
2023/4/12

               ※売却価格は相場や商品の状態・数量・付属品有無などによって変動します。

テレホンカード50度 90%〜95%

テレホンカード100度 90%〜95%

テレホンカード105度 90%〜95%

※数値は想定売価に対する買取率です。

普通切手シート62円未満 90%〜95%

普通切手シート62円以上 90%〜95%

記念切手シート60円未満 90%〜91%

記念切手シート60円以上 90%〜93%

切手バラ・小型シート 90%

※切手バラ1枚からでも喜んで買取ります。切手は郵便局では換金できません。

※整理など必要ありません。そのままお持ち下さい。

K24/Pt1000インゴッド・コイン 自信あり！ 98︎.□% ※買取価格

K24/Pt1000  　 9□.5% LINE

K18/K18WG 9□.9% VOOM

Pt900   9□.8% 配信！

Pt850 9□.9% ※友だち限定

※Au・Pt・Pdを含有する、部品・材料・剥離材・熱電対・薄膜材・歯科材等買います。

現行柄・1世代前 1,000円〜8,000円 80%〜94%

現行柄・1世代前  10,000円以上 89%〜96%

※各額面の買取率は、お問い合わせ下さい。状態の悪い物・旧印紙は買取不可

天皇陛下御即位記念10万円 ☎問合せ ※金貨価格

皇太子殿下ご成婚記念5万円 ☎問合せ LINE

天皇陛下御在位10年記念1万円 ☎問合せ VOOM

天皇陛下御在位20年記念1万円 ☎問合せ 配信！

長野五輪冬季大会記念1万円 ☎問合せ ・御即位

ワールドカップ日韓共催記念1万円 ☎問合せ ・御成婚

日本国際博覧会記念1万円 ☎問合せ ・在位10・20年

東日本大震災復興事業記念1万円 ☎問合せ ※友だち限定

※買取価格を改定しました。限界価格をご提示します。

※未開封以外は、減額対象です。※記載以外の造幣局発行の純金貨幣も買取り中！

❽のつく日は金券の日

普通切手

記念切手
特定日は
９１％〜

❺のつく日は切手の日

※数値は想定売価に対する買取率です。

貴金属
(当日貴金属相場)

金相場大台突破！
限界価格を更新！

当日価格は☎

🍀🍀🍀今月のイチオシ商品🍀🍀🍀
 “甲府西銀座店”は  【買取率９０％以上】で営業中です💖

  ※買取率９０％：想定売価の９０％があなたの手に！

◆◆おたからや 店舗では 同じ品物でも買取価格は異なります◆◆

テレホンカード
特定日は
９５％〜

❺のつく日は金の日　・　❽のつく日はプラチナの日です！更に限界価格！

◆友だち限定価格：LINE VOOM 配信中！（当日買取価格）◆

収入印紙
※買取率最大９６％

残った印紙
買取ます！

国内発行
純金貨幣

限界価格！
金貨価格更新！
当日価格は☎ ︎



※どんな状態でも（故障・風防割れ・ベルト切れ・・・など）

買取金額保証 70,000円以上 ※レディース除く

メーカー タイプ 形状

買取金額保証 4,000円 以上 ※商品限定

メーカー タイプ 形状/材質

マトラッセ  チェーンショルダー

ダイアナ　チェーンショルダー

（シングル・ダブルフラップ・W/Sチェーン）

買取金額保証 70,000円 以上

以下の状態のものが対象です。

◆目立つ使用感が感じられる中古品

◆目立つ瑕疵・汚れが確認できるもの

◆機能面での問題が見受けれれるもの

◆場合によりリペアが必要なもの

※状態は、当店の評価基準により評価します。買取不可の場合あり

※ポシェット・クラッチなど小型のバッグは対象外です。

※特典対象外商品となります。

※わからない場合は、LINE査定をご利用ください。

買取金額保証（最低買取金額保証）宣言！！

ボロボロ・くたくたのバッグ募集！！

買取金額保証（最低買取金額保証）宣言！！

※ボロボロ・くたくたの状態でも、記載の金額で買います！

ルイヴィトン 全ライン バッグ

ロレックス腕時計どんな状態でも！！

シャネル バッグ
/革

買取金額保証商品について



ロレックス 商品 価格(円)

114270 EXPLORER 480,000
214270 EXPLORER 600,000

16570 EXPLORERⅡ 570,000
216570 EXPLORERⅡ 650,000

16700 GMT-MASTER 900,000
16710 GMT-MASTERⅡ 900,000
14060 SUBMARINER 600,000
16610 SUBMARINER DATE 600,000
16600 SEA-DWELLER 680,000

116523 DAYTONA 1,250,000
116234 DATE JUST 530,000

116234G DATE JUST 580,000
116233 DATE JUST 580,000

116233G DATE JUST 650,000
179171 DATE JUST 580,000

179171G DATE JUST 600,000
18038A DAY DATE 1,000,000
18238A DAY DATE 1,050,000

116710BLNR GMT-MASTERⅡ 1,200,000

　　　　※記載の価格は、参考です。実際の買取価格を保証するものではありません。

　　　　※実際の買取価格は、相場や商品の状態・付属品有無などによって変動します。

　　　　※ROLEX社製品に、社外部品装着、または社外加工跡が見られる改造、装飾を

　　　　施している商品のお買取はしばらく控えさせて頂きます。（商標権侵害）

　　　　※上記記載に該当する場合は、査定の際自己申告をお願いします。

腕時計買取率：　９０％以上！！

※相場変動が激しく相場も不安定ですので、買取価格はLINE・☎ ︎お問い合せ下さい。

ロレックス社 製品取扱いについて

ロレックス・他ブランド腕時計募集！！

❽のつく日は腕時計の日

ロレックス 腕時計限定
いつでもゾロ目・月末特定日価格で買取！

ロレックス 買取率=９２％〜９４％　※条件あり



👜バッグ👜 ※ポシェット・クラッチなど小型の物は対象外

今月の特選商品
❺のつく日はバッグの日

シャネル
人気です！今旬、ココハンドル・ドーヴィル

マトラッセ・ダイアナ
チェーンショルダーバッグ

グッチ GGマーモント・バッグ
シェリーライン（リボン）・バッグ

フェンディ
セリーヌ

ズッカ・ズッキーノ・バッグ
ラゲージ・マカダム・クラシックボックス

※特典
特典選択
の必要ありバッグ買取率：　９０％以上！！

ルイヴィトン
国内外で人気！今旬、特にスピーディ
・アクセソワール・エヴァ・ネバーフル

全ライン・バッグ

エルメス
ディオール

今旬！ピコタンロック・ガーデンパーティ・ケリー
・レディディオール・サドル・ブックトート

全ライン・バッグ

ヴィトン 買取率=９１％〜９３％

シャネル・エルメス・ヴィトンバッグ限定

シャネル 買取率=９２％〜９４％

エルメス 買取率=９２％〜９４％

いつでもゾロ目・月末特定日価格　※条件あり



全国百貨店共通商品券 955円

信販（JCB・VJA・UC・JTB・他） 〜945円

ANA株主優待券（最新） 3,090円

500円 455円

1,000円 900円

2,000円 1,790円

プレミアム 金貨・プラチナコイン限定

※当日買取価格は、LINE VOOM 配信

※買取率はゾロ目・月末特定日（LINE友だち）

プレミア　金貨(1oz)　 買取率

 ウィーンコイン ハーモニー　 〜98.5%
 イーグルコイン 〜98.5%
 メイプルリーフコイン・他 〜98.5%

ウィーン金貨 ハーモニー　 〜98.8%
メイプルリーフ金貨・ナゲット・他 〜98.8%

プレミア　プラチナコイン(1oz) 買取率

※当日買取価格は☎  お問い合わせ下さい。

❽のつく日は金券の日
ギフト券・テレカ・QUOカード・印紙・他

※1oz・1/2oz・1/4oz・1/10oz  買取率は同じです。（甲府西銀座店限定）

※状態により、減額あり。買取価格はLINE・☎︎ お問い合わせ下さい。

百貨店商品券・ギフトカード・QUOカード

商品券
ギフトカード

ANA株主優待

価格は平日
2023/4/12

QUOカード
価格は平日
2023/4/12



今が旬！

バブル時代流行した派手目なアクセサリー
ボリュームがありマットな質感のメッキアクセ国内外で大人気です！

シャネルのメッキアクセサリー　限界価格で買います！！

モノによっては高額買取も可能です。ぜひお持ち下さい。

※金パラ・GCキャストウェル：歯科用合金 2023/4/12

※工場・歯科関係者・他、大歓迎です。 パラジウム買取相場価格

※LINEまたは☎でお問い合わせ下さい。 6,358円/g

部品・材料・剥離材・熱電対・白金線・薄膜材・触媒・歯科材等

買取ます。※工業用の合金は、精製分析後のお買取となります。

※成膜・電子機器・歯科・自動車・解体関係者・他、大歓迎です。

シャネル アクセサリー　募集！

※わからない場合は、LINE査定をご利用ください。

高値安定の貴金属　パラジウム

※当日買取価格は、LINE VOOM  配信

           ※是非、LINEまたは☎でお問合わせ下さい。

開封済金パラ(Au12%-Pd20%)/g 97.�%
GCキャストウェル30g 98.�%

Au・Pt・Pd・Rh 等を含有する合金

Pt・Pd・Rhなどの白金族相場、高値圏で推移中！

パラジウム 買取率

Pd (g) 98.6%
金パラ(Au12%-Pd20%）)30g 98.�%


