
12ヵ月以内 13ヵ月以上～26ヵ月以内 27ヵ月以上～38ヵ月以内

16G シルバー/ゴールド/グレイ - ¥22,000 ¥14,000 ¥4,000

iPhone6 Plus 64G シルバー/ゴールド/グレイ - ¥23,000 ¥15,000 ¥5,000
128G シルバー/ゴールド/グレイ - ¥24,000 ¥16,000 ¥6,000
16G シルバー/ゴールド/グレイ - ¥21,000 ¥13,000 ¥3,000

iPhone6 64G シルバー/ゴールド/グレイ - ¥22,000 ¥14,000 ¥4,000
128G シルバー/ゴールド/グレイ - ¥23,000 ¥15,000 ¥5,000
16G シルバー/ゴールド/グレイ - ¥11,000 ¥9,000 ¥1,000

iPhone5s 32G シルバー/ゴールド/グレイ - ¥12,000 ¥10,000 ¥1,000
64G シルバー/ゴールド/グレイ - ¥13,000 ¥11,000 ¥1,000

iPhone5c 16G
ホワイト/ピンク/イエロー

ブルー/グリーン
- ¥8,000 ¥6,000 ¥1,000

32G
ホワイト/ピンク/イエロー

ブルー/グリーン
- ¥9,000 ¥7,000 ¥1,000

16G シルバー/グレイ - ¥4,000 ¥3,000 ¥1,000

iPhone5 32G シルバー/グレイ - ¥5,000 ¥4,000 ¥1,000
64G シルバー/グレイ - ¥6,000 ¥5,000 ¥1,000
16G シルバー/ゴールド/グレイ W/Cellular ¥21,000 ¥13,000 ¥3,000

iPad Air 2 64G シルバー/ゴールド/グレイ W/Cellular ¥22,000 ¥14,000 ¥4,000
128G シルバー/ゴールド/グレイ W/Cellular ¥23,000 ¥15,000 ¥5,000
16G シルバー/グレイ W/Cellular ¥11,000 ¥9,000 ¥1,000

iPad Air 32G シルバー/グレイ W/Cellular ¥12,000 ¥10,000 ¥1,000
64G シルバー/グレイ W/Cellular ¥13,000 ¥11,000 ¥1,000
128G シルバー/グレイ W/Cellular ¥14,000 ¥12,000 ¥1,000
16G シルバー/グレイ W/Cellular ¥8,000 ¥6,000 ¥1,000

iPad Retina 32G シルバー/グレイ W/Cellular ¥9,000 ¥7,000 ¥1,000

(第4世代) 64G シルバー/グレイ W/Cellular ¥10,000 ¥8,000 ¥1,000
128G シルバー/グレイ W/Cellular ¥11,000 ¥9,000 ¥1,000
16G シルバー/グレイ W/Cellular ¥6,000 ¥5,000 ¥1,000

iPad(第3世代) 32G シルバー/グレイ W/Cellular ¥7,000 ¥6,000 ¥1,000
64G シルバー/グレイ W/Cellular ¥8,000 ¥7,000 ¥1,000
16G シルバー/ゴールド/グレイ W/Cellular ¥13,000 ¥8,000 ¥1,000

iPad mini 3 64G シルバー/ゴールド/グレイ W/Cellular ¥14,000 ¥9,000 ¥1,000
128G シルバー/ゴールド/グレイ W/Cellular ¥15,000 ¥10,000 ¥1,000
16G シルバー/グレイ W/Cellular ¥8,000 ¥6,000 ¥1,000

iPad mini 32G シルバー/グレイ W/Cellular ¥9,000 ¥7,000 ¥1,000

(Retina) 64G シルバー/グレイ W/Cellular ¥10,000 ¥8,000 ¥1,000
128G シルバー/グレイ W/Cellular ¥11,000 ¥9,000 ¥1,000
16G シルバー/グレイ W/Cellular ¥5,000 ¥4,000 ¥1,000

iPad mini 32G シルバー/グレイ W/Cellular ¥6,000 ¥5,000 ¥1,000
64G シルバー/グレイ W/Cellular ¥7,000 ¥6,000 ¥1,000

Xperia Z3(SoftBank) - - Cellular ¥4,000 ¥2,000 ¥500

305SH(SoftBank) - - Cellular ¥4,000 ¥2,000 ¥500

SOL24(au) - - Cellular ¥4,000 ¥1,500 ¥200

SOL25(au) - - Cellular ¥4,000 ¥1,500 ¥200

SOL26(au) - - Cellular ¥7,000 ¥2,000 ¥500

SHL25(au) - - Cellular ¥5,000 ¥1,800 ¥400

SO-01G(docomo) - - Cellular ¥16,000 ¥11,000 ¥1,000

SO-02G(docomo) - - Cellular ¥16,000 ¥11,000 ¥1,000

SH-01G(docomo) - - Cellular ¥21,000 ¥16,000 ¥1,000

F-02G(docomo) - - Cellular ¥21,000 ¥16,000 ¥1,000
16G - Cellular ¥11,000 ¥5,000 ¥1,000
32G - Cellular ¥13,000 ¥6,000 ¥1,000
32G - Cellular ¥20,000 ¥10,000 ¥1,000
64G - Cellular ¥24,000 ¥12,000 ¥1,000

＜ご注意事項＞

※買取価格は、税込となります。

※買取保証サービスの提供元は、当社の提携先である、株式会社パシフィックネットです。

※査定は、送付先への到着時の状態で行われます。運送中の衝撃・事故等による故障・破損等については、確知されませんので

　 あらかじめご了承ください。
※端末の状態によってはお買い取りができない場合があります。

※ご利用期間は、スマート補償ネクストプラスお申し込み日から起算されます。

買取保証サービス提供元：株式会社パシフィックネット（〒143-0001　東京都大田区東海1-3-6プロロジスパーク東京大田1F）

スマート補償ネクストプラス

買取保証サービス　端末買取価格表
≪2015年2月更新≫

機種名
容量

（メモリ）

ご利用期間
カラー 通信

Nexus 5

Nexus 6


