出品についての
面倒な作業は
一切お任せ

衣料品
バッグ、靴
楽器や
パソコン

漫画
中古本
DVD

リサイクル店
の買取価格より
高く売れる！

売れなかった
場合も手数料は
一切不要！

音楽ＣＤ
タレントグッズ
ラジカセ、コンポ

お家に眠っている服や電化製品、中古本・・
おもちゃ
お掃除や引越しの際に沢山出てきますね。
子供用品
あなたにとって要らなくなったもの
でも、欲しい人がいるから、
ネットオークションでは、
スポーツ用品
売れるのです。

美容・健康機器

自宅で空いた時間に副業！

在宅ワーカーも
随時募集中！

☎079-427-1111
http://www.fujicomp.co.jp/auc

子育て中のママさんや
定年退職者におススメ！

まずは、お電話下さい。

他店で買取を断られたものでも・・

エーッ！こんな商品がこの値段で？！
★パナソニック・トランジス
タラジオ パナペット 12★
落札価格 8,500 円
昭和 45 年の万博の頃に発売さ
れたトランジスタラジオ。
お家の押入れから出てきました

古くて価値がなくなったものでも・・
★昔懐かしの
ビクターレコードプレーヤー★
落札価格 1,000 円
壊れて動かない昔のレコードプ
レーヤー・・・
ジャンク品※扱いの商品でも
落札されました。

★フィルムカメラ FUJICA
落札価格 4,000 円

ST-F★

デジカメが主流の現在。フィルム
カメラもマニアの間では貴重！

古本屋の買取より高値で売れる
★山岡荘八「伊達政宗」
文庫本８巻セット★
落札価格 1,200 円
文庫本や漫画などは一式セット
ものなら結構高値が付きます。
※【ジャンク品とは】
ジャンク品とは、故障や損耗して、そのまま使える見込みがなく、製
品としての利用価値を失っているもの。オークション市場では、そう
いうものでも部品取りの目的やマニアなどの間で売買されている。

こんな商品さがしています！！ 高額で売れます！！ 今すぐお持ち込み下さい！！

iPhone 3G/3GS/4S
iPad/iPad2
【落札相場】
iPhone3G 3,000～６,０００円
iPhone4S 1 万～２万円
iPad/iPad2 1 万～3 万円
iPad

ノートパソコン
Android タブレットなど
【落札相場】
ノート PC 6,000 ～ 18,000 円
タブレット 5,000 ～ 20,000 円

楽器類
【落札相場】
バイオリン 7,000 ～ 8 万円
エレキギター8,000 ～ ５万円
サクスフォン 4 万 ～ 15 万円

ゲーム機・ソフト類
【落札相場】
任天堂 Wii 5,000～１万円
ゲームキューブ 3,000 円～4,000 円
PS ポータブル 4,000 ～ 6,000 円

ブリキのおもちゃ
【落札相場】
乗り物 8,000～１５,０００円
ロボット 1 万 ～ 2 万円
（レア物、状態などにより異な
る場合があります。）

最近、こんな商品も売れました。（ほんの一例です。他にもたくさんの商品がどんどん落札されています。）

PC エンジン シャトル
＋ ゲーム４本セット

UVERworld
グローブ(シルバー)

【落札額】
■88,40 円
■入札 9 件

【落札額】
■8,000 円
■入札 1 件

オークション代行の流れ

販売者
売りたい
商品

代金の
お支払

弊社
出品
代行

ジャガー
コンパクトミシン
ＳＣ-０１
【落札額】
■4,000 円
■入札 1 件

CASIO/カシオ
電子キーボード
CTK-501
【落札額】
■4,211 円
■入札 10 件

■オークション代行お取引きの流れ
①お客様が所有されている品物の中で「売りたい商品」があれば、まずは
弊社までお電話下さい。
（商品の内容、商品点数などをお聞きします。
）
②「売りたい商品」を弊社まで持参して下さい。
（下の地図参照）
大物商材や保管が困難な商材などの場合、担当者がご自宅へお伺いし、
商品状態の確認や写真撮影等をします。（その場合、商品そのものはお
預かりしません。）
（注 1）
③お客様からお預かりした「商品」や「商品情報」を責任をもってオーク
ション市場へ代行出品させて頂きます。
④商品が落札された場合、お客様にかわって責任をもって購入者へ発送致
します。
（商品を自宅保管されている場合は、ご自宅へ回収に伺います。
）
⑤お取引き完了後、代金（落札金額－代行手数料）をお支払い致します。
（まとめてお支払する場合は、月末締め・翌月払いとなります。）

落札価格(注 2)

落札

決済
代行

購入者

【4 種セット】
サンリオ アクセサリー
トレイ Vol.２キティちゃん
【落札額】
■22,000 円
■入札 38 件

■代行手数料（商品が落札されなかった場合は、無料です。）

Yahoo! オークション
商品の
発送

リラックマ
ほっこりお風呂
ぬいぐるみ
【落札額】
■1,000 円
■入札 1 件

代行手数料／1 品

お客様が手にする代金

1,000 円～5,000 円

落札金額の 50%

500 円～2,500 円

5,001 円～30,000 円

落札金額の 40%

3,000 円～18,000 円

30,001 円～100,000 円

落札金額の 35%

19,500 円～65,000 円

100,001 円以上

落札金額の 30%

70,000 円～

注1. 商品の出品期間の目安は、お預かりしてから約 3 ヶ月間です。売れ残った商品はお引き
取り頂きます。
注 2. 落差相場が 1,000 円未満の商品を出品される場合は 1 品一律 500 円の代行

手数料を頂いております。(10 品以上の複数でご依頼願います。)

■お取扱いできる商品
パソコン関連、家電製品、カメラ、映像機器、楽器、健康・美容機器、
釣具、スポーツ用品、チケット、優待券、中古本、漫画、DVD、CD
インテリア小物、雑貨、各種衣料品、おもちゃ、幼児知育教材、参考書
宝石、貴金属、時計、美術品、骨董品その他アンティーク、レア物など

■お取扱いできない商品
生鮮食品・アルコール類・医薬品・アダルト商品・自動車・オートバイ・
動物・昆虫類、その他ヤフーオークションの利用規約に違反している物
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TEL / 079-427-1111
FAX / 079-427-0123
URL http://www.fujicomp.co.jp/auc
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