップバッグ
どんな状態でもどんな状態でも

リューズ取れ・ベルトなし
動かないなど…
リューズ取れ・ベルトなし
動かないなど…

ウィスキー , ブランデー , 焼酎などウィスキー , ブランデー , 焼酎など
（日本酒、ワインは買取不可の場合あり）（日本酒、ワインは買取不可の場合あり）

切手切手テレカテレカ

未開封であればどんなに古くても買取可能です。未開封であればどんなに古くても買取可能です。

シミ , 汚れ OK!!
1 枚からの買い取り可能 !!
シミ , 汚れ OK!!
1 枚からの買い取り可能 !!

処分に悩んでいませんか？処分に悩んでいませんか？

Cartier 
ラブブレス
Cartier 
ラブブレス

￥340,000￥340,000買取
実績
買取
実績

Pomellato
アニマルダイヤリング
Pomellato
アニマルダイヤリング

￥80,000￥80,000買取
実績
買取
実績

Cartier
トリニティダイヤリング
Cartier
トリニティダイヤリング

￥280,000￥280,000買取
実績
買取
実績

TIFFANY&Co.
ジーンシュランバーゼー
TIFFANY&Co.
ジーンシュランバーゼー

￥130,000￥130,000買取
実績
買取
実績

BOUCHERON
キャトルダイヤリング
BOUCHERON
キャトルダイヤリング

￥250,000￥250,000買取
実績
買取
実績

DAMIANI
ベルエポック クロスネックレス
DAMIANI
ベルエポック クロスネックレス

￥220,000￥220,000買取
実績
買取
実績

CHAUMET
ダイヤ &サファイアリング
CHAUMET
ダイヤ &サファイアリング

￥50,000￥50,000買取
実績
買取
実績

TASAKI 
マヴェパールネックレス
TASAKI 
マヴェパールネックレス

￥150,000￥150,000買取
実績
買取
実績

ブランドジュエリーお任せ下さい！ブランドジュエリーお任せ下さい！

で買取りましたで買取りました で買取りましたで買取りました で買取りましたで買取りました で買取りましたで買取りました

で買取りましたで買取りました で買取りましたで買取りました で買取りましたで買取りました で買取りましたで買取りました

￥180,000￥180,000
￥70,000￥70,000 ￥80,000￥80,000

￥50,000￥50,000
買取りました買取りました

買取りました買取りました

￥50,000￥50,000
買取りました買取りました

買取りました買取りました 買取りました買取りました

￥13,000￥13,000
買取りました買取りました

￥9,000￥9,000
買取りました買取りました

￥15,000￥15,000
買取りました買取りました

￥6,000￥6,000
買取りました買取りました

￥13,000￥13,000
買取りました買取りました

￥45,000￥45,000
買取りました買取りました

大歓迎 !!

￥170,000  ￥170,000  

シャネル
チェーンショルダー
シャネル
チェーンショルダー

買取りました買取りました

￥90,000  ￥90,000  

シャネル
復刻トート
シャネル
復刻トート

買取りました買取りました

￥22,000  ￥22,000  

エルメス
エールライン
リュック　

エルメス
エールライン
リュック　

買取りました買取りました

￥40,000  ￥40,000  

ルイヴィトン
パピヨン
ルイヴィトン
パピヨン

買取りました買取りました

￥36,000  ￥36,000  

ルイヴィトン
スピーディ 30
ルイヴィトン
スピーディ 30

買取りました買取りました

￥20,000  ￥20,000  

エルメス
スカーフ
エルメス
スカーフ

買取りました買取りました

￥40,000  ￥40,000  

プラダ
ナイロンリュック
プラダ
ナイロンリュック

買取りました買取りました

￥73,000  ￥73,000  

エルメス
ガーデンパーティ PM
エルメス
ガーデンパーティ PM

買取りました買取りました

￥60,000  ￥60,000  

グッチ
バンブー 2way
グッチ
バンブー 2way

買取りました買取りました

￥33,000  ￥33,000  

シャネル
ニュートラベルライン
トート

シャネル
ニュートラベルライン
トート

買取りました買取りました

￥110,000  ￥110,000  

ディオール
レディディオール
ディオール
レディディオール

買取りました買取りました

￥60,000  ￥60,000  

フェンディ
マンマバケット　
フェンディ
マンマバケット　

買取りました買取りました

￥550,000  ￥550,000  

エルメス
ケリー 32 ゴールド　
エルメス
ケリー 32 ゴールド　

買取りました買取りました

￥75,000  ￥75,000  

ルイヴィトン
モンスリGM　
ルイヴィトン
モンスリGM　

買取りました買取りました

￥25,000  ￥25,000  

グッチ
ウエストポーチ　
グッチ
ウエストポーチ　

買取りました買取りました

￥250,000  ￥250,000  

ロレックス
オイスター
パーペチュアルデイト　

ロレックス
オイスター
パーペチュアルデイト　

買取りました買取りました

￥2,200,000 ￥2,200,000 

ロレックス
デイデイト
ロレックス
デイデイト

買取りました買取りました

￥330,000  ￥330,000  

ロレックス
デイトジャスト メンズ
ロレックス
デイトジャスト メンズ

買取りました買取りました

￥560,000  ￥560,000  

ロレックス
エクスプローラーⅡ
ロレックス
エクスプローラーⅡ

買取りました買取りました

￥180,000  ￥180,000  

ロレックス
エアキング
ロレックス
エアキング

買取りました買取りました

￥240,000  ￥240,000  

ロレックス
デイトジャスト
レディース

ロレックス
デイトジャスト
レディース

買取りました買取りました

￥170,000  ￥170,000  

ブルガリ
ブルガリブルガリ
メンズ

ブルガリ
ブルガリブルガリ
メンズ

買取りました買取りました

￥220,000  ￥220,000  

シャネル
H1625  J12
シャネル
H1625  J12

買取りました買取りました

￥110,000  ￥110,000  

タグホイヤー
カレラ キャリバー 16
タグホイヤー
カレラ キャリバー 16

買取りました買取りました

￥62,000  ￥62,000  

シャネル
プルミエールM
シャネル
プルミエールM

買取りました買取りました

￥370,000  ￥370,000  

ロレックス
サンダーバード
ロレックス
サンダーバード

買取りました買取りました

￥480,000  ￥480,000  

ロレックス
新型デイトジャスト
メンズ

ロレックス
新型デイトジャスト
メンズ

買取りました買取りました

￥280,000  ￥280,000  

オメガ
シーマスター
コーアクシャル

オメガ
シーマスター
コーアクシャル

買取りました買取りました

￥180,000  ￥180,000  

カルティエ
タンクフランセーズＭＭ
カルティエ
タンクフランセーズＭＭ

買取りました買取りました

￥165,000  ￥165,000  

ロンジン
コンクエスト
ロンジン
コンクエスト

買取りました買取りました

古い物を高く高く買取 !!
ブランドリッツブランドリッツ


