全国対応
!
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フリースタ
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広告期間 2017 年 6 月

まで
日〜 6 月 30 日

便利 !

!

高価買取!!

ミニカー

1/18 オートアート 80151
三菱 ランサー エボ VII WRC 優勝 2001#7

～ 21,000 円買取

1/18 オートアート 78742
トヨタ 2000GT クーペ ホワイト

～ 13,000 円買取

～ 18,000 円買取

1/18 オートアート 70211
アストンマーチン ＤＢ5 ( シルバー )

～ 10,000 円買取

1/18 オートアート 89146
BMW M3 E30 DTM 1991#11

～ 18,000 円買取

1/18 オートアート 76131 メルセデスベンツ
190E 2.5-16V エボ II メタリックブラック

～ 9,000 円買取

1/18 オートアート 78611
スバル インプレッサ WRX タイプ R イエロー

～ 14,000 円買取

1/18 オートアート 72821 フォード マスタング
マッハ 1 FASTBACK 1971 イエロー

～ 7,000 円買取

1/18 オートアート 74545
ランボルギーニ ミウラ SV レッド

～ 14,000 円買取

1/18 オートアート 74801
ランドローバ ディスカバリー 3 2005 シルバー

～ 6,000 円買取

東京マルイ センチネルナイン レオンモデル

～ 7,000 円買取

オートアート 80540
お売りください！ 1/18
三菱 ランサー WRC モンテカルロ 2005#9

1/18 オートアート 76197
メルセデスベンツ
600 プルマン ブラック

1/18 オートアート 70401
キャデラック シリーズ 62
ブライトレッド

～ 30,000 円買取

～ 21,000 円買取

東京マルイ 次世代電動ガン レシーライフル
ブラック / タンカラー

～各30,000 円買取

東京マルイ 次世代電動ガン DEVGRU
カスタム HK416D

～ 30,000 円買取

東京マルイ グロック 18C

～ 6,000 円買取

東京マルイ 次世代電動ガン HK416
デルタカスタム

～ 30,000 円買取

東京マルイ グロック 34

～ 5,000 円買取

東京マルイ サムライエッジ バリーバートン Ver2

～ 28,000 円買取

東京マルイ グロック 26

東京マルイ サムライエッジ改
クリス・レッドフィールド

古着 お売りください！
G-SHOCK フロッグマン
GWF-1000NV-2JF

～ 85,000 円買取

NIKE AIR MAX UPTEMPO
95 WHITE/WHITE-WHITE
922935-100

～ 12,000 円買取

ワンダースワン
ロマンシングサガ 箱説付き

ワンダースワン
ギルティギアプチ 2 箱説付き

東京マルイ サムライエッジ

東京マルイ 次世代電動ガン
HK417 アーリーバリアント

～ 30,000 円買取

～ 30,000 円買取

～ 800 円買取

NIKE AIR JORDAN 7 RETRO UNIVERSITY
BLUE/WHITE-WHITE 304775-400

～ 19,000 円買取

Supreme Playboy Box Logo
New Era Black 17SS

～ 13,000 円買取

G-SHOCK フロッグマン GWF-D1000K-7JR

～ 85,000 円買取

MYSTERY RANCH 3DAY ASSAULT
マルチカム

～ 30,000 円買取

レッドウィング 9011 ベックマン ブーツ
ブラックチェリー

～ 18,000 円買取

MYSTERY RANCH ミステリーランチ
1DAY ASSAUL 黒

～ 22,000 円買取

レッドウィング 8165 プレーントゥ ブーツ
ブラック アイリッシュセッター ブーツ四角犬タグ

～ 10,000 円買取

BRIEFING ブリーフィング M3 LINER 3WAY
ブリーフ ケース

～ 29,000 円買取

NEW BALANCE M1300 JP2 2015
Limited Edition

～ 36,000 円買取

ARC'TERYX MANTIS 26 バックパック

～ 11,000 円買取

デジタル家電

～ 1,200 円買取

お売りください！

～ 200 円買取

ワンダースワン
ロックマン＆フォルテ 未来からの挑戦者 箱説付き

～ 2,700 円買取

ワンダースワン
ナムコスーパーウォーズ 箱説付き

～ 1,000 円買取

ワンダースワン
約束の地〜リヴィエラ〜 箱説付き

～ 4,000 円買取

～ 900 円買取

ワンダースワン
魔界塔士 SaGa 箱説付き

お売りください！

1 袋あたり（※未開封品） アルバート・ウェスカーモデル

ギャロップ 0.2g 5000shot

～ 8,000 円買取

エアガン

～ 1,500 円買取

ワンダースワン
美 品
ナグザット
クロックタワー for WonderSwan
箱説付き

～ 1,000 円買取

ワンダースワン
美 品
スクウェア
半熟英雄 ああ、世界よ半熟なれ…!!
箱説付き

～ 800 円買取

ワンダースワン
美 品
バンダイ
ウィザードリィ シナリオ 1
狂王の試練場 箱説付き

ワンダースワン
美 品
バンダイ
スーパーロボット大戦 COMPACT3
箱説付き

～ 5,000 円買取

買取専用フリーダイヤル ( 営業時間 10:00 ～ 20:00)

～ 4,000 円買取

LINE 買取

専用アプリ !

0120-500-278

全国対応 ! 宅配買取 !
宅配買取の流れ～簡単 3step ～
1, お見積もり

2, ご発送

3, お振込み

店頭買取もやってます！！

来てね !

株式会社フリースタイル
もっとマニアックに

検索

〒485-0012 愛知県小牧市小牧原新田 1156-1
☎0568-77-8154（営業時間 10:00 〜 20：00）

記載して
いないメ
ーカー・
ブランド
※2017 年 6 月現在の価格です。価格は変動いたします。
・
アイテム
※未使用未開封完品商品の価格です。( ゲームソフトは除く）
でも
※記載価格は特別価格ですので、他キャンペーンとの併用はできません。
※一点の買取金額です。

買取 OK
！

買取！

スニーカー・バッグ・ブーツ・サングラス・香水・ジッポライター・エフェクター・アンプ・スピーカー・ヘッドホン・イヤホン・エレキギター・工具・ゲーム機・ホームシアター・BD/DVD レコーダー・スマートフォン・デジタルカメラ・アップル製品・DJ 機器・マルチバンドレシーバー・コンポ・GP S ナビ・望遠鏡

ネット専門だから実現できる高価買取！！

電 買取！！
家
・
着
古
・
ゃ
ち
おも

スニーカー・バッグ・ブーツ・サングラス・香水・ジッポライター・エフェクター・アンプ・スピーカー・ヘッドホン・イヤホン・エレキギター・工具・ゲーム機・ホームシアター・BD/DVD レコーダー・スマートフォン・デジタルカメラ・アップル製品・DJ 機器・マルチバンドレシーバー・コンポ・GPS ナビ・望遠鏡

買取！

おもちゃ・ベアブリック・ドール・フィギュア・ミニカー・鉄道模型・飛行機模型・エアガン・ラジコン・F1 グッズ・バイク用品・航空グッズ・古着・腕時計・アウトドアグッズ・ユニフォーム・スポーツウエア・シルバーアクセサリー

おもちゃ・ベアブリック・ドール・フィギュア・ミニカー・鉄道模型・飛行機模型・エアガン・ラジコン・F1 グッズ・バイク用品・航空グッズ・古着・腕時計・アウトドアグッズ・ユニフォーム・スポーツウエア・シルバーアクセサリー

