リユースショップを活用しませんか？
[

リユースショップってどこに
あるのかな？
安心して利用できるお店の紹介を
しているから、ぜひ見てね！

まだ使えるものを繰り返し使うことを「リユース」と言います。
リユースショップとは中古品を取り扱う店舗のことです。

リサイクルショップとも言われており、状態や使用年数など
の条件が合えば、ご家庭で使わなくなった製品を中古品として買い
取ってくれます。

リユースは、環境にもお財布にも優しい取り組みです。
この機会にあなたもリユースショップを活用してみませんか？

目黒区

リユースショップのご利用について

１ 掲載基準
この冊子に掲載している店舗は、以下の業界団体からご紹介いただいております。
これらの業界団体は、皆様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や、良質なリユース業者の育成に向けて様々な取り組み

を行っています。
JRCA（ジャパン・リサイクル・アソシエーション）・・http://www.jrca-reuse.com/
JRO（日本リユース機構）・・・・・・・・・・・・・ https://jro.or.jp/
JRAA（日本リユース業協会）・・・・・・・・・・・・https://www.re-use.jp/

２ 買取基準
品物の外観や状態（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、買取の判断がなされます。品目や店舗によっても買取基準が異なり
ます。また、偽造品、コピー品などは買取されません。
詳細は、店舗にお問い合わせいただくか店舗ホームページをご覧ください。

３ 利用時の留意事項
■ 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、買取ができ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証明書の提示が必要となります。
（運転免許証/健康保険証/パスポートなど）
■ 未成年の方からは買取できない場合があります。
（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。
■ このほか詳しくは各店舗までお問い合わせください。
■ 目黒区は、利用者が当冊子の情報によって被った損害、損失に対して、いかなる場
合でも一切の責任を負いません。何卒ご了承ください。

総合リユースショップ

店舗名、支店名

住所・URL

連絡先・営業時間

取扱商品・買取基準・利用方法・その他
家具、家電、エアコン、厨房機器、オフィス家具
■買取基準
製造からおおよそ５年以内が目安

買取センター
リークラブ
（東京エリア）

神奈川県高座郡寒川町一之宮4-26-28
http://www.re-club.com/

☎(0120)-747-170

■利用方法

🕒10:00-19:00

フリーダイヤル、お問い合わせフォーム、
ＬＩＮＥ
■その他
未成年者（20歳未満）の方からの買取は不可

買取専門店
アシスト
世田谷店

☎(050)-3734-2296
東京都世田谷区用賀3-17-5石黒ビル1Ｆ
https://www.assist001.co.jp/

高く売れるドットコム
東京リユースセンター

高く売れるドットコム
西東京リユースセンター

🕒10:00-18:00

家電、家具、楽器、オーディオ、スポーツ、アウ
トドア、PCなど

※月曜日・金曜日を

■その他

除く

買取専門店

☎(0120)-945-991
東京都江東区千石2-3-3

🕒9:15-21:00

https://www.takakuureru.com/

※年末年始を除く

家電、楽器、カメラ、オーディオ、ホビー、鉄道
模型、パソコン、スマホ・タブレット、自転車、
電動工具、農機具・業務用機械、ブランド、時
計、金・プラチナ、骨董、絵画、美容機器、ナ
ビ、カー・バイクパーツ、教材、スポーツ用品、
ゴルフ、釣具、その他

☎(0120)-945-991

■利用方法

東京都府中市是政6-2-13

🕒9:15-21:00

宅配買取、出張買取も利用可能

https://www.takakuureru.com/

※年末年始を除く

BINGO
自由が丘店
東京都目黒区緑が丘2-6-19
https://www.bookoff.co.jp/shop/shop87
001.html

☎(03)-5731-6491

ブランドメンズ古着、服飾雑貨

🕒平日 12:00-21:00 ■利用方法
🕒土日祝11:00-21:00 1点から査定、買取可能

ブックオフ
学芸大学駅前店

東京都目黒区鷹番2-15-12

https://www.bookoff.co.jp/shop/shop20 🕒10:00-22:00

■その他

204.html

18歳未満の方からは買取ができない場合あり

東京都世田谷区太子堂1-12-27

書籍、CD、DVD、ゲーム、新品ゲーム、トレー
ディングカード、小型家電、携帯電話、ブランド
服、服飾雑貨、ブランドバッグ、腕時計

ブックオフ
246三軒茶屋店

ブックオフ
自由が丘駅前店

ブックオフ
総合買取窓口恵比寿南店

☎(03)-5725-0656

書籍、CD、DVD、ゲーム、新品ゲーム、トレー
ディングカード、小型家電、携帯電話

☎(03)-5433-2591
🕒10:00-22:00

https://www.bookoff.co.jp/shop/shop20 ※ブランド取扱いは

■その他

387.html

火曜日を除く

18歳未満の方からは買取ができない場合あり

☎(03)-5731-6931
https://www.bookoff.co.jp/shop/shop20289. 🕒10:00-22:00

書籍、CD、DVD、ゲーム、新品ゲーム、トレーディ
ングカード、ホビー用品、小型家電、携帯電話、洋
服、ブランドバッグ、腕時計、貴金属アクセサリー
■その他

html

18歳未満の方からは買取ができない場合あり

東京都目黒区自由が丘2-11-23

東京都渋谷区恵比寿南3-2-2アサンブレ恵
比寿1F

☎(03)-5725-0520
🕒11:00-20:00

https://www.bookoff.co.jp/shop/shop80 ※1/1を除く
105.html

ブランドバッグ、腕時計、貴金属、書籍、CD、
DVD、ゲーム、洋服、ホビー用品など
■その他
18歳未満の方からは買取ができない場合あり

ブックオフ
総合買取窓口中目黒店

東京都目黒区東山1-5-9セブンスターマン ☎(03)-5725-2902
🕒11:00-20:00

ション104

https://www.bookoff.co.jp/shop/shop80 ※1/1を除く
103.html
ブックオフプラス
西五反田店
東京都品川区西五反田2-29-5

☎(03)-5437-6192

https://www.bookoff.co.jp/shop/shop20 🕒10:00-22:00

ブランドバッグ、腕時計、貴金属、書籍、CD、
DVD、ゲーム、洋服、ホビーなど
■その他
18歳未満の方からは買取ができない場合あり

書籍、CD、DVD、ゲーム、トレーディングカー
ド、小型家電、携帯電話、ブランドメンズ古着、
服飾雑貨
■その他

137.html

18歳未満の方からは買取ができない場合あり
ブックオフ
武蔵小山パルム店

東京都品川区荏原3-3-17

☎(03)-5751-5700

https://www.bookoff.co.jp/shop/shop20 🕒10:00-22:00
317.html

書籍、CD、DVD、ゲーム、トレーディングカー
ド、小型家電、携帯電話
■その他
18歳未満の方からは買取ができない場合あり

衣料・服飾品
店舗名

支店名・住所・URL

連絡先・営業時間

エコスタイル
広尾店

取扱商品・買取基準・利用方法・その他
洋服、靴、バッグ、時計、宝石、貴金属、ブラン
ド食器

東京都港区南麻布5-15-11広尾セオハウス ☎(0120)-997-780
1F

🕒10:00-19:00

■利用方法
出張買取、手ぶら買取、宅配買取も利用可能
■その他

https://www.style-eco.com/

18歳未満の方からは買取できない場合あり
洋服、靴、バッグ、時計、宝石、貴金属、ブラン
ド食器
エコスタイル
銀座本店

東京都中央区銀座6-9-4岩崎ビル3F
https://www.style-eco.com/

☎(0120)-938-718

■利用方法

🕒10:00-19:00

出張買取、手ぶら買取、宅配買取も利用可能
■その他
18歳未満の方からは買取できない場合あり
洋服、靴、バッグ、時計、宝石、貴金属、ブラン
ド食器

エコスタイル
新宿店

東京都新宿区新宿3-14-22小川ビル７F
https://www.style-eco.com/

☎(0120)-803-221

■利用方法

🕒10:00-19:00

出張買取、手ぶら買取、宅配買取も利用可能
■その他
18歳未満の方からは買取できない場合あり

エコスタイル
渋谷店
東京都渋谷区神南1-20-9パークウェイ渋

☎(0120)-974-458

谷1F

🕒10:00-19:00

https://www.style-eco.com/

洋服、靴、バッグ、時計、宝石、貴金属、ブラン
ド食器
■利用方法
出張買取、手ぶら買取、宅配買取も利用可能
■その他
18歳未満の方からは買取できない場合あり

KOMEHYO
買取センター学芸大学西口
東京都目黒区鷹番3-19-10とうどうビル1F
https://www.komehyo.co.jp/store/kcgakugeidai

☎(03)-6303-4115
🕒10:00-19:00
※水曜日を除く
宝石・時計・ブランドバッグ・ファッション

KOMEHYO
自由が丘店

■その他
東京都目黒区自由が丘2-12-21芳紫苑御園 ☎(03)-3725-4788
ビル1F

🕒11:00-20:00

https://www.komehyo.co.jp/store/jiyuga ※水曜日を除く
oka

20歳未満は利用不可

トレファクスタイル
学芸大学店

☎(03)-5725-1100
東京都目黒区鷹番3-20-13アルス学芸大学
鷹番館1F
https://www.tf-style.com/shop/721/

トレファクスタイル
目黒店

🕒10:00-21:00
※1/1、1/2を除く
買取は閉店の1時間
前まで
☎03-5759-5511

東京都目黒区下目黒2-22-11トレステージ
目黒1F
https://www.tf-style.com/shop/579/

🕒12:00-21:00
※1/1、1/2を除く
買取は閉店の1時間
前まで

衣料品、服飾品(バッグ、シューズ、帽子、ス
トール、ベルト、サイフ、ネクタイ)
■その他
購入から３年以内が買取の目安

衣料品、服飾品(バッグ、シューズ、帽子、ス
トール、ベルト、サイフ、ネクタイ)
■その他
購入から３年以内が買取の目安、無人買取受付
ロッカーも利用可能

スポーツ用品

店舗名

支店名・住所・URL

連絡先・営業時間

ゴルフパートナー
山手通り目黒店

☎(03)-5773-1356
東京都目黒区目黒2-14-15

🕒平日 10:00-20:00

https://www.golfpartner.co.jp/919/

🕒土日祝10:00-19:00

取扱商品・買取基準・利用方法・その他
ゴルフクラブ

その他

店舗名

支店名・住所・URL

アップガレージ
練馬店
東京都練馬区南田中2-23-18
https://upgarage.com/shop/020

KOMEHYO
宅配買取

愛知県名古屋市守山区白山1-1611コメ兵
商品センター2F
https://komehyo.jp/kaitori/takuhai/

連絡先・営業時間

☎(03)-5923-0505

取扱商品・買取基準・利用方法・その他
カー用品・バイク用品

🕒10:00-20:00

☎(0120)-140-981
🕒10:30-18:00

宝石・時計・ブランドバッグ・ファッション・き
もの・カメラ・楽器

※日曜日を除く

セタガヤレコードセンター
下北沢店、
セタガヤCD買取センター

☎(0120)-575-577
東京都世田谷区北沢1-45-39

🕒10:00-19:00

https://setagayarecords.co/

セタガヤレコードセンター
代田店
東京都世田谷区代田3-1-3

☎(0120)-575-577

レコード、CD、楽器、オーディオ機器、その他
音楽関連商品全般

🕒10:00-19:00

■利用方法

https://setagayarecords.co/

出張買取、郵送買取も可能

セタガヤレコードセンター
若林店

☎(0120)-575-577
東京都世田谷区若林5-33-22

🕒10:00-19:00

https://setagayarecords.co/

トレファク
宅配買取

神奈川県相模原市緑区西橋本3-8-34
https://www.treasure-f.com/sell/post/

🕒24時間利用可能

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
■その他
購入から３年が買取の目安

☎(0120)-39-0202
ネットオフ

愛知県大府市一屋町3-45

🕒9:00-18:00

http://www.netoff.co.jp/

※12/31、1/1を除く

本、ゲームソフト、DVD、CD、ブランドバッ
グ、ブランド時計、フィギュア、プラモデル、デ
ジタル家電、スマートフォン、楽器、その他
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