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明石駅前店
70120-815-857
営業時間 10：00～20：00／年中無休

東心斎橋店
70120-976-884
営業時間 10：30～21：00／年中無休

住道店
70120-696-117
営業時間 10：00～17：00／年中無休

姫路店
70120-490-003
営業時間 10：00～20：00／年中無休

ジャスコみゆき店
1082-250-9299
営業時間 10：00～20：00／施設休館日に準ずる

藤井寺店
70120-017-884
営業時間 10：00～20：00／年中無休

徳島店
70120-848-708
営業時間 10：00～20：00／年中無休

四条畷店
70120-842-114
営業時間 10：00～20：00／施設休館日に準ずる

北野田店
70120-149-114
営業時間 10：00～20：00／年中無休

阿南店
70120-817-883
営業時間 10：00～20：00／年中無休

川西店
70120-272-884
営業時間 10：00～20：00／施設休館日に準ずる

阪急淡路店
70120-021-884
営業時間 10：00～20：00／年中無休

高見店
70120-188-638
営業時間 10：00～20：00／施設休館日に準ずる

古川橋店
70120-072-908
営業時間 10：00～20：00／施設休館日に準ずる

津久野店
70120-023-884
営業時間 10：00～20：00／施設休館日に準ずる

社　店
70120-688-781
営業時間 10：00～20：00／施設休館日に準ずる

栂　店
70120-072-982
営業時間 10：00～20：00／施設休館日に準ずる

十三店
70120-320-884
営業時間 10：00～20：00／年中無休

池田店
70120-308-301
営業時間 10：00～19：00／年中無休

店頭買取は、
お近くのイーネーションを
ご利用またはお問い合わせ下さい

店頭買取は、
お近くのイーネーションを
ご利用またはお問い合わせ下さい

店頭買取は、
お近くのイーネーションを
ご利用またはお問い合わせ下さい

　

大阪府公安委員会 古物営業届済店

365日！良値●●●で買取りイ ー ネ

0120-694-884
大阪府守口市寺内町2-7-30 やなぎビル1F

TEL：06-6998-8884
FAX：06-6998-8840

年中無休守口本店 AM10：00～PM8：00営業
時間

タンスや引出しの中に
眠っていませんか？

高価買取致します！高価買取致します！高価買取致します！高価買取致します！
金・プラチナ・ブランド品金・プラチナ・ブランド品金・プラチナ・ブランド品金・プラチナ・ブランド品

宅配買取宅配買取
日本全国どこからでもOK!
多忙な方・遠方の方・品物が多い方におすすめ！

まずは
お電話かWEBにて

宅配キットをお申込み下さい

お電話での
お申し込みは
WEBでの
お申し込みは

※買取価格は相場により日々変動致します。 ※買取致しました商品の返却は致しません。 ※18歳
未満の方は、保護者の承諾書と身分証明書が必要です。 ※商品点数が多い場合は査定にお時
間を頂く場合がございます。 ※盗難品・コピー商品・粗悪品は買取不可となっております。 ※買取の
場合、ご本人様と確認できる物（運転免許証・健康保険証・パスポート等）をご持参下さい。

宅配買取をご希望のお客様には無料の宅配キットをお送り
いたしております（送料は当社負担）宅配キットには梱包
材、買取申込書、案内書などが同封されております。

step.2step.1

step.4step.3

ご自宅に居ながらに買取依頼や査定を行うことができるカンタン・安心・便利！な無料の査定品梱包セットです！

※宅配キットとは？
※宅配キットとは？
※宅配キットとは？
※宅配キットとは？

20％UP20％UP20％UP

0120-694-884
http://www.e-nation.jp

お品物の梱包と発送お品物の梱包と発送お品物の梱包と発送

【お届け先】〒540-0011
大阪府大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル4Ｆ
株式会社HASSIN買取事業部 Tel:06-6942-7800

〒540-0011
大阪府大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル4Ｆ
株式会社HASSIN買取事業部 Tel:06-6942-7800

〒540-0011
大阪府大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル4Ｆ
株式会社HASSIN買取事業部 Tel:06-6942-7800

宅配キットがお手元に届きましたら、商品に傷がつ宅配キットがお手元に届きましたら、商品に傷がつ
かないように梱包してください。必要書類(身分証明かないように梱包してください。必要書類(身分証明
書のコピー、宅配買取依頼書)を同封し、宅配キット書のコピー、宅配買取依頼書)を同封し、宅配キット
に入っている着払い伝票を張って宅配便（ヤマト運に入っている着払い伝票を張って宅配便（ヤマト運
輸）の輸）の着払い着払いにて発送してください。送料は当社がにて発送してください。送料は当社が
負担いたします。お近くの負担いたします。お近くのセブンイレブン、ファミセブンイレブン、ファミ
リーマート、ヤマト運輸の営業所リーマート、ヤマト運輸の営業所から発送できます。から発送できます。

宅配キットがお手元に届きましたら、商品に傷がつ
かないように梱包してください。必要書類(身分証明
書のコピー、宅配買取依頼書)を同封し、宅配キット
に入っている着払い伝票を張って宅配便（ヤマト運
輸）の着払いにて発送してください。送料は当社が
負担いたします。お近くのセブンイレブン、ファミ
リーマート、ヤマト運輸の営業所から発送できます。

査定・ご連絡

買取査定金額

お客様に査定金額を即日～営業3日以内にご連絡いたします。ご希
望の連絡方法（お電話かメール）にて買取金額をご連絡いたします。

商品到着後、スタッフが無料査定
買取成立・お支払い

査定金額にご納得いただけましたら、即日から3営業日以内に
お客様の口座に買取価格をお振込みさせていただきます。

【買取成立の場合】

査定金額にご納得頂けなかった場合は即日から3営業日以
内に返送いたします。ご遠慮なくお申し付けください。 
返却料金はお客様の負担となります。

【買取不成立の場合】
宅
配
買
取

宅配買取は便利でお得！

¥31,500¥31,500¥31,500
参考価格  ¥61,950参考価格  ¥61,950参考価格  ¥61,950

ミディアムシグネチャー
マデリントート
カーキ/マホガニー

ミディアムシグネチャー
マデリントート
カーキ/マホガニー

ミディアムシグネチャー
マデリントート
カーキ/マホガニー

バーキン３５Ｄ刻印　
ヴォークリスペトゴ
ゴールド金具

バーキン３５Ｄ刻印　
ヴォークリスペトゴ
ゴールド金具

バーキン３５Ｄ刻印　
ヴォークリスペトゴ
ゴールド金具

¥650,000¥650,000¥650,000
参考価格 ¥1,200,000参考価格 ¥1,200,000参考価格 ¥1,200,000

¥98,000¥98,000¥98,000
参考価格  ¥180,000参考価格  ¥180,000参考価格  ¥180,000

ダミエ　N48108
グリート
ダミエ　N48108
グリート
ダミエ　N48108
グリート

モノグラム　M42027 
サック・バクスターPM
モノグラム　M42027 
サック・バクスターPM
モノグラム　M42027 
サック・バクスターPM

¥168,500¥168,500¥168,500
参考価格 ¥218,400参考価格 ¥218,400参考価格 ¥218,400

¥152,000¥152,000¥152,000
参考価格 ¥219,450参考価格 ¥219,450参考価格 ¥219,450

マトラッセ
Ｗチェーンショルダー
ラムスキン

マトラッセ
Ｗチェーンショルダー
ラムスキン

マトラッセ
Ｗチェーンショルダー
ラムスキン

ダミエジェアン　M93079　 
ルー　ノアール
ダミエジェアン　M93079　 
ルー　ノアール
ダミエジェアン　M93079　 
ルー　ノアール

ヒトデチャーム付きラージトート
ゴールドＧＧｘピンク
2008年 春夏

ヒトデチャーム付きラージトート
ゴールドＧＧｘピンク
2008年 春夏

ヒトデチャーム付きラージトート
ゴールドＧＧｘピンク
2008年 春夏

¥78,000¥78,000¥78,000
参考価格 ¥140,000参考価格 ¥140,000参考価格 ¥140,000

¥87,500¥87,500¥87,500
参考価格 ¥120,750参考価格 ¥120,750参考価格 ¥120,750

¥159,000¥159,000¥159,000
参考価格  ¥258,300参考価格  ¥258,300参考価格  ¥258,300

モノグラム　M92010 
チェリーブロッサム パピヨン
モノグラム　M92010 
チェリーブロッサム パピヨン
モノグラム　M92010 
チェリーブロッサム パピヨン

モノグラム　M40157　 
ネバーフルGM
モノグラム　M40157　 
ネバーフルGM
モノグラム　M40157　 
ネバーフルGM

¥69,000¥69,000¥69,000
参考価格 ¥86,310参考価格 ¥86,310参考価格 ¥86,310

¥95,800¥95,800¥95,800
参考価格 ¥138,600参考価格 ¥138,600参考価格 ¥138,600

ガーデンパーティ MM　
トワルアッシュ×レザー
ガーデンパーティ MM　
トワルアッシュ×レザー
ガーデンパーティ MM　
トワルアッシュ×レザー

要らなくなった金・プラチナ・ダイヤも強化買取中！要らなくなった金・プラチナ・ダイヤも強化買取中！要らなくなった金・プラチナ・ダイヤも強化買取中！
─── こんな金・プラチナ製品はございませんか？ まとめてお持ち下さい ───

※買取の場合、ご本人様と確認できる物
（運転免許書・健康保険証等）をご持参ください。
※買取の場合、ご本人様と確認できる物
（運転免許書・健康保険証等）をご持参ください。
※買取の場合、ご本人様と確認できる物
（運転免許書・健康保険証等）をご持参ください。

金・プラチナのコイン金・プラチナのコイン金・プラチナのコイン
切れたネックレス・

指輪など
切れたネックレス・

指輪など
切れたネックレス・

指輪など
片方だけの

ピアスやキャッチ
片方だけの

ピアスやキャッチ
片方だけの

ピアスやキャッチ
サイズの合わないリング
曲がったリング

サイズの合わないリング
曲がったリング

サイズの合わないリング
曲がったリング

黒ずんで汚れたリング
石の取れたリング
黒ずんで汚れたリング
石の取れたリング
黒ずんで汚れたリング
石の取れたリング

純金・プラチナの
インゴット

純金・プラチナの
インゴット

純金・プラチナの
インゴット 価値の分からない小判価値の分からない小判価値の分からない小判

型が合わない金歯
万年筆のペン先
型が合わない金歯
万年筆のペン先
型が合わない金歯
万年筆のペン先

使う機会のない貰い物
縁起物・金杯

使う機会のない貰い物
縁起物・金杯

使う機会のない貰い物
縁起物・金杯

ペンダントトップだけや
余った腕時計のコマ
ペンダントトップだけや
余った腕時計のコマ
ペンダントトップだけや
余った腕時計のコマ

石付きのままの指輪石付きのままの指輪石付きのままの指輪
昔のネーム入り
アクセサリー
昔のネーム入り
アクセサリー
昔のネーム入り
アクセサリー

もう使わない
金縁めがねのフレーム
もう使わない

金縁めがねのフレーム
もう使わない

金縁めがねのフレーム
掃除したら出てきた
何か分からない貴金属
掃除したら出てきた
何か分からない貴金属
掃除したら出てきた
何か分からない貴金属

使わなくなった
産業用の貴金属
使わなくなった
産業用の貴金属
使わなくなった
産業用の貴金属

デザインが古い
ブレスレット・指輪
デザインが古い
ブレスレット・指輪
デザインが古い
ブレスレット・指輪

イーネーションなら
たったこれだけでも
148,000円で買取!!
※他店一例／約98,000円イーネーションなら

たったこれだけでも
96,000円で買取!!
※他店一例／約35,000円

少量でも結構です、ぜひお持ちください。
無料で査定いたします。

少量でも結構です、ぜひお持ちください。
無料で査定いたします。

少量でも結構です、ぜひお持ちください。
無料で査定いたします。

やはりイーネーションは
想像以上に高い！

やはりイーネーションは
想像以上に高い！

やはりイーネーションは
想像以上に高い！

タンクフランセーズ
LM.W51002Q3
タンクフランセーズ
LM.W51002Q3
タンクフランセーズ
LM.W51002Q3

ディアゴノチタニウム TI32TA
メンズ ブラックカーボン
ディアゴノチタニウム TI32TA
メンズ ブラックカーボン
ディアゴノチタニウム TI32TA
メンズ ブラックカーボン

¥248,000¥248,000¥248,000
参考価格 ¥518,700参考価格 ¥518,700参考価格 ¥518,700

J12 スーパーレッジェーラ
クロノグラフ
J12 スーパーレッジェーラ
クロノグラフ
J12 スーパーレッジェーラ
クロノグラフ

デイトナ 116523BK 
ブレス　SS/YG
デイトナ 116523BK 
ブレス　SS/YG
デイトナ 116523BK 
ブレス　SS/YG

¥585,000¥585,000¥585,000
参考価格 ¥840,000参考価格 ¥840,000参考価格 ¥840,000

貴金属類の買取実績例貴金属類の買取実績例貴金属類の買取実績例（※写真はほんの一例です）（※写真はほんの一例です）（※写真はほんの一例です）

買取
価格 ¥840,000¥840,000¥840,000

参考価格 ¥1,365,000参考価格 ¥1,365,000参考価格 ¥1,365,000
買取
価格 ¥210,000¥210,000¥210,000

参考価格 ¥325,500参考価格 ¥325,500参考価格 ¥325,500
買取
価格¥398,000¥398,000¥398,000

参考価格 ¥567,000参考価格 ¥567,000参考価格 ¥567,000
買取
価格

買取
価格

買取
価格

買取
価格

買取
価格

買取
価格

買取
価格

買取
価格

買取
価格

買取
価格

買取
価格

買取
価格

どのような状態でも構いません!!どのような状態でも構いません!!

汚れ・変色汚れ・変色汚れ・変色
内張の剥がれ
ベタつき

内張の剥がれ
ベタつき

内張の剥がれ
ベタつき ほつれほつれほつれ ちぎれちぎれちぎれ 破れ破れ破れブランド品の買取実績例（※写真はほんの一例です）

汚れていても、ボロボロでも、クタクタでも
喜んで買取させて頂きます。
汚れていても、ボロボロでも、クタクタでも
喜んで買取させて頂きます。
汚れていても、ボロボロでも、クタクタでも
喜んで買取させて頂きます。

シス
テム
シス
テム

※ブランド品・金券の買取は除く※ブランド品・金券の買取は除く※ブランド品・金券の買取は除く

ご注意下さい
ATTENTION PLEASEATTENTION PLEASEATTENTION PLEASE

即現金

タンブール ダイバー Q10310タンブール ダイバー Q10310タンブール ダイバー Q10310

毎
月


