
ディズニーの英語教材（ＤＷＥ）などの幼児英語教材は

リサイクル品の中では自動車に次ぐほどに高価なものです！！

慎重に検討していただいて、

少しでも高く上手にお売りください！
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幼児英語教材をリサイクルで高く上手に売るための７つのコツ！！

有限会社 Swing Kids

コツその１：幼児教材のセット内容を把握して売ろう！

ディズニーの英語システム（ＤＷＥ）など幼児英語教材の売却を検討されてい
る方へ。まずは今お持ちの幼児英語教材のセット内容を確認しましょう。ご自身
がお売りになる幼児英語教材は一体どのようなセット内容になっているのかを把
握することが大切です。幼児英語教材も他のリサイクル品と同じように、そのセ
ット内容によって買い取り価格が異なってきます。少しでも高く売ることができ
るようにお持ちの教材が「どのようなセット内容で、一体いくらで売れるのか」
をきちんと把握しましょう。

単品ではなくできるだけセットで売却しよう！

ディズニーの英語システム（ＤＷＥ）など幼児教材を売却す
るときには、セットの中身を単品で売却されるよりも、フルセ
ットで売却されることをおすすめいたします。よく使い込まれ、
それほど状態が良くない幼児教材であればあるほど、単品では
なかなか高い買い取り価格が付くことはありません。しかし、
フルセットであれば、フルセットであることが買い取る側にと
ってはメリットとなり、高い買い取り価格が付くことが良くあ
ります。

セット内容に不足があっても決してあきらめないようにしよう！

今お持ちの幼児教材のセットに不足品がある場合でも、
Swing Kids は教材を売却していただける方に喜んでいただけ
る価格で買い取りをしています。例え機械が壊れてしまってい
たり、カードを無くしてしまったりしていても、一度 Swing
Kids までご相談ください。決して諦める必要はありません。他
のリサイクルショップでは、買い取ってもらえないものでも、
日本で最初の幼児教材専門のリサイクルショップとして、精一
杯がんばっています。

「一部不足品がある」「カードの枚数が足らない」「汚れが
ひどい」「機械が壊れてしまっている」などでも、ぜひ一度お
問い合わせください。きっとお力になれると思います。
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幼児英語教材をリサイクルで高く上手に売るための７つのコツ！！

有限会社 Swing Kids

コツその２：汚れをきれいに落として買取金額をアップしよう！

今お持ちの幼児英語教材が「どのようなセット内容で、一体いくらで売れるの
か」を把握した後は、必ずその教材の汚れをきれいに落としておきましょう。教
材に対する買い取る側の印象を良くすることで、教材を少しでも高く売ることが
できます。また、インターネットオークションなどを通じて個人の方へ直接売却
する場合であっても、売却後に教材への無用なクレームを避けることができます。
買い取る側が業社であれ個人の方であれ、汚れをきれいに落として教材に対する
印象を少しでも良くすることが大切です。

ちょっと落とにくい汚れは繊維の細かいスポンジで落とそう！

埃などの軽い汚れは、ウエットティシュで拭けば十分に落とす
ことができます。それだけでも幼児教材を買い取る側の印象は良
くなるものです。しかし、ビデオケースなどプラスチックの汚れ
はこびり付いてしまっていることが多いため、通信販売で人気の
「べっぴんさん」のような繊維の細かいスポンジをホームセンタ
ーなどで購入して磨けば見違えるほど綺麗になります。

カード類はきちんと番号順に並べよう！

カードなど、番号が付いているものを順番通りに並べることで、
買い取り側の印象はぐっと良くなります。特にカード類に不足が
無いのであれば、「カード不足をでっちあげられて買い取り価格
が引き下げられる」ことを防ぐためにも、ぜひ番号順に並び替え
てから売却することをおすすめいたします。

かえって汚れがひどくなる汚れはそのままにしよう！

買い取り側の印象を良くすることは買い取りの価格を高くして
もらうためにも非常に有効です。しかし、シールをはがした跡な
ど、無理にはがそうとするとかえって汚れてしまうものは、買い
取り側にまかせてしまった方が良いでしょう。買い取り側がリサ
イクルショップなどの業者であれば、なおそのようにした方が良
いでしょう。
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幼児英語教材をリサイクルで高く上手に売るための７つのコツ！！

有限会社 Swing Kids

コツその３：機械の故障、欠品＆落丁を明確にしよう！

今お持ちの品物をご売却する時には、必ずその品物の欠品や落丁を明確にして
おきましょう。特にディズニーの英語幼児教材（ＤＷＥ）などの幼児英語教材は
決して安いものではありません。品物に欠品や落丁があることを買い取り側が知
らずに購入した時には、後に無用なトラブルになることがあります。欠品や落丁
はもちろんのこと、機械の故障などがある場合には必ずその内容を買い取り側に
理解してもらった上で品物を買い取ってもらうようにしましょう。

プレイメイトなどは機械が動くかどうかチェックしよう！

ディズニーの英語システム（DWE）の中にはプレイメイトと
いう機械がありますが、そのプレイメイトをしばらく使わない
ままにしておくと、カードを通すローラのところに埃がたまっ
てしまい、機械の故障の原因となることがよくあります。機械
の故障は買い取り側との間で最もトラブルになりやすいことで
す。事前に機械が故障しているのかどうかを確認し、もし故障
しているようであれば、そのことをきちんと買い取り側に伝え
た上で売却することをおすすめいたします。Swing Kids では、
故障した機械なども買い取り相談を行っております。ぜひ一度
ご相談ください。

手作り教材などで欠品をごまかすことはやめよう！

幼児教材の一部を紛失してしまい、手作り教材で代用される
ことはままあることですが、紛失していることをごまかしなが
ら、それをそのまま買い取り側に売却することは避けることが
大切です。あらかじめ、紛失していることを明記することで、
売却後の無用なトラブルを避けることができます。

欠品＆落丁のごまかしは買取価格を値切られる原因の元！

インターネットオークションを含め、幼児教材を売却後、欠
品や落丁に買い取り側が気づいた際には、入金振込み拒否や価
格値下げ要求をされることがありますので、注意が必要です。
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幼児英語教材をリサイクルで高く上手に売るための７つのコツ！！

有限会社 Swing Kids

コツその４：リサイクルショップの買取価格をチェックしよう！

今お持ちの幼児英語教材をご自身でネットオークションに出品するケースも最
近では増えてきていますが、それに比例して増加しているのが、ネットオークシ
ョンにおける出品者と落札者との間のトラブルです。リサイクルショップにおけ
る品物の買取価格は、確かにネットオークションでの落札価格を下回ることもあ
ります。しかし、無用なトラブルを回避することなどが可能です。

リサイクルショップに買取価格を問い合わせ、一度リサイクルショップでの売
却を検討することをおすすめいたします。もちろん、Swing Kids では電話や
e-mail でも買取参考価格をお伝えしています。

リサイクルショップの買取参考価格をチェックしよう！

リサイクルショップの中には、幼児教材の買い取り参考価格
を事前に教えてくれるお店があります。もちろん、Swing
Kids もそうしたお店の一つです。幼児教材は他のリサイクル対
象品と比べて、価格が非常に高価なものです。インターネット
オークションなどを通じて、個人と個人で取引する場合に最近
さらにトラブルが増加していることも、幼児教材が高額である
ために当然のことと言えるでしょう。Swing Kids では、ディ
ズニーの幼児教材をはじめ、日本で最も元気に活動している幼
児教材専門のリサイクルショップとして、お客様にご納得いた
だける価格の提示を心掛けています。

インターネットオークションで安く落札されている価格をチェックしよう！

インターネットオークションでの落札価格は必ず高いものが付
くのかといえば、決してそういうわけではありません。インタ
ーネットオークションへの掲載の仕方によっては、信じられな
いほど安い価格のまま落札されるケースもあります。件数はそ
れほど多くはありませんが、「そういったケースに決して出会
わない」とは誰もが言い切れません。個人と個人の取引になる
ことが多いため、トラブルの件数は最近さらに増えつつありま
す。リサイクルショップの買取参考価格を聞くことは通常無料
です。一度ご利用されることをおすすめいたします。
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幼児英語教材をリサイクルで高く上手に売るための７つのコツ！！

有限会社 Swing Kids

コツその５：売る決断は素早くしよう！

ディズニーの英語システム（ＤＷＥ）などの幼児英語教材も、中古車と同じく
購入から時間が経過すればするほど、その品物の価値は落ちていきます。Swing
Kids にも全国各地からご売却いただいた幼児英語教材が毎日届きますが、全くの
新品同然のものからよく使われたものまで実に様々です。一度ご売却することを
検討されたのであれば、できるだけ早めに売却の決断をすることをおすすめいた
します。  

売る決断を先延ばしにして買取金額が下がらないようにしよう！

ディズニーの幼児教材をはじめ、多くの幼児教材は毎年少し
ずつバージョンアップを繰り返しながら、より優れた教材へと
進化し続けています。また、買い取り側の心理としては、例え
同じ内容、状態であっても、「少しでも新しいものを子供に買
い与えたい」といった気持ちがあることから、当然新しいもの
に高い値段が付くことが多くなります。ですから、一度幼児教
材のご売却を検討されたのであれば、できる限り早めにご売却
することをおすすめいたします。そうすることが、買い取り側
に少しでも高い価格を提示させるコツです。

買取金額の支払方法と時期を確認しておこう！

幼児教材をご売却する時には、必ず買い取り側からの買取金
額の「支払い方法」と「支払い時期」を確認しておくことが大
切です。Swing Kids などのようなインターネットショップで
の売却は通常、買い取り側に売却したい幼児教材を宅配便で送
ってから、買取金額の提示、入金となります。そのため、幼児
教材を送付したものの、一向に買い取り側から連絡が入らずに
そのまま商品だけ盗られてしまい、結果として買取金額を入金
してもらえなかったケースも数多くあります。もちろん、
Swing Kids では、そうしたことは決してありませんし、また、
幼児教材を送っていただく前にもきちんと買取参考価格を提示
するなど、そうした類のトラブルが決して起こらないよう、最
善の注意を払っています。
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幼児英語教材をリサイクルで高く上手に売るための７つのコツ！！

有限会社 Swing Kids

コツその６：輸送時トラブルには気を付けよう！

ディズニーの英語システム（DWE）などの幼児英語教材は、決して安いもので
はありません。その買取価格や落札価格も当然高価になります。折角高価な商品
を売却するのですから、「できるだけ良い状態のまま」買い取り側の下へ届けた
いものです。しかし、時には運送会社の不注意によって品物が破損することもあ
ります。その時「運送会社がどういった対応をしてくれるのか」をきちんと確認
されることはもちろん、そうしたことが決して起こらないよう厳重に包装するこ
とをお奨めいたします。

梱包では隙間を新聞紙で埋めよう！

輸送時に最も多いトラブルが「破損」ですが、そうした破損
の原因の多くが隙間です。隙間を残したまま幼児教材を運送し
てしまうと、ダンボールの中で幼児教材が動いてしまい、CD の
破損や機械の故障の原因にもなります。梱包の時にできた隙間
には必ず新聞紙を適当な大きさに丸めて、隙間を埋めた梱包す
ることが大切です。また、教材と教材の収納箱の間にも、クッ
ション代わりになる様にすれば、箱が擦れて、箱の表面が劣化
することもありませんから安心です。

発送前には必ず品物の写真を撮っておこう！

どんなに丁寧に隙間を埋めたとしても、どうしても幼児教材
が破損してしまうケースはごく稀ですが起こり得ることです。
そうした時にもすぐ対応できるように、輸送前の状態を写真に
撮っておくことをおすすめいたします。そうすることで、幼児
教材破損の責任が自らに無いことを証明してくれるはずです。

輸送時に品物が破損した時などの運送会社の対応を確認しよう！

運送会社によっては、意外なほど雑に荷物を取り扱う会社も
あり、それによる幼児教材もトラブルもあります。幼児教材を
運送する前には、必ず破損した時の弁償など運送会社の対応を
確認することが大切です。
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幼児英語教材をリサイクルで高く上手に売るための７つのコツ！！

有限会社 Swing Kids

コツその７：できるだけ多くの体験談を聞こう！

  ディズニーの英語システム（DWE）など幼児英語教材は、一生のうちに何
度も売却するものではありません。そのため、他の商品以上にはじめて売却する
時から失敗したくないものです。そのためには、やはりできるだけ多くの方の体
験談をお聞きになることが大切です。インターネット上にも沢山の体験談が掲載
されています。ぜひ一度ご覧ください。

ネットオークションで落札者がお金を振り込んでくれない！

何度かネットオークションに出品しているのですが、この前
商品の落札者がお金を振り込んでくれないことがありました。
商品は私の手許に置いたままでしたので大丈夫でしたが、私の
友達なんかは、「急いでいるから先に送ってくれ」って言われ
て送ったらそのまま音信不通になってしまったそうです。

オークションサイトも随分良くなっているようですけど、そ
れ以上に被害に会うケースも増えてきているんですね。

神奈川県 神門さん

リサイクルショップでもかなりいいお値段で買い取ってくれます！

正直びっくりしています。捨てようかと思っていたものがこ
んなにいいお値段が付くなんて。Swing Kids さんのことを私
の友達にも紹介しますね。よろしくお願いします。

岐阜県 川田さん

インターネットなどで教材を購入された方の体験談を検索しましょう！

インターネットの掲示板って面白いですよ。いろんなことが
書いてあって。やっぱり最近リサイクルって関心が高いんです
ね。いろんな人が情報交換しています。Swing Kids さんも載
ってますよ。評判が良かったので利用してみたんですけど。実
際に本当に良かったです。またよろしくお願いします。

宮城県 鈴木さん
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幼児英語教材をリサイクルで高く上手に売るための７つのコツ！！

有限会社 Swing Kids

“有限会社 Ｓｗｉｎｇ Ｋｉｄｓ”の７つの安心！！

「幼児英語教材をリサイクルで上手に購入するための７つのコツ！！」をお読
みいただきまして誠にありがとうございます。

有限会社 Swing Kids では、これまで有限会社としての信用力を活かしなが
ら「お客様により安心してお売りいただける会社」を目指して参りました。折角
高い金額を支払って幼児英語教材を購入したのに、使用後に廃棄してしまってあ
まりにもはもったいないことです。是非私ども Swing Kids にお売りください。

これからも皆様に必要とされる会社であり続けたいと思っています。ご不明な
点などございましたら、何なりと私どもまでお問い合わせください。今後とも何
卒よろしくお願い申し上げます。

商品の買い取り価格は市場の適正価格を守っています！

事前にお電話にて買い取り価格の目安をお伝えします！

会社の所在地と地図を明確にしています！

業界では最も詳しく商品の状態を説明しています！

ご指定の口座に買い取り金額を期日までに必ずお振込みいたします！

フルセットだけではなく、１品からでも買い取りを行っています！

お客様への連絡はこまめに・迅速に・分かりやすく対応しています！
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適正価格遵守で決して法外な価格を付けることなく、安心してお買い物いただけます。

リサイクル品にありがちな不足品はＳＷＩＮＧ ＫＩＤＳには決してあり得ません。

顔の見えにくいネット通販であるからこそ、私たちの会社の場所を明確にしました。

新品とは異なりリサイクル品は１つ１つの商品の状態をきちんと確かめることが大切です。

購入された商品がイメージとは異なるものであった場合、安心してご返却いただけます。

必要なものを必要なだけ売却することでお財布にやさしいお買い物をしていただけます。

お客様が商品購入から商品到着まで決して不安がられないよう電話等でご連絡いたします。



幼児英語教材をリサイクルで高く上手に売るための７つのコツ！！

有限会社 Swing Kids

ディズニーの英語システム（ＤＷＥ）

などの幼児英語教材はリサイクルと

いえども決して安いものではありま

せん。売るのも買うのも慎重に行い

たいものです。特に品物を売る時に

は、使っている間に商品の一部紛失

してしまい、売るにも売れないことがあります。私達

ＳＷＩＮＧ ＫＩＤＳではそうした不足品でも、ひと

つひとつの教材をきちんと確認してご納得いただける

価格で買い取らせていただいてますので安心です！

買取参考価格：D W E フルセット

～35．3万円

大阪・関西店：072-837-0003
埼玉・関東店：0495-21-3336



幼児英語教材をリサイクルで高く上手に売るための７つのコツ！！

有限会社 Swing Kids

決してあきらめないでください！！
こんなものでも高く買い取らせていただいてます！

其
の
壱

ディズニー英語システム
どんな古いもので
も買い取ります。
機械の故障でも
OK。新品・未使
用は特に高価買い
取り。セットの一
部でも可能

其
の
六

家庭保育園
絵本（古本屋より
高価買取）特にセ
ットでの売却優
遇。数冊でも可能
です。セットでの
まとめてのご売却
は更に優遇。

其
の
弐

七田式
絵カード・ビデ
オ・知育教材他 其

の
七

TDK コア チャスピー
どんな古いもので
も買い取ります。
ドイツ語・フラン
ス語副音声付は特
に高値で買い取り
中。

其
の
参

中央出版 ペッピーキッズ
どんな古いもの
でも買い取りま
す。
DVD バージョ
ンは特に高価買
い取り中です。

其
の
八

ランゲージパル
カードリピーター
は完動品に限り買
い取らさせていた
だきます。

其
の
四

中央出版 グースキーの冒険
高 価 買 い 取 り
中。
ボイスボックス
つきは特に高値
に て 買 い 取 り
中。

其
の
九

中央出版 トータル養育セット
セットのみ買い取
り可能（一部の買
い取り不可）

其
の
五

中央出版マザーグースビデオ単語帳
どんな古いもの
でも買い取りま
す。ぜひ、一度
お問い合わせく
ださい。

其
の
十

ゴーゴーの英語の冒険
DVD の買い取り
優遇中。
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