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リユースショップのご利用にあたって
  製品の状態や品目により、リユース品として引き取れない場合がありますので、ご了承ください。

このリーフレットに掲載している事業者は、皆さんに安心してリユースショップをご利
用いただけるよう、リユース業界の健全な発展・良質なリユース業者の育成に向けた、
様々な取り組みを行っている以下の業界団体からご紹介いただいております。

JRCA（ジャパン・リサイクル・アソシエーション）　HP▶ http://www.jrca-reuse.com/
J RO（日本リユース機構） 　　　　  HP▶ https://jro.or.jp
JRAA（日本リユース業協会）　　　　　　HP▶ https://www.re-use.jp/

○いずれの店舗でも査定に要する手数料はありません。
○査定結果を確認の上、買取の依頼を取り下げることができます。
○査定を受けても、買取されない場合があります。
○査定結果に問題がなければ買取が成立し、査定金額が支払われます。
○買取には本人確認のための証明書の提示が必要となります。
　（運転免許証／保険証／パスポートなど）
○未成年（18歳未満）の方からは買取ができないことがあります。
　（店舗によっては、保護者の承諾があれば可能）
○買取ができない製品の引き取りは行っていません。
○店舗に持参され、買取が行われなかった場合、
　持参した方の負担で持ち帰っていただく必要があります。
○宅配で査定をし、買取が行われなかった場合、
　返品のための送料を負担していただく場合があります。

利用時の留意事項

買取基準について

掲載基準について

品目ごとに、外観や状態（きず、汚れ、ほつれ、破損等）、使用年数、メーカー、動作状況な
どによって店舗の買取基準が異なります。また、偽造品、コピー品などは買取できません。
詳しくは各店舗までお問い合わせください。
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総合リユースショップ 【買取基準で共通する留意事項】
メーカー、動作状況、年式や程度（キズ、汚れなど）により買取できない場合があります。
詳細は店舗にお問い合わせいただくかホームページをご覧ください。

NEWS
www.kobutu.com/

■ 買取基準　
持込みの場合、電化製品は製造から10年以
内が買取の目安となります（出張買取の場合
は、7年以内）。その他詳細は、店舗もしく
は担当者にお問い合わせいただくかホーム
ページをご覧ください。
■ 利用方法・備考
〈店頭持込みの場合〉買取を希望する物を店
舗に持参する（予約不要）と、店舗で査定が
行われます。
〈出張買取の場合〉店舗もしくはフリーダイ
ヤルまでお電話でお問い合わせください。
買取基準に照らして買取の可能性がある場
合には、出張の日時を調整の上、自宅など
で査定が行われます。
〈その他〉ホームページを見たとおっしゃった
お客様には買取10％UP のサービス、5千円
以上お買上げのお客様には軽トラック1時
間無料貸し出し実施、ネットオークション
やホームページでの商品紹介、販売。

烏山店

家具、アンティーク家具、
電化製品（生活家電、パソ
コ ン、ゲ ー ム 機 な ど）、
オーディオ、レコード、映
像・音楽ソフト、服飾品
（時計など）、スポーツ用
品、バイク、自転車、楽
器（ピアノ含む）、衣料品、
貴金属骨董品、切手、古銭、
外国コイン、古酒、古本、
着物、帯、コレクターア
イテム、工具、DIY用品、
什器等の店舗用品、事務機
器、厨房機器 など

世田谷区南烏山　　
6-18-14
03-5314-3688
フリーダイヤル　
0120-133-801
午前10時～午後7時
無休

世田谷店

デザイナーズ家具、アン
ティーク家具、ブランド
品（バッグ、時計、服飾品、
アクセサリー、食器など）、
骨董品、家電製品（生活家
電、パソコン、ゲーム機
など）、貴金属、宝飾品

世田谷区世田谷　　
3-1-1
03-5451-0741
フリーダイヤル　
0120-133-801
午前10時～午後7時
無休

トレジャー
ファクトリー
www.
treasure-f.com/

電化製品、家具、
衣料品、服飾品
（バッグ、靴など）、
生活雑貨、
スポーツ用品、
楽器 など

三鷹市新川 2-15-20
0422-70-5242
（平日）
午前11時～午後8時
（休日）
午前10時～午後8時
無休
（1月1・2日は休み）

神奈川県相模原市緑区
西橋本3-8-34
Web申し込み及びメー
ル問合せのみのため電
話番号はございません。
24時間申込可能
無休（年末年始除く）

セカンド
ストリート
www.2ndstreet.jp

衣料品、服飾品、
キッズ衣料・用品、
電化製品、家具、
生活雑貨、楽器、
スポーツ用品、
金券・商品券、
貴金属 など

■ 買取基準　
電化製品は 製造から10年以内が買取の目安となり
ます。詳細はホームページをご覧ください。
■ 利用方法・備考
※電化製品、生活雑貨、キッズ用品、スポーツ用品、
楽器、金券・商品券、家具は買取のみのお取扱いです。
買取を希望する物を店舗に持参する（予約不要）と、店
舗で査定が行われます。１点からでも利用可能です。

世田谷区玉川
3-40-16
03-5717-9811
午前10時～午後9時
無休

二子玉川店

■ 買取基準　
電化製品は 製造から10年以内が買取の目安となり
ます。詳細はホームページをご覧ください。
■ 利用方法・備考
買取を希望する物を店舗に持参する（予約不要）と、店
舗で査定が行われます。１点からでも利用可能です。

調布市西つつじヶ丘
3-21-8
042-440-1077
午前10時～午後9時
無休

調布
つつじヶ丘店

三鷹店

宅配買取

店舗名 連絡先・営業時間 取扱商品 買取基準・利用方法・備考

■ 買取基準　
電化製品は 製造から7年以内が買取の目安となり
ます。詳細は店舗にお問い合わせいただくかホーム
ページをご覧ください。

■ 利用方法・備考
買取を希望する物を店舗に持参する（予約不要）と、
店舗で査定が行われます。点数の多い場合は査定に時
間がかかることがあるので、営業終了時間の 1時間前
を目安に持参してください。

■ 買取基準　
電化製品は 製造から7年以内、衣料品は購入から3
年以内が買取の目安となります。詳細はホームページ
をご覧ください。
■ 利用方法・備考
Webお申し込みフォームを入力し、本人確認書類をアッ
プロードしたうえで、集荷日までに商品の梱包をお願い
します。査定完了後、メールにて結果が送信され、承認・
返却を判断し、承認されたものに関しては査定額を口座
にお振込みいたします。

3※新型コロナウィルスの影響により、営業時間等が異なっている場合があります。詳細は各店舗へお問い合わせください。



総合リユースショップ 【買取基準で共通する留意事項】
メーカー、動作状況、年式や程度（キズ、汚れなど）により買取できない場合があります。
詳細は店舗にお問い合わせいただくかホームページをご覧ください。

店舗名 連絡先・営業時間 取扱商品 買取基準・利用方法・備考

フジシロリサイクル
www.recycle-fujishiro.
com/

神奈川県高座郡寒川町
一之宮 4-8-72
0467-74-7117
フリーダイヤル　
0120-64-7117
午前10時～午後7時
無休

家具（食器棚・ダイニ
ングセット・レンジ
ボードほか）、
家電（冷蔵庫・洗濯
機・エアコン・テレビ
ほか）、厨房機器、
オフィス家具

■ 買取基準　
おおよそ 5 年以内のものが対象となります。商品内
容や傷汚れ使用程度等によりますので、詳細はお問
い合わせください。
■ 利用方法・備考
まずはお電話またはホームページのお問い合わせ
フォームより、不用なものをお伝えください。（その
際、使用年数や製造年数などをお聞きします。）買取
可能なものがございましたら日時をご相談の上出張
買取致します。重たくて運べないものなど出張買取
をご利用ください。不用なものがございましたらお
気軽にお問い合わせください。

買取センターリークラブ
www.re-club.com/

家具（食器棚・ダイ
ニングセット・レン
ジボードほか）、
家電（冷蔵庫・洗濯
機・エアコン・テレ
ビほか）、厨房機器、
オフィス家具

［オフィス］
千代田区神田須田町1-4
フリーダイヤル
0120-747-170
午前10時～午後7時
無休

■ 買取基準　
おおよそ 5 年以内のものが対象となります。商品内
容や傷汚れ使用程度等によりますので、詳細はお問
い合わせください。
■ 利用方法・備考
「出張買取」　お電話またはホームページのお問い合わ
せフォームよりお問い合わせください。買取可能なも
のがございましたら出張買取にお伺い致します。不用
な物がございましたら、捨てる前にご相談ください。
重たくて運べないものなど出張買取をご利用ください。

オフハウス
三鷹店
www.hardoff.co.jp

衣料品、服飾品（腕
時計、バッグ類、靴
な ど）、生 活 雑 貨、
スポーツ用品、
おもちゃ、子ども服、
ベビー用品 など

■ 買取基準　
詳細は店舗にお問い合わせいただくかホームページ
をご覧ください。
■ 利用方法・備考
買取を希望する物を店舗に
持参する（予約不要）と、
店舗で査定が行われます。

三鷹市野崎 4-7-1
0422-39-3202
午前10時半
～午後7時半
無休

電化製品（パソコン、オー
ディオ、カメラ、ビジュア
ル家電  など）、
楽器、ＣＤ、ＤＶＤ、ゲー
ムソフト など

杉並区高円寺北2-7-6 
03-6265-5969
午前11時～午後8時
無休

高円寺純情
商店街店

■ 買取基準　
詳細は店舗にお問い合わせいただく
かホームページをご覧ください。
■ 利用方法・備考
買取を希望する物を店舗に持参する
（予約不要）と、店舗で査定が行わ
れます。

ハードオフ
www.
hardoff.co.jp/

電化製品（パソコン、
カメラ、ビジュアル家
電、携帯電話など）、
ＣＤ、ＤＶＤ、ゲーム
ソフト など

武蔵野市吉祥寺東町 1-4-27
アソルティ吉祥寺エスト1F
0422-27-6890
午前 11時～午後 8時
無休

ＴＯＫＹＯ
ラボ吉祥寺店

　三鷹市野崎 4-7-1
0422-39-3201

　 午前10時半～午後7時半
無休

三鷹店

ネットオフ
www.netoff.co.jp/

①本、コミック、ゲーム
（本体・ソフト）、ＤＶＤ、
ＣＤ
②カメラ、スマートフォ
ン、デジタル家電、バッ
ク、時計、フュギュア、プ
ラモデル、トレーディン
グカード、楽器など

■ 買取基準　
①、②どちらも詳しくはホームページをご確認ください。な
お、品目によって買取できるメーカー・ブランドが限られ
る場合があります。電化製品は製造から5年以内が買取の条
件となりますので、あらかじめご了承ください。
■ 利用方法・備考　
お電話またはホームページ（「ネットオフ」でご検索くださ
い）からお申し込み頂き、必要書類とともに商品を発送（送
料着払い）してください。店舗に商品が到着後、査定を行い
ます。買取が成立した場合、査定金額をご指定口座にお振
込みいたします。  ※発送時に必要な書類（本人確認書類等）
については、電話またはホームページで確認してください。

愛知県大府市一屋町
3-45
フリーダイヤル
0120-39-0202
午前9時～午後 6時
無休（12月31日
1月1日は休み）

4※新型コロナウィルスの影響により、営業時間等が異なっている場合があります。詳細は各店舗へお問い合わせください。



衣料品・服飾品 【買取基準で共通する留意事項】
程度（しみ、汚れ、破れ、ほつれなど）やデザインにより買取できない場合があります。
詳細は店舗にお問い合わせいただくかホームページをご覧ください。

店舗名 連絡先・営業時間 取扱商品 買取基準・利用方法・備考

モードオフ
www.hardoff.co.jp

衣料品、
服飾品（時計、
ブランドバッグ、
アクセサリー、
靴 など）

■ 買取基準　
購入から３年以内が買取
の目安となります。
詳細は店舗にお問い合わ
せいただくかホームペー
ジをご覧ください。
■ 利用方法・備考
買取を希望する物を店舗
に持参する（予約不要）
と、店舗で査定が行われ
ます。

桜新町
サザエさん通り店

世田谷区桜新町 1-15-19
03-6413-5961
午前10時～午後8時　　　無休

高円寺
純情商店街店

杉並区高円寺北 2-7-6
03-5356-7861
午前11時～午後9時
無休

吉祥寺店
武蔵野市吉祥寺東町1-4-26
0422-23-6626
午前11時～午後9時
無休

総合リユースショップ 【買取基準で共通する留意事項】
メーカー、動作状況、年式や程度（キズ、汚れなど）により買取できない場合があります。
詳細は店舗にお問い合わせいただくかホームページをご覧ください。

店舗名 連絡先・営業時間 取扱商品 買取基準・利用方法・備考

高く売れる
ドットコム
www.takakuureru.
com/region

出張買取アシスト
世田谷店
www.assist001.co.jp

電化製品（家電、
ナビ、パソコン
など）、
趣味品（楽器、カ
メラ、オーディオ、
ホビー、鉄道模型
など）

■ 買取基準　
お電話にてお問い合わせ
ください。
■ 利用方法・備考
お電話で事前査定ができ
ますのでお問い合わせく
ださい。
※詳しくはホームページ
をご覧ください。

家具・家電、
楽器、オーディオ、
自転車、物置など

府中市是政 6-2-13
フリーダイヤル 0120-945-991
午前10時～午後7時
無休（年末年始除く）

西東京
リユースセンター

江東区千石 2-3-3
フリーダイヤル 0120-945-991
午前10時～午後7時
無休（年末年始除く）

東京
リユースセンター

埼玉県和光市丸山台 3-14-1
フリーダイヤル 0120-945-991
午前10時～午後7時
無休（年末年始除く）

埼玉
リユースセンター

世田谷区用賀3-17-5石黒ビル1Ｆ
050-3734-2296
午前10時～午後6時
（WEB査定/LINE査定24時間）
月曜日・金曜日

神奈川県横浜市港北区新羽町
1173-1
フリーダイヤル 0120-945-991
午前10時～午後7時
無休（年末年始除く）

横浜
リユースセンター

■ 利用方法
【店頭買取】
店頭にて査定、買取致します。
お支払いは現金一括にてお渡ししております。
お車でご来店の際は、隣のコインパーキングを
ご利用ください。駐車場代は弊社が負担して
おります。
【宅配/出張買取】
まずはお電話、WEB、LINEにて査定を承ります。
お気軽にお問合せ下さい。

■ 備考
・詳しい買取品目につきましてはHPをご覧ください。
・お電話、WEB、LINEでの査定は完全無料にな 
　ります。
・引越しやオフィス移転などで品物が多い場合、
　出張での査定も承ります。

5※新型コロナウィルスの影響により、営業時間等が異なっている場合があります。詳細は各店舗へお問い合わせください。



衣料品・服飾品 【買取基準で共通する留意事項】
程度（しみ、汚れ、破れ、ほつれなど）やデザインにより買取できない場合があります。
詳細は店舗にお問い合わせいただくかホームページをご覧ください。

KOMEHYO
www.komehyo.co.jp/store

衣料品、服飾品
（ジュエリー、
時計、ブランド
バックなど）

■ 買取基準　
衣料品は購入から3年以内が買取の目安と
なります。詳細は店舗にお問い合わせいただ
くかホームページをご覧ください。
■ 利用方法・備考
買取を希望する物を買取センターに持参す
る（予約不要）と、店舗で査定が行われます。

■ 買取基準　
衣料品は購入から3年以内が買取の目安と
なります。詳細は店舗にお問い合わせいただ
くかホームページをご覧ください。
（衣料アイテムの持ち込みは10点までとさせ
ていただきます。）

■ 買取基準　
衣料品は購入から3年以内が買取の目安と
なります。詳細は店舗にお問い合わせいただ
くかホームページをご覧ください。
■ 利用方法・備考
取扱商品に関しましては、宅配専用ダイヤル
に電話でお問い合わせください。買取基準に
照らして買取の可能性がある場合には、必要
書類とともに商品を発送（送料着払い）した
後、査定が行われます。

買取センター
渋谷

渋谷区宇田川町 28-7 
ANNEX渋谷三善第 3ビル
1F・2F
03-3780-0088
午前11時～午後8時　　  水曜日

買取センター
経堂農大通り

世田谷区経堂 1-12-8 石井ビル
03-6413-5818
午前11時～午後7時　　  水曜日

SHINJUKU　
WOMEN

新宿区新宿 3-19-2
猪山第二ビルB2F～4F
03-5363-9588
午前11時～午後9時
不定　HP参照

KOMEHYO 
GINZA

東京都中央区銀座2-7-18
藤田ビル1F・2F
03-5539-6100
午前11時～午後8時
不定　HP参照

買取センター
成城学園前

世田谷区成城6-7-7 シバビル1F
03-6277-9350
午前10時～午後7時
水曜日

買取サロン
KOMEHYO
GINZA PLUS

中央区銀座5-5-8西五番街
坂口ビル1～2Ｆ
03-3571-2588
午前11時～午後8時
不定　HP参照

宅配買取

愛知県名古屋市守山区白山
1-1611
フリーダイヤル 0120-140-981
午前10時半～午後6時　
日曜日

店舗名 連絡先・営業時間 取扱商品 買取基準・利用方法・備考

下北沢店

世田谷区北沢2-30-13
ファインコート下北沢2F
03-5738-5115
午前11時～午後9時　　  無休

セカンドストリート
www.2ndstreet.jp/

渋谷神南店
渋谷区神南 1-22-9
サンクスビル1F・2F
03-5459-3814
午前11時～午後9時　　  無休

衣料品、服飾品、
貴金属 など

■ 買取基準　
詳細はホームページをご覧ください。
■ 利用方法・備考
買取を希望する物を店舗に持参する（予約
不要）と、店舗で査定が行われます。1点か
らでも利用可能です。

6※新型コロナウィルスの影響により、営業時間等が異なっている場合があります。詳細は各店舗へお問い合わせください。



衣料品・服飾品 【買取基準で共通する留意事項】
程度（しみ、汚れ、破れ、ほつれなど）やデザインにより買取できない場合があります。
詳細は店舗にお問い合わせいただくかホームページをご覧ください。

店舗名 連絡先・営業時間 取扱商品 買取基準・利用方法・備考

7※新型コロナウィルスの影響により、営業時間等が異なっている場合があります。詳細は各店舗へお問い合わせください。

セカンドストリート
www.2ndstreet.jp/

原宿店

渋谷区神宮前 4-26-4
03-5772-3427
午前11時～午後9時　　　 無休

自由が丘店
目黒区自由が丘 2-10-3
03-5731-0117
午前10時～午後9時　　 無休

衣料品、
服飾品、
貴金属 など

衣料品、
服飾品、
キッズ衣料、
貴金属 など

衣料品、服飾
品、貴金属

■ 買取基準　
詳細はホームページをご覧ください。
■ 利用方法・備考
買取を希望する物を店舗に持参する
（予約不要）と、店舗で査定が行われます。
1点からでも利用可能です。

■ 買取基準　
詳細はホームページをご覧ください。
■ 利用方法・備考
※キッズ衣料は買取のみの取扱いです。
買取を希望する物を店舗に持参する
（予約不要）と、店舗で査定が行われます。
１点からでも利用可能です。

■ 買取基準　
詳細はホームページをご覧ください。
■ 利用方法・備考
買取を希望する物を店舗に持参する
（予約不要）と、店舗で査定が行われます。
１点からでも利用可能です。

杉並区高円寺南 4-6-7
03-5305-5401
午前10時～午後9時　　 無休

高円寺店

目黒区祐天寺 2-2-10 Y.s 小島ビル 1・2F
03-5725-3691
午前11時～午後10時　　 無休

祐天寺店

調布市仙川町 1-16-16 
03-5314-3781
午前10時～午後9時　　 無休

調布仙川店

世田谷区駒沢 1-3-1 駒沢グリーンビルB1F
03-5431-3188
午前11時～午後9時　　 無休

駒沢大学店

調布国領店 調布市国領町1-36-1　　042-442-5335
午前10時～午後9時　　  無休（1月1・2日は休み）

トレファクスタイル
www.tf-style.com/shop/

衣料品、服飾
品（バッグ、
シューズ、帽
子やストー
ル、ベルト、
サイフ、ネク
タイ など）

■ 買取基準　
購入から３年以内が買取の目安となりま
す。詳細はホームページをご覧ください。
■ 利用方法・備考
買取を希望する物を店舗に持参する（予
約不要）と、店舗で査定が行われます。
点数の多い場合は査定に時間がかかるこ
とがあるので、営業終了時間の1時間前
を目安に持参してください。

下北沢店
世田谷区北沢2-3-9 1F　　03-5433-2288
午前10時～午後9時　　  無休（1月1・2日は休み）

下北沢東口店
世田谷区北沢2-32-8コルノ下北沢１F
03-5465-2233
午前11時～午後8時　　  無休（1月1・2日は休み）

千歳船橋店
世田谷区桜丘2-27-16　　03-5799-9777
午前11時～午後9時
無休（1月1・2日は休み）

三宿店

三軒茶屋店

■ 買取基準　
購入から3年以内が買取の目安となりま
す。詳細はホームページをご覧ください。
■ 利用方法・備考
Webお申し込みフォームを入力し、本人確
認書類をアップロードしたうえで、集荷日
までに商品の梱包をお願いします。査定完
了後、メールにて結果が送信され、承認・
返却を判断し、承認されたものに関しては
査定額を口座にお振込みいたします。

宅配買取

世田谷区下馬2-44-12 三宿フォーラム1F
03-5433-3322　　  午前11時～午後8時 
無休（1月1・2日は休み）

世田谷区三軒茶屋2-11-23
サンタワーズB棟1F
03-5787-3611　  午前10時～午後10時
無休（1月1・2日は休み）

神奈川県相模原市緑区西橋本
3-8-34
Web申し込み及びメール問合せのみ
のため電話番号はございません。
24時間申込可能
無休（年末年始は休み）



衣料品・服飾品 【買取基準で共通する留意事項】
程度（しみ、汚れ、破れ、ほつれなど）やデザインにより買取できない場合があります。
詳細は店舗にお問い合わせいただくかホームページをご覧ください。

店舗名 連絡先・営業時間 取扱商品 買取基準・利用方法・備考

8※新型コロナウィルスの影響により、営業時間等が異なっている場合があります。詳細は各店舗へお問い合わせください。

中央区銀座 6-9-4 岩崎ビル 3F
0120-938-718　　午前10時～午後7時
無休銀座本店

新宿区新宿 3-14-22 小川ビル 7F
0120-938-718　　午前10時～午後7時
無休

新宿
三丁目店

渋谷区神南 1-20-9 パークウェイ渋谷 1F
0120-938-718　　午前10時～午後7時
無休

渋谷店

港区南麻布 5-15-11 広尾セオハウス 1F
0120-938-718　　午前10時～午後7時
無休

広尾店

衣料品、服飾品
（時計、ブランド
バッグ、宝石、
ジュエリー、靴
など）、骨董品、
カメラなど

エコスタイル
www.style-eco.com/

詳細は店舗にお問い合わせ
いただくかホームページを
ご覧ください。

店舗名 連絡先・営業時間 取扱商品 買取基準・利用方法・備考

スポーツ用品・趣味・その他 【買取基準で共通する留意事項】
年式や程度（キズ、汚れなど）により買取できない場合があります。
詳細は店舗にお問い合わせいただくかホームページをご覧ください。

ゴルフ
パートナー
www.
golfpartner.co.jp/

ゴルフクラブ

■ 買取基準　
詳細は各店舗にお問い合わせください。
■ 利用方法・備考
買取を希望する物を店舗に持参する
（予約不要）と、査定が行われます。
ゴルフクラブ１本からでも利用可能
です。

タックルベリー
www.tackleberry.
co.jp/kaitori.html

釣具

■ 買取基準　
破損しているもの、故障しているも
の、漁具などは買取ができません。
■ 利用方法・備考
買取を希望する物を店舗に持参する
（予約不要）と、査定が行われます。
竿１本、リール１個、おもり１個、仕
掛け１枚からでも利用可能です。

甲州街道
上北沢店

世田谷区上北沢 4-34-15　
03-3303-8107
（月～土曜）午前10時～午後8時
（日曜）午前10時～午後7時　　
無休（年末年始を除く）

山手通り
目黒店

目黒区目黒 2-14-15　　
03-5773-1356
フリーダイヤル 0120-461-356
（月～土曜）午前10時～午後8時
（日曜）午前10時～午後7時　　
無休（年末年始を除く）

蒲田店
大田区蒲田 5-29-3
03-5744-3319
午前11時～午後9時　　　無休

きぬた
世田谷通り店

世田谷区砧5-1-4メゾンドール２F
03-5727-9188
午前11時～午後9時　　　無休



店舗名 連絡先・営業時間 取扱商品 買取基準・利用方法・備考

スポーツ用品・趣味・その他 【買取基準で共通する留意事項】
年式や程度（キズ、汚れなど）により買取できない場合があります。
詳細は店舗にお問い合わせいただくかホームページをご覧ください。

武蔵野市吉祥寺東町 1-4-27
アソルティ吉祥寺エスト 3F
0422-27-6892
午前11時～午後8時
無休

ハードオフ楽器スタジオ
吉祥寺店
www.hardoff.co.jp/

■ 買取基準
詳細は店舗にお問い合わせいただくか
ホームページをご覧ください。
■ 利用方法・備考
買取を希望する物を店舗に持参する（予
約不要）と、店舗で査定が行われます。
楽器類の修理も承っております。

楽器類、ＣＤ、
ＤＶＤソフト
など

武蔵野市吉祥寺東町 1-4-27
アソルティ吉祥寺エスト 2F
0422-27-6891
午前11時～午後8時
無休

ハードオフオーディオ
サロン 吉祥寺店
www.hardoff.co.jp/

■ 買取基準　
詳細は店舗にお問い合わせいただくか
ホームページをご覧ください。
■ 利用方法・備考
買取を希望する物を店舗に持参する（予約
不要）と、店舗で査定が行われます。オー
ディオ類の修理も承っております。

オーディオ類、
ＣＤ、DVDソフト 
など

杉並区高円寺北 2-7-6 高円寺
名店ビル 1Ｆ
03-5356-8951
午前11時～午後8時
無休

リカーオフ
高円寺純情商店街店
www.hardoff.co.jp/

■ 買取基準　
詳細は店舗にお問い合わせいただくか
ホームページをご覧ください。
■ 利用方法・備考
買取を希望する物を店舗に持参する（予
約不要）と、店舗で査定が行われます。

ワイン、シャンパ
ン、ブランデー、
ウィスキ ー 、
ビール、日本酒
など酒類全般

セカンドストリート
楽器館 下北沢店
www.2ndstreet.jp/

楽器

■ 買取基準　
詳細は店舗にお問い合わせください。
■ 利用方法・備考
買取を希望する物を店舗に持参する（予約不要）と、店
舗で査定が行われます。１点からでも利用は可能です。

世田谷区北沢 2-4-6
下北沢アイ・エス・アイビル 1F
03-5431-5156
午前11時～午後8時　　無休

レコード、ＣＤ、
オーディオ、楽器

■ 買取基準　
詳細は店舗にお問い合わせいただくか
ホームページをご覧ください。
■ 利用方法・備考
郵送での買取も可能です。詳細はお電
話にてお問い合わせください。買取を
希望する物を店舗に持参（予約不要）
すると、査定が行われます（混雑時及
び大量の場合は翌日以降になる場合も
あります） 世田谷区、渋谷区内のお客
様は LP50 枚以上で無償で出張査定も
可能です。

ゼネラルレコードストア
generalrecordstore.com/

世田谷区北沢2-8-4 松田ビル 1F
03-6804-7414
午後1時～午後8時　　無休

エコストアレコード
渋谷買取センター
ecostorecom.jp/

渋谷区松濤1-4-9 サンエルサ106
0120-888-378
24時間（留守電午後8時～午前8時）
無休

フェイスレコード 
宇田川町店
www.facerecords.com/

渋谷区宇田川町 10-2
03-3462-5696
午後1時～午後8時　　無休

レコード、CD、
DVD、楽器、
オーディオ機器、
その他音楽関連
商品

■ 買取基準　
詳細は店舗にお問い合わせいただくか
ホームページをご覧ください。
■ 利用方法
【店頭買取】
直接店頭までお持ち頂き、査定額を現金
でお支払い致します。
【出張買取】
LP盤で200枚以上お持ちのお客様であ
ればご自宅まで出張でお伺い致します。
【郵送買取】
LPで50枚以上、EPで100枚以上、CDで
100枚以上、いずれか一つでも条件を満
たしていれば送料手数料は無料で、着払
いにて発送頂き買取を承らせて頂きます。

セタガヤレコードセンター
セタガヤCD買取センター
setagayarecords.co/

世田谷区世田谷 4-14-5
バーニッシュ世田谷 101
0120-575-577
午前10時～午後7時
電話受付 24 時間※営業時間外は
自動音声でのご案内となります
無休（年末年始を除く）

9※新型コロナウィルスの影響により、営業時間等が異なっている場合があります。詳細は各店舗へお問い合わせください。



エコプラザ用賀で不要品をリユース

古着・古布は、町会・自治会やリサイクル活動団体が回収するほか、エコ
プラザ用賀・リサイクル千歳台に回収ボックスを設置しています。回収
された古着・古布は、衣類として再利用されたり、裁断してウエス（工業
用ぞうきん）に利用されたり、繊維にほぐしてカーペットの下地などに
加工されます。ごみの減量に向けて、古着・古布の資源としての回収に
ご協力ください。

　令和５年５月よりエコプラザ用賀では、ご家庭で不要になったもの
で本来の使用に支障がなく、譲ったとしても次の方が使えるものをリ
ユース品として無償でお持ち込みいただき、持ち込まれたリユース品
は、必要な方へ有償または無償でお譲りする事業を開始いたします。

事業の詳細については、令和５年５月以降に区の
ホームページをご確認ください。

古着・古布回収

世田谷区清掃・リサイクル部
公式キャラクター「ヘラソ」

■ お問い合わせ先 / エコプラザ用賀

☎ 03-3708-4081　住所：世田谷区用賀4-7-1
開館時間：午前9時～午後5時　休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

ホームページはこちら

家電リサイクル法の対象品

家庭用のパソコン 粗大ごみ

　エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機が対象品目です。
購入店または買い替え店に引取りを依頼するか、下記にお申し込みください。
■ 申込先 / 家電リサイクル受付センター　☎ 0570-087200
※リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。収集運搬料金は申込時に家電リサイクル受付センターにご確認ください。

■ メーカーによる回収
各メーカーにお申し込みください。メーカーが不明又は自
作の場合は下記にお問い合わせください。
申込先 / 一般社団法人  パソコン3R推進協会
☎ 03-5282-7685

■ 宅配業者による回収
協力事業者のリネットジャパンリサイクル㈱にインターネッ
トでお申し込みください。1箱分の回収料金が
無料になります（パソコンを含む場合のみ）。
詳しくはリネットジャパンリサイクル㈱の
ホームページをご確認ください。

リユース
できなかった
ものを処分
する場合は

一辺の長さが30cmを超えるものは、原則として粗大
ごみとなります。大きさ等により料金が異なりますの
で寸法を測ってからお申し込みください。

■ 申込先 / 世田谷区粗大ごみ受付センター

☎ 03-5715-1133
受付時間／月～土曜　午前８時～午後９時
祝日も申し込めます。（日曜、年末年始を除く）
　インターネット申込
区のホームページ（24時間・年中無休）

こんな方法も
あります

衣類の
リユース方法


