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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

こんな理由で何年も
　放置していませんか？
こんな理由で何年も
　放置していませんか？
高かったから
新品だから
使っていないから
必要になるかもしれないから
思い出があるから

高かったから
新品だから
使っていないから
必要になるかもしれないから
思い出があるから

あなたのあなたの

“スッキリ”“スッキリ”をを
お手伝いします！お手伝いします！

・K18 のリング
・プラチナの結婚指輪
・立爪の婚約指輪
・喜平のネックレス
・ダイヤモンド
・色石デザインリング
・切手テレカ /記念硬貨

・K18 のリング
・プラチナの結婚指輪
・立爪の婚約指輪
・喜平のネックレス
・ダイヤモンド
・色石デザインリング
・切手テレカ /記念硬貨

・ルイヴィトン
・シャネル
・エルメス
・セリーヌ
・グッチ
・プラダ

・ルイヴィトン
・シャネル
・エルメス
・セリーヌ
・グッチ
・プラダ

その他多数取扱中！その他多数取扱中！

その他多数取扱中！その他多数取扱中！

買います！買います！

買います！買います！

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 !!



202105ringura

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

(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 !!必ず必ず

大人気イベント！

※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

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 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 )

インゴットインゴット

1,884,924円1,884,924円高価
買取
高価
買取

金杯銀杯金杯銀杯

562,200円562,200円高価
買取
高価
買取

海外コイン海外コイン

418,000円418,000円高価
買取
高価
買取

放置していたアクセサリー放置していたアクセサリー

332,100円332,100円高価
買取
高価
買取

金歯金歯

162,000円162,000円高価
買取
高価
買取

地域地域
No.１No.１
地域地域地域
No.１No.１No.１

高価買取を
お約束 !! びっくりするほど金相場高騰中

絶対に捨てないで下さい !!絶対に捨てないで下さい !!
黒ずんでいるから金じゃない…黒ずんでいるから金じゃない…

買取れます !!買取れます !!
まがってしまった指輪…まがってしまった指輪…切れてしまったネックレス…切れてしまったネックレス…

ダイヤモンド･色石 高額査定ダイヤモンド･色石 高額査定
他店で査定90万円他店で査定90万円 リッツならリッツなら130130万円万円

￥430,000￥430,000

ルビールビー
買取価格買取価格

￥1,300,000￥1,300,000

大きなダイ
ヤは

 リッツにお
任せ !!大きなダイ

ヤは

 リッツにお
任せ !!

買取価格買取価格

￥510,000￥510,000

エメラルドエメラルド
買取価格買取価格

￥330,000￥330,000

サファイヤサファイヤ
買取価格買取価格

￥210,000￥210,000

ブラックオパールブラックオパール
買取価格買取価格

￥220,000￥220,000

パライバトルマリンパライバトルマリン
買取価格買取価格

￥190,000￥190,000

ヒスイヒスイ
買取価格買取価格

￥180,000￥180,000

アレキサンドライトアレキサンドライト
買取価格買取価格

￥230,000￥230,000

サンゴサンゴ
買取価格買取価格

→→

リッツの鑑定士なら色石の価値がわかります！リッツの鑑定士なら色石の価値がわかります！

「色石は値段がつかない」と言われたことありませんか？「色石は値段がつかない」と言われたことありませんか？

時計買取強化中!!時計買取強化中!! 保証書や箱などの付属品も一緒にお持ち下さい。保証書や箱などの付属品も一緒にお持ち下さい。

ロレックス
デイトジャスト レディース 69173G
ロレックス
デイトジャスト レディース 69173G

￥350,000￥350,000買取
実績
買取
実績

シャネル
プルミエールM
シャネル
プルミエールM

￥50,000￥50,000買取
実績
買取
実績

タグホイヤー
フォーミュラー 1
タグホイヤー
フォーミュラー 1

￥80,000￥80,000買取
実績
買取
実績

ロレックス
サブマリーナデイト 116610LN
ロレックス
サブマリーナデイト 116610LN

￥950,000￥950,000買取
実績
買取
実績

オメガ シーマスター
プラネットオーシャン
オメガ シーマスター
プラネットオーシャン

￥200,000￥200,000買取
実績
買取
実績

ロレックス
79173G A 番 新ダイヤ
ロレックス
79173G A 番 新ダイヤ

￥360,000￥360,000買取
実績
買取
実績

ロレックス
16613　U番
ロレックス
16613　U番

￥840,000￥840,000買取
実績
買取
実績

セイコー
ハイビート
セイコー
ハイビート

￥23,000￥23,000買取
実績
買取
実績

IWC
シャウハウゼンAT
IWC
シャウハウゼンAT

￥71,000￥71,000買取
実績
買取
実績

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

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。


