
2022年3月30日現在

別表6（買い取り金額） ※全て税込価格

サイズ 契約満了時までの買い取り料金
延長期間における買い取り料金

契約期間：5年

延長期間における買い取り料金

契約期間：4年

延長期間における買い取り料金

契約期間：3年

延長期間における買い取り料金

契約期間：2年

延長期間における買い取り料金

契約期間：1年

 BRAVIA(ブラビア) X9500H/CT

メーカー：ソニー
55V型 残契約月数×月額利用料金＋33,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×550円 (最大契約期間ートータル契約月数)×460円 (最大契約期間ートータル契約月数)×390円 (最大契約期間ートータル契約月数)×340円 (最大契約期間ートータル契約月数)×310円

 BRAVIA(ブラビア) X9500H/CT

メーカー：ソニー

（～2022年3月29日まで）

65V型 残契約月数×月額利用料金＋44,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×730円 (最大契約期間ートータル契約月数)×610円 (最大契約期間ートータル契約月数)×520円 (最大契約期間ートータル契約月数)×460円 (最大契約期間ートータル契約月数)×410円

 BRAVIA(ブラビア) X9500H/CT

メーカー：ソニー

（2022年3月30日以降）

65V型 残契約月数×月額利用料金＋33,300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×560円 (最大契約期間ートータル契約月数)×460円 (最大契約期間ートータル契約月数)×400円 (最大契約期間ートータル契約月数)×350円 (最大契約期間ートータル契約月数)×310円

 BRAVIA(ブラビア) X9500H/CT

メーカー：ソニー
75V型 残契約月数×月額利用料金＋63,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×1,060円 (最大契約期間ートータル契約月数)×890円 (最大契約期間ートータル契約月数)×760円 (最大契約期間ートータル契約月数)×660円 (最大契約期間ートータル契約月数)×590円

 BRAVIA(ブラビア) X8000H/CT

メーカー：ソニー

（~2021年8月19日まで）

43V型 残契約月数×月額利用料金＋16,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×280円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円

 BRAVIA(ブラビア) X8000H/CT

メーカー：ソニー

（2021年8月20日以降）

43V型 残契約月数×月額利用料金＋16,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×280円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円

 BRAVIA(ブラビア) X8000H/CT

メーカー：ソニー

（~2021年8月19日まで）

55V型 残契約月数×月額利用料金＋22,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×370円 (最大契約期間ートータル契約月数)×310円 (最大契約期間ートータル契約月数)×260円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円

 BRAVIA(ブラビア) X8000H/CT

メーカー：ソニー

（2021年8月20日以降）

55V型 残契約月数×月額利用料金＋22,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×370円 (最大契約期間ートータル契約月数)×310円 (最大契約期間ートータル契約月数)×260円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円

 BRAVIA(ブラビア) A80J/CT

メーカー：ソニー

（～2022年3月29日まで）

55V型 残契約月数×月額利用料金＋51,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×860円 (最大契約期間ートータル契約月数)×720円 (最大契約期間ートータル契約月数)×620円 (最大契約期間ートータル契約月数)×540円 (最大契約期間ートータル契約月数)×480円

 BRAVIA(ブラビア) A80J/CT

メーカー：ソニー

（2022年3月30日以降）

55V型 残契約月数×月額利用料金＋51,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×860円 (最大契約期間ートータル契約月数)×720円 (最大契約期間ートータル契約月数)×620円 (最大契約期間ートータル契約月数)×540円 (最大契約期間ートータル契約月数)×480円

 BRAVIA(ブラビア) A80J/CT

メーカー：ソニー
65V型 残契約月数×月額利用料金＋73,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×1,230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×1,030円 (最大契約期間ートータル契約月数)×880円 (最大契約期間ートータル契約月数)×770円 (最大契約期間ートータル契約月数)×680円

 BRAVIA(ブラビア) A80J/CT

メーカー：ソニー
77V型 残契約月数×月額利用料金＋110,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×1,840円 (最大契約期間ートータル契約月数)×1,530円 (最大契約期間ートータル契約月数)×1,320円 (最大契約期間ートータル契約月数)×1,150円 (最大契約期間ートータル契約月数)×1,020円

 BRAVIA(ブラビア) X90J/CT

メーカー：ソニー

（～2022年3月29日まで）

55V型 残契約月数×月額利用料金＋40,900円 (最大契約期間ートータル契約月数)×680円 (最大契約期間ートータル契約月数)×570円 (最大契約期間ートータル契約月数)×490円 (最大契約期間ートータル契約月数)×430円 (最大契約期間ートータル契約月数)×380円

 BRAVIA(ブラビア) X90J/CT

メーカー：ソニー

（2022年3月30日以降）

55V型 残契約月数×月額利用料金＋34,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×580円 (最大契約期間ートータル契約月数)×480円 (最大契約期間ートータル契約月数)×410円 (最大契約期間ートータル契約月数)×360円 (最大契約期間ートータル契約月数)×320円

 BRAVIA(ブラビア) X90J/CT

メーカー：ソニー
65V型 残契約月数×月額利用料金＋45,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×760円 (最大契約期間ートータル契約月数)×630円 (最大契約期間ートータル契約月数)×540円 (最大契約期間ートータル契約月数)×470円 (最大契約期間ートータル契約月数)×420円

 BRAVIA(ブラビア) X90J/CT

メーカー：ソニー

（～2022年3月29日まで）

75V型 残契約月数×月額利用料金＋61,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×1,020円 (最大契約期間ートータル契約月数)×850円 (最大契約期間ートータル契約月数)×730円 (最大契約期間ートータル契約月数)×640円 (最大契約期間ートータル契約月数)×560円

 BRAVIA(ブラビア) X90J/CT

メーカー：ソニー

（2022年3月30日以降）

75V型 残契約月数×月額利用料金＋60,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×1,010円 (最大契約期間ートータル契約月数)×840円 (最大契約期間ートータル契約月数)×720円 (最大契約期間ートータル契約月数)×630円 (最大契約期間ートータル契約月数)×560円

 BRAVIA(ブラビア) A80J/CT＋PlayStation® 5セット

メーカー：ソニー

（～2022年3月29日まで）

55V型 残契約月数×月額利用料金＋58,300円 - - (最大契約期間ートータル契約月数)×690円 - -

BRAVIA(ブラビア) A80J/CT＋PlayStation® 5セット

メーカー：ソニー

（2022年3月30日以降）

55V型 残契約月数×月額利用料金＋67,000円 - - (最大契約期間ートータル契約月数)×800円 - -

 BRAVIA(ブラビア) A80J/CT＋PlayStation® 5セット

メーカー：ソニー
65V型 残契約月数×月額利用料金＋80,300円 - - (最大契約期間ートータル契約月数)×960円 - -

 BRAVIA(ブラビア) A80J/CT＋PlayStation® 5セット

メーカー：ソニー
77V型 残契約月数×月額利用料金＋117,000円 - - (最大契約期間ートータル契約月数)×1,390円 - -

BRAVIA(ブラビア) X90J/CT＋PlayStation® 5セット

メーカー：ソニー

（～2022年3月29日まで）

55V型 残契約月数×月額利用料金＋47,400円 - - (最大契約期間ートータル契約月数)×560円 - -

BRAVIA(ブラビア) X90J/CT＋PlayStation® 5セット

メーカー：ソニー

（2022年3月30日以降）

55V型 残契約月数×月額利用料金＋41,300円 - - (最大契約期間ートータル契約月数)×490円 - -

BRAVIA(ブラビア) X90J/CT＋PlayStation® 5セット

メーカー：ソニー
65V型 残契約月数×月額利用料金＋52,000円 - - (最大契約期間ートータル契約月数)×620円 - -

BRAVIA(ブラビア) X90J/CT＋PlayStation® 5セット

メーカー：ソニー

（～2022年3月29日まで）

75V型 残契約月数×月額利用料金＋67,500円 - - (最大契約期間ートータル契約月数)×800円 - -

BRAVIA(ブラビア) X90J/CT＋PlayStation® 5セット

メーカー：ソニー

（2022年3月30日以降）

75V型 残契約月数×月額利用料金＋67,000円 - - (最大契約期間ートータル契約月数)×800円 - -

AQUOS（アクオス）CL1シリーズ

メーカー：SHARP

（～2022年3月29日まで）

43V型 残契約月数×月額利用料金＋16,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×280円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円

AQUOS（アクオス）CL1シリーズ

メーカー：SHARP

（2022年3月30日以降）

43V型 残契約月数×月額利用料金＋11,700円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×160円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円

AQUOS（アクオス）CN1シリーズ

メーカー：SHARP

（～2022年3月29日まで）

55V型 残契約月数×月額利用料金＋22,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×370円 (最大契約期間ートータル契約月数)×310円 (最大契約期間ートータル契約月数)×260円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円

AQUOS（アクオス）CN1シリーズ

メーカー：SHARP

（2022年3月30日以降）

55V型 残契約月数×月額利用料金＋19,700円 (最大契約期間ートータル契約月数)×330円 (最大契約期間ートータル契約月数)×270円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×210円 (最大契約期間ートータル契約月数)×180円

AQUOS（アクオス）CX1シリーズ

メーカー：SHARP

（～2022年3月29日まで）

60V型 残契約月数×月額利用料金＋64,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×1,080円 (最大契約期間ートータル契約月数)×900円 (最大契約期間ートータル契約月数)×770円 (最大契約期間ートータル契約月数)×680円 (最大契約期間ートータル契約月数)×600円

AQUOS（アクオス）CX1シリーズ

メーカー：SHARP

（2022年3月30日以降）

60V型 残契約月数×月額利用料金＋39,700円 (最大契約期間ートータル契約月数)×660円 (最大契約期間ートータル契約月数)×550円 (最大契約期間ートータル契約月数)×470円 (最大契約期間ートータル契約月数)×410円 (最大契約期間ートータル契約月数)×370円

AQUOS（アクオス）CX1シリーズ

メーカー：SHARP
70V型 残契約月数×月額利用料金＋82,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×1,380円 (最大契約期間ートータル契約月数)×1,150円 (最大契約期間ートータル契約月数)×990円 (最大契約期間ートータル契約月数)×860円 (最大契約期間ートータル契約月数)×770円

AQUOS（アクオス）DL1シリーズ

メーカー：SHARP
43V型 残契約月数×月額利用料金＋20,700円 (最大契約期間ートータル契約月数)×350円 (最大契約期間ートータル契約月数)×290円 (最大契約期間ートータル契約月数)×250円 (最大契約期間ートータル契約月数)×220円 (最大契約期間ートータル契約月数)×190円

AQUOS（アクオス）DL1シリーズ

メーカー：SHARP
50V型 残契約月数×月額利用料金＋25,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×430円 (最大契約期間ートータル契約月数)×360円 (最大契約期間ートータル契約月数)×310円 (最大契約期間ートータル契約月数)×270円 (最大契約期間ートータル契約月数)×240円

AQUOS（アクオス）DN1シリーズ

メーカー：SHARP
55V型 残契約月数×月額利用料金＋35,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×580円 (最大契約期間ートータル契約月数)×490円 (最大契約期間ートータル契約月数)×420円 (最大契約期間ートータル契約月数)×360円 (最大契約期間ートータル契約月数)×320円

AQUOS（アクオス）DN1シリーズ

メーカー：SHARP

（～2022年3月29日まで）

65V型 残契約月数×月額利用料金＋52,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×870円 (最大契約期間ートータル契約月数)×720円 (最大契約期間ートータル契約月数)×620円 (最大契約期間ートータル契約月数)×540円 (最大契約期間ートータル契約月数)×480円

AQUOS（アクオス）DN1シリーズ

メーカー：SHARP

（2022年3月30日以降）

65V型 残契約月数×月額利用料金＋36,700円 (最大契約期間ートータル契約月数)×610円 (最大契約期間ートータル契約月数)×510円 (最大契約期間ートータル契約月数)×440円 (最大契約期間ートータル契約月数)×380円 (最大契約期間ートータル契約月数)×340円

REGZA(レグザ) M540X

メーカー：TOSHIBA

（～2022年3月29日まで）

43V型 残契約月数×月額利用料金＋16,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×280円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円

REGZA(レグザ) M540X

メーカー：TOSHIBA

（2022年3月30日以降）

43V型 残契約月数×月額利用料金＋11,700円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×160円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円

REGZA(レグザ) M540X

メーカー：TOSHIBA

（～2022年3月29日まで）

55V型 残契約月数×月額利用料金＋22,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×370円 (最大契約期間ートータル契約月数)×310円 (最大契約期間ートータル契約月数)×260円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円

REGZA(レグザ) M540X

メーカー：TOSHIBA

（2022年3月30日以降）

55V型 残契約月数×月額利用料金＋19,700円 (最大契約期間ートータル契約月数)×330円 (最大契約期間ートータル契約月数)×270円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×210円 (最大契約期間ートータル契約月数)×180円

 REGZA(レグザ) Z740XS

メーカー：TOSHIBA

（～2022年3月29日まで）

55V型 残契約月数×月額利用料金＋39,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×660円 (最大契約期間ートータル契約月数)×550円 (最大契約期間ートータル契約月数)×470円 (最大契約期間ートータル契約月数)×410円 (最大契約期間ートータル契約月数)×370円

REGZA(レグザ) Z740XS

メーカー：TOSHIBA

（2022年3月30日以降）

55V型 残契約月数×月額利用料金＋38,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×630円 (最大契約期間ートータル契約月数)×530円 (最大契約期間ートータル契約月数)×450円 (最大契約期間ートータル契約月数)×400円 (最大契約期間ートータル契約月数)×350円

 REGZA(レグザ) Z740XS

メーカー：TOSHIBA

（～2022年3月29日まで）

65V型 残契約月数×月額利用料金＋50,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×850円 (最大契約期間ートータル契約月数)×710円 (最大契約期間ートータル契約月数)×600円 (最大契約期間ートータル契約月数)×530円 (最大契約期間ートータル契約月数)×470円

 REGZA(レグザ) Z740XS

メーカー：TOSHIBA

（2022年3月30日以降）

65V型 残契約月数×月額利用料金＋47,700円 (最大契約期間ートータル契約月数)×800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×660円 (最大契約期間ートータル契約月数)×570円 (最大契約期間ートータル契約月数)×500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×440円

 REGZA(レグザ) V34

メーカー：TOSHIBA
32V型 残契約月数×月額利用料金＋9,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×160円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円

Beovision Contour 55" フロアスタンド

メーカー：BANG & OLUFSEN
55V型 残契約月数×月額利用料金＋205,900円 (最大契約期間ートータル契約月数)×3,430円 (最大契約期間ートータル契約月数)×2,860円 (最大契約期間ートータル契約月数)×2,450円 (最大契約期間ートータル契約月数)×2,140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×1,910円

Beovision Contour 55" テーブルスタンド

メーカー：BANG & OLUFSEN
55V型 残契約月数×月額利用料金＋196,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×3,280円 (最大契約期間ートータル契約月数)×2,730円 (最大契約期間ートータル契約月数)×2,340円 (最大契約期間ートータル契約月数)×2,050円 (最大契約期間ートータル契約月数)×1,820円

 Beosound 2 GVA Silver

メーカー：BANG & OLUFSEN
- 残契約月数×月額利用料金＋49,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×820円 (最大契約期間ートータル契約月数)×680円 (最大契約期間ートータル契約月数)×580円 (最大契約期間ートータル契約月数)×510円 (最大契約期間ートータル契約月数)×450円

Beosound Stage Silver/Black

メーカー：BANG & OLUFSEN
- 残契約月数×月額利用料金＋41,300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×690円 (最大契約期間ートータル契約月数)×570円 (最大契約期間ートータル契約月数)×490円 (最大契約期間ートータル契約月数)×430円 (最大契約期間ートータル契約月数)×380円

 Arc ブラック

メーカー：SONOS
- 残契約月数×月額利用料金＋22,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×380円 (最大契約期間ートータル契約月数)×310円 (最大契約期間ートータル契約月数)×270円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×210円

 Arc ホワイト

メーカー：SONOS
- 残契約月数×月額利用料金＋22,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×380円 (最大契約期間ートータル契約月数)×310円 (最大契約期間ートータル契約月数)×270円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×210円

 Beam ブラック

メーカー：SONOS
- 残契約月数×月額利用料金＋9,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×160円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円

 Beam ホワイト

メーカー：SONOS
- 残契約月数×月額利用料金＋9,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×160円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円

3.1サラウンドセット with Sonos Beam ブラック

メーカー：SONOS
- 残契約月数×月額利用料金＋25,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×430円 (最大契約期間ートータル契約月数)×350円 (最大契約期間ートータル契約月数)×300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×270円 (最大契約期間ートータル契約月数)×240円

3.1サラウンドセット with Sonos Beam ホワイト

メーカー：SONOS
- 残契約月数×月額利用料金＋25,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×430円 (最大契約期間ートータル契約月数)×350円 (最大契約期間ートータル契約月数)×300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×270円 (最大契約期間ートータル契約月数)×240円

5.1サラウンドセット with Sonos Arc ブラック

メーカー：SONOS
- 残契約月数×月額利用料金＋51,600円 (最大契約期間ートータル契約月数)×860円 (最大契約期間ートータル契約月数)×720円 (最大契約期間ートータル契約月数)×610円 (最大契約期間ートータル契約月数)×540円 (最大契約期間ートータル契約月数)×480円

5.1サラウンドセット with Sonos Arc ホワイト

メーカー：SONOS
- 残契約月数×月額利用料金＋51,600円 (最大契約期間ートータル契約月数)×860円 (最大契約期間ートータル契約月数)×720円 (最大契約期間ートータル契約月数)×610円 (最大契約期間ートータル契約月数)×540円 (最大契約期間ートータル契約月数)×480円

popIn Aladdin 2（ポップイン アラジン 2）

メーカー：popIn
- 残契約月数×月額利用料金＋17,900円 (最大契約期間ートータル契約月数)×300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×250円 (最大契約期間ートータル契約月数)×210円 (最大契約期間ートータル契約月数)×190円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円

「音のエアコンセット」スピーカー RS0802-W（ウォルナット）アンプ付属

メーカー：エムズシステム
- 残契約月数×月額利用料金＋25,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×430円 (最大契約期間ートータル契約月数)×350円 (最大契約期間ートータル契約月数)×300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×270円 (最大契約期間ートータル契約月数)×240円

 Smart Soundbar 300

メーカー：Bose

（～2022年3月29日まで）

- 残契約月数×月額利用料金＋9,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×160円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円

Smart Soundbar 300

メーカー：Bose

（2022年3月30日以降）

- 残契約月数×月額利用料金＋8,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円

 Wave SoundTouch® music system IV　エスプレッソブラック　WST IV EB

メーカー：Bose
- 残契約月数×月額利用料金＋12,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×210円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円

Wave SoundTouch® music system IV　プラチナムシルバー　WST IV PS

メーカー：Bose
- 残契約月数×月額利用料金＋12,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×210円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円

nasne® ネットワークレコーダー&メディアストレージ　NS-N100

メーカー：BUFFALO
- 残契約月数×月額利用料金＋5,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円

外付HDD　TV録画対応　2TB　HD-LE2U3-BB

メーカー：BUFFALO
2TB 残契約月数×月額利用料金＋3,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円

外付HDD　TV録画対応　4TB　HD-LE4U3-BB

メーカー：BUFFALO
4TB 残契約月数×月額利用料金＋3,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円

グリーンファン　サーキュ　EGF-3300-WK

メーカー：バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋3,400円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円

ザ・グリーンファン　（ダークグレー×ブラック）　EGF-1700-DK

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋6,700円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円

ザ・グリーンファン　（ホワイト×グレー）　EGF-1700-WG

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋6,700円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円

ザ・グリーンファン　（ホワイト×ブラック）　EGF-1700-WK

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋6,700円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円

  　レイン　ERN-1100SD-WK

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋8,300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円

 　グリーンファン　C2　A02A-WK

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋4,200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円

 　ザ・クリーナー　（ブラック）　C01A-BK

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋10,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円

 　ザ・クリーナー　（ホワイト）　C01A-WH

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋10,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円

 　ザ・ゴハン　（ホワイト）　K03A-WH

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋7,700円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円

 　ザ・ゴハン（ブラック）　K03A-BK

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋7,700円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円

 　ザ・スピーカー　M01A-BK

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋5,900円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円

 　ザ・トースター　（ブラック）　K05A-BK

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋4,300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円

 　ザ・トースター　（ベージュ）　K05A-BG

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋4,300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円

 　ザ・トースター　（ホワイト）　K05A-WH

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋4,300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円

 　ザ・ピュア　（ダークグレー）　A01A-GR

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋9,600円 (最大契約期間ートータル契約月数)×160円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円

 　ザ・ピュア　（ホワイト）　A01A-WH

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋9,600円 (最大契約期間ートータル契約月数)×160円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円

 　ザ・ブリュー　K06A-BK

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋10,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円

 　ザ・ポット　（ブラック）　K02A-BK

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋2,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×20円 (最大契約期間ートータル契約月数)×20円 (最大契約期間ートータル契約月数)×20円

 　ザ・ポット　（ホワイト）　K02A-WH

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋2,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×20円 (最大契約期間ートータル契約月数)×20円 (最大契約期間ートータル契約月数)×20円

 　ザ・ライト　（ブラック）　L01A-BK

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋6,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円

 　ザ・ライト　（ホワイト）　L01A-WH

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋6,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円

 　ザ・ランタン　（ブラック）　L02A-BK

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋2,600円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×20円

 　ザ・ランタン　（ホワイト）　L02A-WH

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋2,600円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×20円

 　ザ・レンジ　（ステンレス）　K04A-SU

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋10,100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円

 　ザ・レンジ　（ブラック）　K04A-BK

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋8,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円

 　ザ・レンジ　（ホワイト）　K04A-WH

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋8,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円

ザ・ポット　（ブラック）　K07A-BK

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋2,200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×20円 (最大契約期間ートータル契約月数)×20円

ザ・ポット　（ホワイト）　K07A-WH

メーカー： バルミューダ
- 残契約月数×月額利用料金＋2,200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×20円 (最大契約期間ートータル契約月数)×20円

 　HEALSIO（ヘルシオ）30L　AX-XA20-R　レッド

メーカー：SHARP
30L 残契約月数×月額利用料金＋22,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×370円 (最大契約期間ートータル契約月数)×310円 (最大契約期間ートータル契約月数)×260円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円

 　HEALSIO（ヘルシオ）30L　AX-XA20-W　ホワイト

メーカー：SHARP
30L 残契約月数×月額利用料金＋22,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×370円 (最大契約期間ートータル契約月数)×310円 (最大契約期間ートータル契約月数)×260円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円

 　HEALSIO（ヘルシオ）30L　AX-XA10-R　レッド

メーカー：SHARP

（～2022年3月29日まで）

30L 残契約月数×月額利用料金＋22,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×370円 (最大契約期間ートータル契約月数)×310円 (最大契約期間ートータル契約月数)×260円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円

HEALSIO（ヘルシオ）30L　AX-XA10-R　レッド

メーカー：SHARP

（2022年3月30日以降）

30L 残契約月数×月額利用料金＋19,200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×320円 (最大契約期間ートータル契約月数)×270円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×180円

 　HEALSIO（ヘルシオホットクック）1.6L　KN-HW16G-B　ブラック

メーカー：SHARP
1.6L 残契約月数×月額利用料金＋11,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×180円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円

 　HEALSIO（ヘルシオホットクック）1.6L　KN-HW16G-W　ホワイト

メーカー：SHARP
1.6L 残契約月数×月額利用料金＋11,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×180円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円

 　HEALSIO（ヘルシオホットクック）2.4L　KN-HW24G-R　レッド

メーカー：SHARP
2.4L 残契約月数×月額利用料金＋12,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円

 　HEALSIO（ヘルシオホットクック）2.4L　KN-HW24G-W　ホワイト

メーカー：SHARP
2.4L 残契約月数×月額利用料金＋12,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円

 HEALSIO（ヘルシオグリエ）ウォーターオーブン専用機　AX-GR2-R　レッド

メーカー：SHARP
- 残契約月数×月額利用料金＋5,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円

 HEALSIO（ヘルシオグリエ）ウォーターオーブン専用機　AX-GR2-W　ホワイト

メーカー：SHARP
- 残契約月数×月額利用料金＋5,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円

  RACTIVE Air POWER　ゴールド系　EC-SR7

メーカー：SHARP
- 残契約月数×月額利用料金＋12,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円

 　オーブンレンジ　18L　RE-SD18A-B　ブラック

メーカー：SHARP
18L 残契約月数×月額利用料金＋7,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円

 　オーブンレンジ　18L　RE-WF182-W　ホワイト

メーカー：SHARP
18L 残契約月数×月額利用料金＋7,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円

  加湿空気清浄機　KI-NS50-W（ホワイト系）

メーカー：SHARP
- 残契約月数×月額利用料金＋8,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円

  加湿空気清浄機　KI-NS70-W（ホワイト系）

メーカー：SHARP
- 残契約月数×月額利用料金＋9,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円

 　IHジャー炊飯器　1.0L　KS-HF10B-B　ブラック

メーカー：SHARP
1.0L 残契約月数×月額利用料金＋4,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円

 　IHジャー炊飯器　0.5L　KS-HF05B-B　ブラック

メーカー：SHARP
0.5L 残契約月数×月額利用料金＋3,900円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円

 　IHジャー炊飯器　0.5L　KS-HF05B-W　ホワイト

メーカー：SHARP
0.5L 残契約月数×月額利用料金＋3,900円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円

 　プラズマクラスタードレープフロードライヤー　ホワイト系ソルベホワイト　IB-

WX2-W

メーカー：SHARP

- 残契約月数×月額利用料金＋6,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円

 　プラズマクラスター冷蔵庫　152L　ピュアブラック　SJ-GD15G-B

メーカー：SHARP
152L 残契約月数×月額利用料金＋9,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×160円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円

 　プラズマクラスター冷蔵庫　152L　ピュアブラック　SJ-GD15H-B

メーカー：SHARP
152L 残契約月数×月額利用料金＋9,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×160円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円

 　プラズマクラスター冷蔵庫　152L　クリアホワイト　SJ-GD15G-W

メーカー：SHARP
152L 残契約月数×月額利用料金＋9,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×160円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円

プラズマクラスター冷蔵庫　152L　クリアホワイト　SJ-GD15H-W

メーカー：SHARP
152L 残契約月数×月額利用料金＋9,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×160円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円

 　プラズマクラスター冷蔵庫　457L　ダークメタル　SJ-MF46H-H

メーカー：SHARP
457L 残契約月数×月額利用料金＋39,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×660円 (最大契約期間ートータル契約月数)×550円 (最大契約期間ートータル契約月数)×470円 (最大契約期間ートータル契約月数)×410円 (最大契約期間ートータル契約月数)×370円

 　プラズマクラスター冷蔵庫　457L　ライトメタル　SJ-MF46H-S

メーカー：SHARP
457L 残契約月数×月額利用料金＋39,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×660円 (最大契約期間ートータル契約月数)×550円 (最大契約期間ートータル契約月数)×470円 (最大契約期間ートータル契約月数)×410円 (最大契約期間ートータル契約月数)×370円

プラズマクラスター冷蔵庫　457L　ラスティックダークメタル　SJ-MF46J-H

メーカー：SHARP
457L 残契約月数×月額利用料金＋39,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×660円 (最大契約期間ートータル契約月数)×550円 (最大契約期間ートータル契約月数)×470円 (最大契約期間ートータル契約月数)×410円 (最大契約期間ートータル契約月数)×370円

 　プラズマクラスター冷蔵庫　457L　ラスティックホワイト　SJ-MF46J-W

メーカー：SHARP
457L 残契約月数×月額利用料金＋39,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×660円 (最大契約期間ートータル契約月数)×550円 (最大契約期間ートータル契約月数)×470円 (最大契約期間ートータル契約月数)×410円 (最大契約期間ートータル契約月数)×370円

 　全自動洗濯機　洗濯・脱水容量6㎏　ブラウン系　ES-GE6F-T

メーカー：SHARP
6kg 残契約月数×月額利用料金＋8,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円

 　ドラム式洗濯乾燥機　洗濯・脱水容量11㎏/乾燥容量6㎏　シルバー系　ES-

W114-SL

メーカー：SHARP

11kg 残契約月数×月額利用料金＋63,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×1,060円 (最大契約期間ートータル契約月数)×890円 (最大契約期間ートータル契約月数)×760円 (最大契約期間ートータル契約月数)×660円 (最大契約期間ートータル契約月数)×590円

  Airwrap™ Complete　ニッケル／フューシャ　HS01 COMP FN

メーカー：Dyson
- 残契約月数×月額利用料金＋9,900円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円

  Corrale™　ブラックニッケル／フューシャ　HS03 NF

メーカー：Dyson
- 残契約月数×月額利用料金＋9,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円

 Corrale™　フューシャ／ブライトニッケル　HS03 FBN

メーカー：Dyson
- 残契約月数×月額利用料金＋9,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円

  Lightcycle Morph™デスクライト ブラック／ブラック　CD06BB

メーカー：Dyson
- 残契約月数×月額利用料金＋12,100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円

  Lightcycle Morph™デスクライト ホワイト／シルバー　CD06WS

メーカー：Dyson
- 残契約月数×月額利用料金＋12,100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円

  Lightcycle Morph™フロアライト ブラック／ブラック　CF06BB

メーカー：Dyson
- 残契約月数×月額利用料金＋16,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×280円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円

  Lightcycle Morph™フロアライト ホワイト／シルバー　CF06WS

メーカー：Dyson
- 残契約月数×月額利用料金＋16,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×280円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円

  Pure Humidify + Cool™ 加湿空気清浄機　ホワイト／シルバー　PH01 WS

メーカー：Dyson
- 残契約月数×月額利用料金＋14,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×250円 (最大契約期間ートータル契約月数)×210円 (最大契約期間ートータル契約月数)×180円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円

  Pure Humidify + Cool™ 加湿空気清浄機　ホワイト／シルバー　PH03 WS

メーカー：Dyson
- 残契約月数×月額利用料金＋15,400円 (最大契約期間ートータル契約月数)×260円 (最大契約期間ートータル契約月数)×210円 (最大契約期間ートータル契約月数)×180円 (最大契約期間ートータル契約月数)×160円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円

  Purifier Cool™空気清浄ファン シルバー／ブルー (TP07 SB)

メーカー：Dyson
- 残契約月数×月額利用料金＋12,900円 (最大契約期間ートータル契約月数)×220円 (最大契約期間ートータル契約月数)×180円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円

  Purifier Cool™空気清浄ファン ホワイト／シルバー (TP07 WS)

メーカー：Dyson
- 残契約月数×月額利用料金＋12,900円 (最大契約期間ートータル契約月数)×220円 (最大契約期間ートータル契約月数)×180円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円

  Purifier Hot+Cool™空気清浄ファンヒーター シルバー／ブルー (HP07 SB)

メーカー：Dyson
- 残契約月数×月額利用料金＋12,900円 (最大契約期間ートータル契約月数)×220円 (最大契約期間ートータル契約月数)×180円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円

  Purifier Hot+Cool™空気清浄ファンヒーター ホワイト／シルバー (HP07 WS)

メーカー：Dyson
- 残契約月数×月額利用料金＋12,900円 (最大契約期間ートータル契約月数)×220円 (最大契約期間ートータル契約月数)×180円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円

  Supersonic Ionicヘアドライヤー  シルバー／コッパー (HD03 ULF SSC TB)

メーカー：Dyson
- 残契約月数×月額利用料金＋7,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円



  Supersonic Ionicヘアドライヤー アイアン／フューシャ　HD08 ULF IIF

メーカー：Dyson
- 残契約月数×月額利用料金＋7,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円

  マルチダイナミックヒーター マットブラック／マットブラック MDHU12-PB

メーカー：デロンギ
- 残契約月数×月額利用料金＋11,700円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×160円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円

  マルチダイナミックヒーターWi-Fiモデル ピュアホワイト／マットブラック

MDHAA15WIFI-BK

メーカー：デロンギ

- 残契約月数×月額利用料金＋13,300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×220円 (最大契約期間ートータル契約月数)×180円 (最大契約期間ートータル契約月数)×160円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円

  プリマドンナ XS コンパクト全自動コーヒーマシン　メタリックシルバー＆ブラッ

ク　ETAM36365MB

メーカー：デロンギ

- 残契約月数×月額利用料金＋36,300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×610円 (最大契約期間ートータル契約月数)×500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×430円 (最大契約期間ートータル契約月数)×380円 (最大契約期間ートータル契約月数)×340円

  マグニフィカS スマート 全自動コーヒーマシン　シルバーブラック

ECAM25023SB
- 残契約月数×月額利用料金＋16,700円 (最大契約期間ートータル契約月数)×280円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円

  クックフォーミー ホワイト 3L CY8701JP

メーカー：ティファール
3L 残契約月数×月額利用料金＋6,300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円

  スチーム シュシュ コードレス　DV7530J0

メーカー：ティファール
- 残契約月数×月額利用料金＋2,300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×20円 (最大契約期間ートータル契約月数)×20円

  ラクラ・クッカー コンパクト電気圧力鍋　CY3501JP

メーカー：ティファール
- 残契約月数×月額利用料金＋3,400円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円

  ラクラ・クッカー プラス コンパクト電気圧力鍋 アイボリー　CY352AJP

メーカー：ティファール
- 残契約月数×月額利用料金＋3,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円

ふとん乾燥機スマートドライ　グレー　RF-FA20-HA

メーカー：象印マホービン
- 残契約月数×月額利用料金＋2,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円

ふとん乾燥機スマートドライ　ホワイト　RF-FA20-WA

メーカー：象印マホービン
- 残契約月数×月額利用料金＋2,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円

 圧力ＩＨ炊飯ジャー 炎舞炊き 1升　NW-LB18-WZ　絹白

メーカー：象印マホービン
- 残契約月数×月額利用料金＋19,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×330円 (最大契約期間ートータル契約月数)×270円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×180円

  圧力ＩＨ炊飯ジャー 炎舞炊き 4合　NW-US07-WZ　絹白

メーカー：象印マホービン
- 残契約月数×月額利用料金＋15,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×260円 (最大契約期間ートータル契約月数)×220円 (最大契約期間ートータル契約月数)×190円 (最大契約期間ートータル契約月数)×160円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円

  圧力ＩＨ炊飯ジャー 炎舞炊き 5.5合　NW-LB10-WZ　絹白

メーカー：象印マホービン
- 残契約月数×月額利用料金＋18,900円 (最大契約期間ートータル契約月数)×320円 (最大契約期間ートータル契約月数)×260円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×180円

  圧力ＩＨ炊飯ジャー 炎舞炊き 4合 濃墨 NW-US07-BZ

メーカー：象印マホービン
- 残契約月数×月額利用料金＋15,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×260円 (最大契約期間ートータル契約月数)×220円 (最大契約期間ートータル契約月数)×190円 (最大契約期間ートータル契約月数)×160円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円

  圧力ＩＨ炊飯ジャー 炎舞炊き 5.5合 濃墨 NW-LB10-BZ

メーカー：象印マホービン
- 残契約月数×月額利用料金＋18,900円 (最大契約期間ートータル契約月数)×320円 (最大契約期間ートータル契約月数)×260円 (最大契約期間ートータル契約月数)×230円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円 (最大契約期間ートータル契約月数)×180円

  アロマディフューザー PETAL with  CLEANSE（クレンズ）　PTL-001

メーカー：カドー
- 残契約月数×月額利用料金＋39,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×660円 (最大契約期間ートータル契約月数)×550円 (最大契約期間ートータル契約月数)×470円 (最大契約期間ートータル契約月数)×410円 (最大契約期間ートータル契約月数)×370円

  アロマディフューザー PETAL with AWAKE（アウェイク）　PTL-001

メーカー：カドー
- 残契約月数×月額利用料金＋39,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×660円 (最大契約期間ートータル契約月数)×550円 (最大契約期間ートータル契約月数)×470円 (最大契約期間ートータル契約月数)×410円 (最大契約期間ートータル契約月数)×370円

  アロマディフューザー PETAL with CALM(カーム)　PTL-001

メーカー：カドー
- 残契約月数×月額利用料金＋39,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×660円 (最大契約期間ートータル契約月数)×550円 (最大契約期間ートータル契約月数)×470円 (最大契約期間ートータル契約月数)×410円 (最大契約期間ートータル契約月数)×370円

  空気清浄機 LEAF 120　クールグレー

メーカー：カドー
- 残契約月数×月額利用料金＋6,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円

  空気清浄機 LEAF 120　ブラック

メーカー：カドー
- 残契約月数×月額利用料金＋6,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円

  空気清浄機 LEAF 120　ホワイト

メーカー：カドー
- 残契約月数×月額利用料金＋6,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円

  空気清浄機 LEAF 320i　インディゴブラック

メーカー：カドー
- 残契約月数×月額利用料金＋9,300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×160円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円

  空気清浄機 LEAF 320i　クールグレー

メーカー：カドー
- 残契約月数×月額利用料金＋9,300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×160円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円

  空気清浄機 LEAF720　クールグレー

メーカー：カドー
- 残契約月数×月額利用料金＋21,300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×360円 (最大契約期間ートータル契約月数)×300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×250円 (最大契約期間ートータル契約月数)×220円 (最大契約期間ートータル契約月数)×200円

   除菌脱臭機 SAP　ステンレスシルバー

メーカー：カドー
- 残契約月数×月額利用料金＋6,000円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円

 ヘアドライヤー BD-E2　クールグレー

メーカー：カドークオーラ
- 残契約月数×月額利用料金＋4,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円

ヘアドライヤー BD-E2　ホワイト

メーカー：カドークオーラ
- 残契約月数×月額利用料金＋4,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円

  ウォーターアイマスク　EM180

メーカー：SYNCA
- 残契約月数×月額利用料金＋5,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円

  コンパクトマッサージチェア　サーク　ネイビー

メーカー：SYNCA
- 残契約月数×月額利用料金＋17,900円 (最大契約期間ートータル契約月数)×300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×250円 (最大契約期間ートータル契約月数)×210円 (最大契約期間ートータル契約月数)×190円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円

  コンパクトマッサージチェア　サーク　ベージュ

メーカー：SYNCA
- 残契約月数×月額利用料金＋17,900円 (最大契約期間ートータル契約月数)×300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×250円 (最大契約期間ートータル契約月数)×210円 (最大契約期間ートータル契約月数)×190円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円

  コンパクトマッサージチェア　サーク　ボルドー

メーカー：SYNCA
- 残契約月数×月額利用料金＋17,900円 (最大契約期間ートータル契約月数)×300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×250円 (最大契約期間ートータル契約月数)×210円 (最大契約期間ートータル契約月数)×190円 (最大契約期間ートータル契約月数)×170円

  リラックスロッキングチェア　カウリ  グレイッシュブルー　BM350

メーカー：SYNCA
- 残契約月数×月額利用料金＋8,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円

スムーズスキン bare plus　ブラック　SSBARE-PLUS-BLK

メーカー：CYDEN
- 残契約月数×月額利用料金＋4,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円

スムーズスキン bare plus　ホワイト　SSBARE-PLUS-WH

メーカー：CYDEN
- 残契約月数×月額利用料金＋4,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円

ルメア アドバンス　SC1998/70

メーカー：フィリップス
- 残契約月数×月額利用料金＋8,600円 (最大契約期間ートータル契約月数)×140円 (最大契約期間ートータル契約月数)×120円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円 (最大契約期間ートータル契約月数)×90円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円

ルメア プレステージ　BRI948/70

メーカー：フィリップス
- 残契約月数×月額利用料金＋10,700円 (最大契約期間ートータル契約月数)×180円 (最大契約期間ートータル契約月数)×150円 (最大契約期間ートータル契約月数)×130円 (最大契約期間ートータル契約月数)×110円 (最大契約期間ートータル契約月数)×100円

バクテクターO3　TM-11MFE

メーカー：タムラテコ
- 残契約月数×月額利用料金＋31,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×530円 (最大契約期間ートータル契約月数)×440円 (最大契約期間ートータル契約月数)×380円 (最大契約期間ートータル契約月数)×330円 (最大契約期間ートータル契約月数)×290円

電気暖炉 FortroseII 　ブラック　FORII12J

メーカー：ディンプレックス
- 残契約月数×月額利用料金＋23,500円 (最大契約期間ートータル契約月数)×390円 (最大契約期間ートータル契約月数)×330円 (最大契約期間ートータル契約月数)×280円 (最大契約期間ートータル契約月数)×240円 (最大契約期間ートータル契約月数)×220円

マルチクイック 9 ハンドブレンダー MQ9075X

メーカー：ブラウン
- 残契約月数×月額利用料金＋4,800円 (最大契約期間ートータル契約月数)×80円 (最大契約期間ートータル契約月数)×70円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円

MAGIC GRILL　マジックグリル ホットプレート　JF-MG02-B

メーカー：abien
- 残契約月数×月額利用料金＋3,300円 (最大契約期間ートータル契約月数)×60円 (最大契約期間ートータル契約月数)×50円 (最大契約期間ートータル契約月数)×40円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円 (最大契約期間ートータル契約月数)×30円

※クーポンやキャンペーン等による一定期間のみの割引にてご利用いただいている場合の買い取り金額は、別表１に記載の月額料金からの算出となります。


