
¥1,200
14Inch 年式不問　（黒） 不可 コンポ1-4 A ¥1,500
14Inch ﾌﾗｯﾄ画面 ｼﾙﾊﾞｰﾎﾞﾃﾞｨ 不可 〃 B ¥500
18～20Inch 年式不問　（黒） 不可 〃 C 無料
20Inch ﾊﾟﾅｿ・ｼｬｰﾌﾟ銀・三洋青 不可 コンポ　バラ4A ¥1,500
21Inch フラット画面のみ 不可 バラ4B ¥1,000
21Inch ｿﾆｰ・ｼｬｰﾌﾟ・ﾊﾟﾅｿﾌﾗｯﾄ 無料 コンポ バラ5 T-85・810・950 ﾊﾞﾗ５　Ａ ¥2,500
25Inch フラット 不可 バラ5足つき ﾊﾞﾗ５　Ｂ ¥1,500
14-20Inch ビデオ付き 不可 ミニミニコンポセット ¥100
21Inch ビデオ付も可 不可 ¥100

無料
無料 スピーカー 3WAY ¥3,000
無料 スピーカー 2WAY ¥2,000
無料 無料

★ ¥300 無料
★ ¥300 無料
★ ¥600 無料

¥200 不可
¥1,200 ¥1,300

13Inch 専用アダプタ・スタンド無 無料 ¥500
14～17Inch 専用アダプタ・スタンド無 無料
18～24Inch 専用アダプタ・スタンド無 無料 26ｲﾝﾁ Aママチャリ ¥1,200

★ ¥100 26ｲﾝﾁ 直チャリ ¥300
¥100 24ｲﾝﾁ ママチャリ ¥350

★ ¥500 マウンテン 26ｲﾝﾁ ¥1,200
¥100 マウンテン 26ｲﾝﾁ　サスペンション付き ¥1,200
¥900 マウンテン 24インチ ¥500

¥800
¥1,000

液晶モニター 14Inch 不可 ¥1,000
液晶モニター 15Inch（太枠NG） ¥0 ¥4,550
液晶モニター 15Inch　本体付 ¥0 ¥3,300
液晶モニター 17Inch ¥0 不可
液晶モニター 17Inch　本体付 ¥0
液晶モニター 19Inch ¥0
液晶モニター 19Inch　本体付 ¥0
液晶モニター ｿﾆｰ・日立 ¥0
ノートパソコン 12インチ以下 ¥200
ノートパソコン 13インチ ¥200
ノートパソコン 14-15インチ ¥600
ノートパソコン 16インチ以上 ¥800

★ ノートパソコン コアi3 第1世代～ ¥1,000
ノートパソコン コアi3 第4世代～ ¥2,500
ノートパソコン コアi5 第1世代～ ¥2,000
ノートパソコン コアi5 第4世代～ ¥3,000
ノートパソコン コアi7 第1世代～ ¥3,000
ノートパソコン コアi7 第4世代～ ¥4,000 ¥4,000
ノートパソコン ＣＤロム・部品無し等 ¥100
パソコン　本体 PEN1～4 ¥500 05年UP　高さ110㎝～150㎝

PC本体 コア ¥500 冷凍庫上下問わず
日本メーカーのみ

フォークギター ¥1,000 冷蔵庫　６ﾄﾞｱ 2010UP　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ・日立・三菱 ¥15,000
エレキギター ¥1,500 冷蔵庫　６ﾄﾞｱ 2016UP東芝・ｼｬｰﾌﾟ ¥3,000
キーボード黒キー５×５ＵＰ ¥900 冷蔵庫　６ﾄﾞｱ 2007-2009年 R600ｶﾞｽ 無料
キーボード黒キー５×５ ¥500
キーボード黒キー５×５ＤＯＷＮ 無料
エレクトーン キーボード2段はNG ¥2,000 ★ 冷蔵庫　５ﾄﾞｱ 2007-2010年ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ・日立・三菱 無料
ギターアンプ　大 ¥1,000 冷蔵庫　３･４ﾄﾞｱ 10年UP 日本ﾒｰｶｰのみ 無料
ギターアンプ　小 無料 冷蔵庫　２ドア 10UP　170ℓ以上　日本ﾒｰｶｰのみ 無料

不可 フリーザー 不可
ホームシアター　セット 無料
サックス ¥2,150
トランペット ¥2,150 全自動洗濯機 6㎏以上　日本メーカーのステンレス槽のみ ¥600

要相談 全自動洗濯機 5Kg以上　ﾅｼｮﾅﾙ・日立・ｼｬｰﾌﾟ ¥600

不可

13Inch（スタンド付）
14～17Inch（スタンド付）

28～30Inch（スタンド付） スピーカー　1体4段用
31～35Inch（スタンド付） スピーカー　ミニミニ

18～24Inch（スタンド付） スピーカー　コンポ大
25～27Inch（スタンド付） スピーカー　バラ5（100W）

自転車　※ｶｺﾞ外し＋50円・ﾍﾟﾀﾞﾙ外し＋50円

25～27Inch専用アダプタ・スタンド無
28～30Inch専用アダプタ・スタンド無
31～35Inch専用アダプタ・スタンド無

36～39Inch（スタンド付） スピーカー　その他

TV　ブラウン管 CDプレーヤー大

液晶TV (2010UP) ミニミニ本体
コンポ本体　ﾊﾞﾗ５　ケーブル有

40UP（スタンド付） スピーカー特（BOSE・MARSHAL・JBL・ORION）

ウーファー　※アンプ内蔵のみ

パソコン 折りたたみ
電動自転車　充電器・鍵付
ロードバイク（ドロップハンドル）

36～39Inch専用アダプタ・スタンド無
40UP専用アダプタ・スタンド無
※液晶テレビ40UP　2009年以下は300円で買取（条件有）その他ｲﾝﾁは無料 子供用

パナソニック・三菱 ・ダイキン・富士通
100V・型式2.2以上/ﾅｼｮﾅﾙ・東芝　型式2.8以上

ロードバイク（フラットハンドル）
その他自転車　※ｶｺﾞ・ﾍﾟﾀﾞﾙ外しても同買取価格

エアコン

A/C 410セット ※前アミ以外　2006年UP　200V
¥13,000

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ・ﾅｼｮﾅﾙ・東芝・ﾀﾞｲｷﾝ・三菱・富士通

A/C 410セット ※前アミ以外　2006年UP
¥9,000

A/Cセット　2005年DOWN
¥8,500

ダイキン・富士通・三菱・ナショナル

200V
A/C410セット※前アミNG　2006年UP　100V

¥8,000
ナショナル・東芝　型式2.2以上

A/Cセット※前アミ以外　2008年UP
シャープ・日立 ¥8,500

楽器

ウィンドエアコン
白物家電

ミニ冷蔵庫
¥300

ピアノ
オーディオ

ターンテーブル/レコードプレーヤー

カセットデッキ/チューナー/イコライザー（横40㎝～奥行25㎝～）

※2011年UPの5・6ﾄﾞｱ前面が鏡面仕上げは＋10,000円

冷蔵庫　５ﾄﾞｱ 2011年UP　R600ガス 無料

※6ﾄﾞｱ冷蔵庫の東芝・ｼｬｰﾌﾟ2007～2015年は無料引き取り



洗濯機雑品 不可 ¥2,500
家電雑品 無料 ¥2,500
鉄のみ ¥8 ¥3,000
アルミ ¥70 ¥8,000
ステンレス ¥70 ¥10,000
アルミ 鉄・プラ付き ¥15 ¥20,000
ステンレス 鉄・プラ付き ¥15

 銅 ¥800 S8600以上の型番 ¥3,000
モーター ※黒モーターはNG ¥30
給湯器 ¥70 ¥2,500
雑線 ¥100
クーラーパイプ ¥500
携帯電話 ※スマホ以外 ¥200 ¥2,500
自動車用等バッテリー ¥27 ¥6,000
産業用バッテリー 鉄付はバイク用扱い 無料 ¥7,000
バイク用バッテリー 無料 ¥9,000
家庭用エアコン ¥140 ¥10,000
業務用エアコン ¥5 ¥13,000
その他機械 要相談 ¥15,000
電動工具 ¥60 ¥18,000
真鍮 ¥250 ¥30,000
脚立 アルミ製 ¥50 ※上記に記載のないPanasonic, Toshibaの洗濯機につきましては、 

年式が新しければ買取できる場合がございますので、ご相談ください

雑貨 ¥5
おもちゃ ¥40
おもちゃ （ﾐﾆｶｰ・ﾁｮﾛQ等） ¥100
ぬいぐるみ （小～中） ¥100 ※重さ5㎏未満のみ

★ 食器類 （バラで持込） ¥40 ※ホテルや飲食店の同じ種類の食器はNG
★ 食器類 （まとめて持込） ¥50

衣類 （夏服のみ） 無料
衣類 （冬服のみ） 不可
衣類 （夏、冬MIX） 無料
キッチン用品 （金属・ﾅｲﾌ・ｽﾌﾟｰﾝ含） ¥270 ※サビNG
キッチン用品 （金属以外） ¥10

¥60 ※乾電池をはずした物のみ、サビNG
絵画、額入り 無料
置物、オブジェ （木製/金属） ¥50 ※石材はNG
置物、オブジェ　　（陶器/ガラス）※花瓶等 ¥10 ※石材はNG
贈答品 （箱入り食器セット） ¥190 ※完品のみ
贈答品 （寝具） ¥70 ※シミNG、完品のみ
靴 ¥10 ※両足揃っている良質品のみ（革靴、ブーツ類はNG）
鞄全般 ¥70 ※良質品のみ
アクセサリー （金属/メッキ） ¥370 ※指輪NG
アクセサリー （金属/メッキ以外） ¥30
ベルト ¥30
文具 ¥15 ※ﾌｧｲﾙ、消しｺﾞﾑ、のりはNG 絵具、ｸﾚﾖﾝは新品完品のみ

フィギュアその他 ¥500
スポーツ用品 （テニス、サッカー等） ¥30

¥25,000 ¥500
¥10,000 ¥500
¥8,000 ¥500
¥3,000 ¥500

¥100
¥100

¥3,000 ¥100

プレステⅡ 30000番 雑品 ¥100
プレステⅡ 10000番 雑品
プレステⅡ 70000番 ¥400
プレステⅢ（薄型） 2500B・3000A・4000～ ¥1,000
プレステⅢ（薄型） 2000A・2500A ¥1,500

工業系スクラップ　※全て㎏買いです ドラム式洗濯機　（Toshiba) TW～
Q820～Q900
Z360～Z390

117X3～117X6/117V3～6/127
ドラム式洗濯機　（Hitachi) BD～

ドラム式洗濯機　8KG以上　（2012UP) 
PANASONIC/SHARP/HITACHI/TOSHIBA

Z8000～Z9100/Y1000
Z9200～Z9500/Z81S～Z85S
Z96S1・2/Z96A1・2/Z96V1・2/Z96X1・2

※AQUA・SANYOはNG
ドラム式洗濯機　（Panasonic) NA～

VR1200～VR2700

VX3300～VX3900
VX830S～VX860S/VX7300～VX8200

雑貨系スクラップ

VX9700～VX9900

VX8500～VX8800/VX5E2～3/VX5E6

VR3500～VR5600/VS1000～VS1100/VG700～VG1100

VX5000～VX5300/VX3000～VX3100/VT8000～VT8200

VX710S～820S/VX7000～VX7200

VX9300～VX9600/VX5E4～VX5E5

PX-G900/PX-G930/GP700/GP710/GP730/PX-G920 EP801～804/EP901～904
ゲーム機 プリンター　

家庭用プリンター・スキャナー（完品のみ）
※ブラザーNG

PX-G5000/PX-G5100/PX-G5500/PX-G6200
¥3,000

1001/1004/1700/1600/101
PX-G6250/PX-G6500/PX-G6550 PM840/PM940/T960/EP702/EP301/EP302

PX-5V/PX-7V2/G5002 D850/D870/A970/A990/PM-4000PX/PM-7000PX

F8000/F10000/H8000/H10000 A820/A920/EP805～809/EP703～705

※食器類はバラ・まとめて共にガラス食器大量NG

※額縁のみは雑貨扱い
置時計/掛け時計/目覚まし時計

プリンター　（EPSON）
G5300/G5600/7V PX-7500/PX7550/PX-9000
PX-9500/PX-9550 PX-B300/PX-B310/PX-B500/PX-B510



¥1,000 無料
¥150 不可

¥3,000 不可
¥2,000 ¥550
¥3,700 ¥300
¥2,500 ¥100

ジャノメ 802カムケース付 ¥9,000 事務イス 不可
ジャノメ 802ケースなし ¥7,000 不可
ジャノメ 804カムケース付 ¥5,500 ¥100
ジャノメ 804ケースなし ¥3,000 無料
ジャノメ 801カムケース付 ¥4,000 無料
ジャノメ 801ケースなし ¥2,000 無料
ジャノメ 672-681カムケース付 ¥5,000 不可
ジャノメ 672-681ケースなし ¥4,000 不可
ジャノメ 6000ケース付 ¥5,000 不可
ジャノメ 7000ケース付 ¥5,000 無料
ジャノメ 670・671ケース付 ¥3,000 無料

¥3,000 雑貨扱い
ジャノメ 5000・817　 ¥2,100 圧力鍋 雑貨扱い
ジャノメ　 5000-817　ケース無 ¥1,900 ¥500
ジャノメ　 5000-817　ペダル無 ¥1,500 ウォーターサーバー 大 家電雑品
ジャノメ　 5000-817 ケース・ペダル無 ¥1,500 ウォーターサーバー 小 家電雑品
ジャノメ 6000　ケースなし ¥3,500 傘　※ビニール傘NG 無料
ジャノメ 7000　ケースなし ¥3,500 ﾀｲﾔ付ｱﾙﾐﾎｲｰﾙ大　（普通車15ｲﾝﾁ以上） ¥500

¥2,200 ﾀｲﾔ付ｱﾙﾐﾎｲｰﾙ小 ¥300
¥1,200 オーブンレンジ　※ﾌﾗｯﾄテーブルの物のみ 家電雑品

￥2000～ タイムカードレコーダー 不可
¥5,500 厨房シンク　一槽式 ※部品無し・サビ汚れＮＧ ¥1,000
¥4,000 厨房シンク　二槽式 ※部品無し・サビ汚れＮＧ ¥2,000

業務用自動製氷機 ¥2,500
無料 除湿機 08年UP・良品のみ ¥500
無料 浄水器 ¥1,000
¥1,900 ※小物は、全て汚れ小、破損無し、完品のみに限ります。

¥2,500
¥2,000 アンプ　白A ～100W ¥500
¥2,000 〃 100W～149Ｗ ¥1,200
無料 〃 150W～199Ｗ ¥1,200

〃 200W～299Ｗ ¥1,800
草刈機 ファン付は雑品買取 ¥1,000 〃 300W～ ¥2,500
チェーンソー ¥2,000 アンプ　白・黒　小 ¥500
発電機　ＫＶＡ/個 ※サビ・欠品は不可 ¥2,500 アンプ　黒 ～100W ¥800
発電機　ＶＡ/個 ¥1,200 〃 100W～149Ｗ ¥1,200
バイク 要相談 〃 150W～199Ｗ ¥1,500

〃 200W～299Ｗ ¥3,500
¥1,000 〃 300W～ ¥4,000
¥3,700 真空管アンプ ￥5,000～
¥1,600

家電雑品
¥1,600
¥3,000
¥1,500
¥1,000
¥1,000
¥1,500

¥700
¥2,000

¥15,000
¥550

釣竿                 ¥350
¥350
¥500

¥1,600

模造刀（大）90センチ以上 ※木刀NG
模造刀（大）90センチ未満 ※木刀NG

チャイルドシート児童用
チャイルドシート　※良品のみ

クーラーボックス（容量20ℓ以上）
クーラーボックス（容量20ℓ未満）

ガスコンロ　※口数2個以上&ｸﾞﾘﾙ付、汁受皿無しの物

ミシン 小物
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ大 マイク

ヘルメット（半）

直ケース　有 空気清浄機 　17年UP　※水タンク付の良品のみ

直ケース　無 腕時計　※ﾍﾞﾙﾄ鉄製に限る

スーツケース・キャリーバック等
ヘルメット（フルフェイス）

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ小 カメラ用脚立　30㎝以上
ZZケース　有 プロジェクター　大
ZZケース　無 カーウーファー

ベビーカー
ジャノメ 805・811・812・813・814・815ケース付 ベビーウォーカー

ブラザーケース付
ブラザーケース無

編み機

ロック　工業用
ロック　ベビー
工業用

アンプ
編み機 KH880・881・890・891
編み機 KH260・264

編み機 プラスチック
編み機 大　（鉄）
編み機 KH820～861

編み機 KH230
機械系

編み機 KH871・892・893.・894

炊飯器 ※炊飯器容量1.0ℓ以上
炊飯器 ※炊飯器容量1.8ℓ以上

ガスファンヒーター
ファンヒーター　コロナ・三菱（08UP)
ガスストーブ　小
ＩＨクッキングヒーター　口数3個以上　グリル付　
ＩＨクッキングヒーター　口数2個以上3個未満　グリル付

食洗機 08年UP ※ﾊﾟﾅｿﾆｯｸのみ（その他無料）

小物
石油ストーブ  　　　           　　
ガスストーブ           横幅44cm以上

リール               
ノンフライヤー
ノンフライヤー　Philips

扇風機 ※鉄製の物のみ
マッサージチェア　皮　良品のみ
マッサージチェア　皮　手揉み付
カーアンプ

※IHは吸排気カバーの無いものは無料引き取り



無料 クローゼット限定
無料 食器棚・ワードロープ・婚礼タンスセット・クローゼット限定

無料 食器棚・ワードロープ・婚礼タンスセット・クローゼット限定

無料 食器棚・ワードロープ・婚礼タンスセット・クローゼット限定
食器棚・ワードロープ・婚礼タンスセット・クローゼット限定 

*高さ+幅の合計が140㎝未満は「小型家具上」
無料 無垢材家具（上）以外のタイプ*下駄箱、本棚、タンス単品等

無料 無垢材家具（上）以外のタイプ*下駄箱、本棚、タンス単品等
無垢材家具（上）以外のタイプ*下駄箱、本棚、タンス単品等 

*高さ+幅の合計が140㎝未満は「小型家具上」
無料 キズ・破損・欠品・シール貼り・カビNG
無料 キズ・破損・欠品・シール貼り・カビNG
無料 キズ・破損・欠品・シール貼り・カビNG

キズ・破損・欠品・シール貼り・カビNG
*高さ+幅の合計が140㎝未満は「小型家具下」

無料 キズ・破損・欠品・シール貼り・カビNG
無料 キズ・破損・欠品・シール貼り・カビNG
不可 キズ・破損・欠品・シール貼り・カビNG
不可 キズ・破損・欠品・シール貼り・カビNG
不可 キズ・破損・欠品・シール貼り・カビNG
不可 キズ・破損・欠品・シール貼り・カビNG
不可 キズ・破損・欠品・シール貼り・カビNG
不可 キズ・破損・欠品・シール貼り・カビNG
不可 キズ・破損・欠品・シール貼り・カビNG
不可 キズ・破損・欠品・シール貼り・カビNG
不可 キズ・破損・欠品・シール貼り・カビNG
不可 シミ・破れ・破損・欠品・シール貼り・カビ・キズNG

不可 シミ・破れ・破損・欠品・シール貼り・カビ・キズNG

不可 シミ・破れ・破損・欠品・シール貼り・カビ・キズNG

不可 キズ・破損・欠品・シール貼り・カビNG
不可 事務椅子含む/破損・破れ・シミ・欠品・シール貼り・カビNG

不可 事務椅子含む/破損・破れ・シミ・欠品・シール貼り・カビNG

不可 破損・破れ・シミ・欠品・シール貼り・カビNG
不可 破損・破れ・シミ・欠品・シール貼り・カビNG
無料 シミ・破れ・破損・欠品・シール貼り・カビNG

★ ←今回変更・追加になった商品です
2023年5月17日より適用

〒597-0092

※
※ エアコンにつきまして2005年～2007年のみの大量持ち込みの場合、買取をお断りする場合がございます。

また、特定のメーカーのみの持ち込みは一度ご相談をお願い致します。
※ 家庭用プリンター・スキャナーにつきましてはメーカー、年式、インクジェット、レーザー問いませんが

USB付きの完品かつ美品のみが対象となります。破損、水濡れ品はお引き取り出来ません。
※ 商品によっては引取りできない種類もあります。その際の判断はスタッフにお任せ頂きます。
※ 今後、小物家電の買取基準が厳しくなります。何卒ご了承下さい。

（例）外装の黄ばみ、炊飯器内釜の塗装剥がれ等
※
※ 液晶テレビの買取につきましては、スタンドが特殊なタイプのシャープ（古いタイプ）、

※ 食器をお持ち込みの際、ガラス食器が大量に混ざっているとお引き取り出来かねます。
※
※ エアコン三菱ビーバー・コロナ・大阪ガスは上雑品での買い取りとなります。
※ 業務用エアコンですが、中に発泡スチーロールが入っているものは引取り不可となりました。
※ 液晶モニターのお引き取りにつきましては以下のものはお引き取り不可となりました。

・14インチ以下・24インチ以上・ワイド画面・液晶の前にガラスがあるもの・液晶モニターの奥行が厚いタイプ

・SOTEC製全て・日立製（Prius)※Prius製以外の日立製品はお引き取り可能
・富士通製・横にスピーカーが付いているもの・一体型がNG項目となります。

※ ガスストーブは横幅44cm以下に関しまして、石油ストーブの扱いと致します。
※ 小物・雑貨系スクラップにつきましては、全て汚れ小、破損無しの物に限ります。

家具
無垢材家具（上/クローゼット扉3枚以上）
無垢材家具（上/特大/H170以上かつW140以上）

無料

無垢材家具（下/大/Ｈ160かつＷ120以上）
無垢材家具（下/中/Ｈ160以上）

無垢材家具（下/小/Ｈ160未満） 無料

無垢材家具（上/大/Ｈ170以上）
無垢材家具（上/中/Ｈ160以上）

無垢材家具（上/小/Ｈ160未満）

合板家具（大/高さ+幅の合計が240以上280未満）

小型家具（下/高さ+幅の合計が140未満で合板）

合板家具（中/高さ+幅の合計が200以上240未満）

合板家具（小/高さ+幅の合計が140以上200未満）

小型家具（上/高さ+幅の合計が140未満で無垢材）

合板家具（特大/高さ+幅の合計が280以上）

化粧台（下/「上」以外/椅子有）
化粧台（下/「上」以外/椅子無）

化粧台（上/無垢材かつＨ160、Ｗ90以上、椅子有）

無料

和タンス（上/Ｈ160以上）
和タンス（下/Ｈ160未満）

単品椅子（肘無）
回転椅子（肘有）
回転椅子（肘無）

ダイニングテーブルセット（6人掛け以上）
ダイニングテーブルセット（4人掛け以下）
学習机（自宅用）
ソファー3人掛以上（レザータイプのみ）
ソファー3人掛未満（レザーのみ）

化粧台（上/無垢材かつＨ160、Ｗ90以上、椅子無）

業務用エアコンの外機のみも業務用エアコンでの買取となります。

スピーカーコンポ大につきましてはバラ5用、1体5段用等の端子部分がねじ込み式の物が対象となります。

チューナー外付けのタイプは引き取り対象外です。

折りたたみベッド

サンワールド株式会社

大阪府貝塚市二色北町1-14
TEL：072-437-1271/FAX：072-437-1182

営業時間：月～土　8時～17時
携帯電話（スマホ以外）は1KG未満の場合は無料引き取りとなります。

応接セット（机を含めて4点以上かつレザー調）

単品テーブル
単品椅子（肘有）


