
「繰り返し使う」お手伝い

久留米市内の

リユースショップ
紹介します

あなたがいらない物が
他の人にとって宝物になるかも！

　「リユースショップ」とは、中古品を取り扱う店舗のことです。状態や使用年数
などの条件が合えば、家庭で使わなくなった製品を、中古品として買い取ってく
れます。「あなたがいらなくなった物が、他の人にとって価値のある物へ。」使わ
なくなった物は、リユースショップを活用してみませんか？

※リユース（Reuse）とは、「くり返し使う」という意味です。

久留米市

他にもこんな方法が！

リユースできずに処分する場合は？

リサイクル宝の市

粗⼤ごみの出し⽅

リサイクル宝の市では、家庭で不要となった
家具や自転車などを無償で引き取り、修理や
点検後に希望する市民の方へ抽選などで販売
しています。

①引取申込をします。
②立ち会いのもと引取を行います。
　※ 品物の状態等によっては、事前確認や引取ができな
い場合があります。

③ 引取を行った不用品は修理・点検の上販売します。

リサイクル宝の市
電話：0942-27-5361
時間：9：30～ 16：30
休館日：毎週水曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　年末年始（12/29 ～ 1/3）

　家庭から出る指定袋に入らない大きさのものが対象です。
事前に粗大ごみ受付コールセンターまで申込をお願いします。
＜久留米市粗大ごみ受付コールセンター＞
電話：0942-37-3383　　 受付時間：9:00 ～ 17:00

引取方法 申込先

久留米市環境部資源循環推進課
電話0942-30-9143　ファクス 0942-37-3344
ホームページ http://www.city.kurume.fukuoka.jp/

○ いずれのリユースでも査定に要する手数料はありま
せん。
○ 査定結果を確認の上、買取の依頼を取り下げること
ができます。
○査定を受けても、買取ができない場合があります。
○ 査定結果に問題がなければ買取が成立し、査定金額
が支払われます。
○ 買取には本人確認のための証明書の提示が必要とな
ります。（運転免許証／保険証／パスポートなど）

○ 未成年（20歳未満）の方からは買取ができないこ
とがあります。（店舗によっては、保護者の承諾が
あれば可能）
○ 買取ができない製品の引き取りは行っていません。
○ 店舗に持参され、買取が行われなかった場合、持
参した方の負担で持ち帰っていただく必要があり
ます。
○ 宅配で査定をし、買取が行われなかった場合、返品
のための送料を負担していただく場合があります。

いろいろな買取方法がありますいろい

店頭買取
● 好きなときに持ち込
める！

● 査定中に新たな品物
との出会いも

宅配買取
● 自宅での引き渡しが
可能！

● 箱詰めして渡すだけ

出張買取
● 自宅まで買取に！
● 品物によっては搬出
可能



店舗名 支店名・住所 連絡先・時間 取扱商品 買取方法

ブックオフ
https://www.bookoff .co.jp/

A久留米上津バイパス店
　 野伏間 1-8-5 

0942-51-3815
10:00 ～ 22:00

本、CD・DVD・ゲーム

店頭・出張

B楽市街道くるめ店
　  新合川 2-7-10 楽市街道く
るめ店内

0942-45-6789
10:00 ～ 22:00

店頭・出張

オフハウス ※
http://www.hardoff .co.jp/
off house/

C久留米国分店
　 国分町 2030-1 

0942-65-6742
10:00 ～ 20:00 家具、家電、生活雑貨、ス

ポーツ用品、おもちゃ、衣
料・服飾、ギフト用品、和服・
和服小物

店頭・出張・宅配
D久留米善導寺店
　 善導寺町与田 107-1

0942-41-5203
10:00 ～ 20:00

ハードオフ ※
http://www.hardoff .co.jp/

E久留米国分店
　 国分町 2030-1

0942-65-6741
10:00 ～ 20:00

オーディオ、テレビ等、パ
ソコン、ゲーム機・ゲーム
ソフト、カメラ、腕時計、
楽器、CD・DVD、
電動工具

店頭・出張・宅配
F久留米善導寺店
　 善導寺町与田 107-1

0942-41-5201
10:00 ～ 20:00

セカンドストリート
http://www.2ndstreet.jp/

G久留米上津店
　 上津１-2-2 

0942-54-5051
10:00 ～ 21:00 衣料品・服飾品、子ども服、

ベビー用品、家電、楽器、
おもちゃ、スポーツ用品、
家具、生活雑貨、商品券・
金券、貴金属

店頭・出張H津福店
　 津福本町 489-1 

0942-46-9170
10:00 ～ 21:00

I久留米合川店
　 新合川 2-7-37

0942-41-8122
10:00 ～ 21:00

エコステーション
久留米
Y'S REUSE
http://ys-reuse.com/

J久留米店
　 北野町中 1158-6 

0942-55-4455
9:00 ～ 18:00

家具・家電、楽器、おもちゃ、
ゴルフ用品、釣り具、スポー
ツ用品、自転車・バイク

店頭・出張

テクノリサイクル
http://www.techno-reuse.
com

K国分店
　 国分町 1154

0942-27-8180
10:00 ～ 19:00 家電・家具、雑貨、オフィ

ス用品、衣料品・靴・バッ
グ、自転車、貴金属、金券、
ギフト品

店頭・出張
L東合川店
　 東合川 5-6-11

0942-40-8278
10:00 ～ 19:00

リサイクルショップ
リボーン

M合川バイパス店
　 御井旗崎 3-8-1

0942-45-2602
11:00 ～ 20:00
土日祝は
10:00 ～ 20:00

衣料品、子ども服、ギフト品、
生活雑貨、小型家具・家電 店頭・出張
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久留米 I.C久留米 I.C

御井御井

善導寺善導寺

筑後川筑後川

花畑花畑
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櫛原櫛原

宮の陣宮の陣 五郎丸五郎丸

学校前学校前

古賀茶屋古賀茶屋

宮ノ陣クリーンセンター宮ノ陣クリーンセンター

北野北野

大城大城

津福津福

NNホホビビーーオオフフ

EEハハーードドオオフフ

JJY'S REUSEY'S REUSE

FFハハーードドオオフフ

AAブッブッククオオフフ

BBブブッッククオオフフ

⓿タックルベリー⓿タックルベリー

CCオオフフハウハウスス

DDオオフフハウハウスス

GGセセカンカンドスドストリトリーートト

IIセセカンカンドスドストリトリーートト

HHセセカンカンドスドストリトリーートト

LLテクノリサイクルテクノリサイクル

MMリサイクルショップリボーンリサイクルショップリボーン

KKテクノリサイクルテクノリサイクル

店舗名 支店名・住所 連絡先・時間 取扱商品 買取方法

ホビーオフ ※
http://www.hardoff .co.jp/
hobbyoff /

N久留米上津バイパス店
　 野伏間 1-8-5 

0942-27-0050
11:00 ～ 22:00
土日祝は
10:00 ～ 22:00

おもちゃ全般 店頭・出張・宅配

店舗名 支店名・住所 連絡先・時間 取扱商品 買取方法

タックルベリー
http://www.tackleberry.co.jp/

⓿久留米店
　  東合川２-3-12

0942-41-8121
11:00 ～ 21:00 釣具全般 店頭

■総合リユースショップ

■スポーツ用品

■おもちゃ

久留米市の
リユースショップを紹介
詳しい内容は各店舗のホームページで確
認するか、直接お問い合わせください。

※ 市のホームページでは
　最新の情報が確認できます

あなたの家に眠っている家具や衣類などはありませんか？

　リユースショップを利用することで、製品を繰り返し使うことができ、ごみ
を減らすことにつながります。家庭に眠っている品物がある場合は、リユース
ショップに相談を！

製品の状態や品目により、リユース品として引き取れない場合がありますので、ご了承ください。

　掲載している事業者は、安心してご利用いただ
けるよう、リユース業界の健全な発展等に向けて、
さまざまな取り組みを行っている JRAA（日本リ
ユース業協会）、JRO（日本リユース機構）の市内
の加盟店舗及び、関係法令等の条件を満たしてい
る市内店舗の中からご紹介しています。

　品目ごとに、外観や状態（きず、汚れ、ほつれ、
破損など）、使用年数、メーカー、動作状況などに
よって買取の基準が異なります。また、偽造品、
コピー品などは買取できません。
　詳しくは各リユースショップまでお問い合わせ
ください。

リデュース リサイクルリユース

無駄な物を買わない 再⽣利⽤する繰り返し使う

Reduce RecycleReuse
まずは 最後に

つぎに

ごみを減らして快適に! ～リユース生活を応援します

リユースショップのご利用の注意事項

リユースショップMAP

ショップの掲載基準 買取基準

※宅配買取は、スマートフォン用アプリ「ハードオフ公式アプリ」で !
※店舗情報は平成31年 2月時点のものです。随時、追加 ･更新しますので市ホームページをご覧ください


