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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：2021 年 7月末まで有効期限：2021 年 7月末まで

金券類は対象外金券類は対象外

整えるWEEK
片付け・断捨離でスッキリな生活にチェンジ

DAY DAYDAY

DAYDAYDAYDAY

DAYDAY

衣替えでもう何年も着ていない
ブランドの服や靴が出てきた！
なかなか処分ができない…

衣替えでもう何年も着ていない
ブランドの服や靴が出てきた！
なかなか処分ができない…

ついでにクローゼットの片付け！
昔気に入っていたバッグや

ジュエリーを発見！

ついでにクローゼットの片付け！
昔気に入っていたバッグや

ジュエリーを発見！

しばらく見ていない物置もお掃除！
いただきもののお酒や記念品が

こんなところに…

しばらく見ていない物置もお掃除！
いただきもののお酒や記念品が

こんなところに…

まとめて売却！
あんなにどうしようか迷っていた時間が

もったいないほどの金額に♪

まとめて売却！
あんなにどうしようか迷っていた時間が

もったいないほどの金額に♪

クーポンも使えて
ラッキー！

クーポンも使えて
ラッキー！

売ったお金で自分や家族にご褒美！
息抜きにショッピングや美味しいランチ

スッキリ楽しい生活に !!

売ったお金で自分や家族にご褒美！
息抜きにショッピングや美味しいランチ

スッキリ楽しい生活に !!

お
家
か
ら
整
理
整
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よ
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ととの

売売れます !!れます !!

売売れます !!れます !!

売売れます !!れます !!

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

売却をお考えの方売却をお考えの方
他店他店

があります！があります！高い自信高い自信
まだまだまだまだ高騰中！高騰中！

ぜひぜひご相談ご相談ください！ください！

▼お気軽にお問い合わせください。

貴金属買取貴金属買取

よりもよりも価格高騰中 !!価格高騰中 !!



2020105ringura

( 修理が必要な物・シリアル刻印なしは対象外 )( 修理が必要な物・シリアル刻印なしは対象外 )以上で買い取ります !!以上で買い取ります !!

ルイヴィトンのバッグ どんなデザインでもルイヴィトンのバッグ どんなデザインでも

必ず必ず

大人気イベント！

￥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

※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

古いシャネルアクセサリー古いシャネルアクセサリー集めています！集めています！
20年以上前の

デザインが高騰中！

20年以上前の
デザインが高騰中！

￥36,000  ￥36,000  
ココプレートブローチココプレートブローチ
買取りました買取りました

￥51,000  ￥51,000  
ココマークバングルココマークバングル
買取りました買取りました

￥70,000  ￥70,000  
ハートカラーイヤリングハートカラーイヤリング
買取りました買取りました

￥23,000  ￥23,000  
パールイヤリング　パールイヤリング　
買取りました買取りました

￥60,000  ￥60,000  
パールネックレス　パールネックレス　
買取りました買取りました

￥110,000  ￥110,000  
ヒトデモチーフブローチヒトデモチーフブローチ
買取りました買取りました

￥30,000  ￥30,000  
メダルネックレス　メダルネックレス　
買取りました買取りました

￥42,000  ￥42,000  
色石ブローチ色石ブローチ
買取りました買取りました

￥90,000  ￥90,000  
4 連パールネックレス4連パールネックレス
買取りました買取りました

￥33,000  ￥33,000  
カラーイヤリングカラーイヤリング
買取りました買取りました

￥31,000  ￥31,000  
カラーストーンイヤリングカラーストーンイヤリング
買取りました買取りました

￥74,000  ￥74,000  
カラーストーンネックレスカラーストーンネックレス
買取りました買取りました

￥22,000  ￥22,000  
カンボンブローチカンボンブローチ
買取りました買取りました

￥93,000  ￥93,000  
クローバーイヤリングクローバーイヤリング
買取りました買取りました

￥77,000  ￥77,000  
ゴールドチェーンブレスゴールドチェーンブレス
買取りました買取りました

￥88,000  ￥88,000  
ゴールドブローチゴールドブローチ
買取りました買取りました

￥37,000  ￥37,000  
べっ甲イヤリングべっ甲イヤリング
買取りました買取りました

￥50,000  ￥50,000  
ハートイヤリングハートイヤリング
買取りました買取りました

￥48,000  ￥48,000  
ココボタン イヤリングココボタン イヤリング
買取りました買取りました

￥70,000  ￥70,000  
色石イヤリング色石イヤリング
買取りました買取りました

￥46,000  ￥46,000  
色石バングル色石バングル
買取りました買取りました

￥80,000  ￥80,000  
色石ブローチ色石ブローチ
買取りました買取りました

￥110,000  ￥110,000  
メダルブレスメダルブレス
買取りました買取りました

￥42,000  ￥42,000  
バッグモチーフ ブローチバッグモチーフ ブローチ
買取りました買取りました

どんなに古くても￥5,000 買取保証 (破損・ロゴマークなしは対象外 )どんなに古くても￥5,000 買取保証 (破損・ロゴマークなしは対象外 )

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？


