
MIP単価 もっとも高価買取をするMIP買取価格表（毎月10ｔ以上の品を持込みされる：スクラップ問屋様、自動車・家屋解体業等ご同業様が対象）

オレンジ色は買取強化品です。他社に
負けない価格で買い取りいたします。

持込み場所は➡

（改正　2021.11.17）

MIP価格㎏税込 MIP価格㎏税込 MIP価格㎏税込 MIP価格㎏税込

MIP買取価格表 協同買取価格 協同買取価格 協同買取価格 協同買取価格

品目 税込㎏ 品目 税込㎏ 品目 税込㎏ 品目 税込㎏

ミックスメタル 要相談 アルミサッシ　63　A付物なし 電話にて 上雑品　業務用ＡＣ 電話にて 液晶モニター 電話にて

ギロチンダスト 要相談 アルミサッシB付物あり 電話にて 上雑品　業務用ＡＣエンジン付き 電話にて デスクトップパソコン本体　㌔ 電話にて

家電ＯＡ破砕物　鉄入 要相談 アルミガラA付物なし 電話にて ガス給湯器(湯沸器　銅釜のみ) 電話にて デスクトップパソコン本体　個 電話にて

家電ＯＡ破砕物　鉄無 要相談 アルミガラB付物あり(金属) 電話にて 中身ステンレスボイラー 電話にて ノ-トパソコン本体　㌔ 電話にて

家電ＯＡ破砕物　鉄非鉄一度選別済 要相談 アルミガラC付物あり(金属以外) 電話にて 熱交換機　銅・真鍮タイプ　鉄カバ有 電話にて ノ-トパソコン本体　画面14以下　個 電話にて

家電ＯＡ破砕物20㎜前後アンダ小粒 要相談 Alヒ-トシンク（Alのみ）付物なし 電話にて 熱交換機　真鍮タイプ　鉄カバー除去 電話にて ノ-トパソコン本体　画面15以上　個 電話にて

家電ＯＡプレス品（中間処理後） 要相談 Alヒ-トシンク（銅付）付物なし 電話にて 熱交換機　銅タイプ　鉄カバー除去 電話にて パソコン屑(デスクトップ,ノ-ト) 電話にて

家電ＯＡ有害使用済機器届け出制度 要相談 アルミエンジン　白黒 電話にて ガスメータ-(アルミ外装) 電話にて サーバ-屑 電話にて

鉄付きタイヤ 要相談 アルミエンジン　白白 電話にて ガス調整器　アルミのみ 電話にて S基板 電話にて

カラタイヤ 要相談 アルミエンジン　コロ 電話にて ガス調整器　真鍮ホース 電話にて A基板 電話にて

ピカ線(特-号銅線・ピカ銅・1号銅) 電話にて アルミ機械コロ　新　異物無 電話にて 黒モーター 電話にて B基板 電話にて

2号銅 電話にて アルミ機械コロ　異物3％未満 電話にて 工業用モータ-　特大　銅分少 電話にて C基板 電話にて

並銅(なみどう) 電話にて アルミ合金　ミックス　異物無 電話にて 工業用モータ- 電話にて ノヾソコン用マザーボード 電話にて

込銅(付物のある銅・銅菅) 電話にて アルミホイ-ルA付物なし 電話にて 鉄薄皮モータ（エアコンなど） 電話にて 拡張ボード 電話にて

下銅 電話にて アルミホイ-ルB付物あり 電話にて 外側アルミモーター(浄化槽用等) 電話にて パソコン用メモリー 電話にて

錫引線 　　込銅扱 電話にて Ｔ付アルミホイル大(15inch以上) 電話にて 電車モーター 電話にて 家電/電源基板 電話にて

エナメル線　込銅扱 電話にて Ｔ付アルミホイル小(15inch未満) 電話にて モーターコア 電話にて 家電/電源基板　下 電話にて

空調銅配管(ｴｱｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ)皮あり 電話にて Alラジエタ異物無 (自動車部品) 電話にて シュレッダーモーター 電話にて 生基板 電話にて

雑電線Ⓐ　(銅率80%) 電話にて Alラジエタ枠付(自動車部品) 電話にて キュービクル室外鉄箱込 電話にて CPUセラミック(紫) 電話にて

雑電線　(銅率70%) 電話にて アルミラジェータ 枠ファン付き 電話にて トランス(変圧器)銅・Al　MIX 電話にて CPU(黒) 電話にて

雑電線Ⓑ　(銅率65%) 電話にて アルミ雑品 電話にて トランス(変圧器)中身銅油なし 電話にて CPU(緑)　板無 電話にて

雑電線Ⓒ　(銅率55%) 電話にて アルミ缶(飲料缶- UBC)プレス物 電話にて トランス(変圧器)中身Al油なし 電話にて CPU(緑)銀色の板付き 電話にて

雑電線　(銅率50%) 電話にて アルミ缶(飲料缶- UBC)バラ 電話にて 電灯の抵抗器部分　安定器 電話にて IC(長方形,セラミック,紫,金足) 電話にて

VA線(VVF　Ｆケーブル)43% 電話にて アルミ印刷版(印刷板) 電話にて トランスコア　銅大 電話にて IC(長方形) 電話にて

ダルマ線　鉄ワイヤー付き 電話にて 亜鉛　丹入　付物なし 電話にて トランスコア　ミックス 電話にて IC(正方形) 電話にて

ダルマ線　鉄ワイヤーなし 電話にて 亜鉛メガネ(ボイラ-ジンク) 電話にて トランスコア　Al 電話にて ハ-ドディスク 電話にて

雑線　下　都度判断 電話にて 豆トランスコア 電話にて 内蔵型光学ドライプ　ＣＤ 電話にて

雑線　都度判断 電話にて 偏向ヨーク 電話にて ルータ 電話にて

家電線 電話にて 分電盤・配電盤 電話にて ネットワーク機器（Wi-Fi） 電話にて

家電線（アダプタ付ばかり） 電話にて リレー　個 電話にて 内蔵電源ＢＯＸ　線付 電話にて

アダプタ・コンセント差し込み部 電話にて ブレーカー 電話にて UPS(無停電電源装置) 電話にて

ハ-ネス(自動車線) 電話にて 電線のアダプタ部のみ 電話にて 携帯電話本体 電話にて

鉄耳付　銅パイプAlラジエタ 電話にて 電気メーター　（ガラスなし） 電話にて スマートフォン本体 電話にて

銅タコ　メッキ器具 電話にて 電気メーター　（ガラス有） 電話にて タブレット 電話にて

真鍮及び半銅ラジェ-ター(鉄付-30円) 電話にて 工業雑品 電話にて パチンコ基板（透明ケース入） 電話にて

給湯器の赤釜部のみ 電話にて Ｃ雑品 電話にて 電子部品 電話にて

給湯器の白釜部のみ 電話にて （業）冷凍機ユニット一式 電話にて 電子部品の足 電話にて

砲金(青銅)付物なし 電話にて 発電機・溶接機　中身銅 電話にて カーコンピューター 電話にて

込砲金(バルプ砲金) 電話にて 発電機・溶接機　中身アルミ 電話にて ヒューズＢＯＸ 電話にて

真鍮/黄銅　（不純物無） 電話にて ABSモーター 電話にて ニッカド 引取中止

込真鍮/黄銅　（不純物有） 電話にて コンプレッサー(自動車部品)美品 電話にて ニッケル水素電池 無料引取

下　真鍮/黄銅　（不純物有　割合
大）

電話にて セルモ-ター(スタータ-)手解体 電話にて リチウムイオン 無料引取

真鍮コイン(メダル) 電話にて ダイナモ(オルタネ-ター)手解体 電話にて ＰＣ用リチウムイオン 無料引取

リン青銅(燐青銅) 電話にて 自動車用鉛バッテリー 電話にて

アルミ青銅（アームズ） 電話にて バイク用鉛バッテリー 電話にて

メーター砲金(未解体) 電話にて シールド(密閉型)鉛バッテリ- 電話にて ネオジム磁石(鉄付)マグネット 電話にて

ステンレス(SUS301 ) 電話にて フォ-クリフト用鉛バッテリー鉄箱入 電話にて

インサイズ　ステンレス(SUS304) 電話にて 産業(工業)用鉛バッテリ- 電話にて

アウトサイズステンレス(SUS304) 電話にて ハイブリッド車バッテリ-(ニッケル水素) 電話にて

不純物割合多　ステンレス雑品 電話にて バランスウェイト(鉛)A付物なし 電話にて

SUS304-コイン(メダル) 電話にて バランスウェイト(鉛)B付物あり(鉄付) 電話にて 詳しくは、ＨＰをご覧ください。
ステンレス(SU316) 電話にて 鉛管(えんかん)付物なし 電話にて https://9410.co.jp/
ステンレス(SUS310) 電話にて 鉛錘(なまりおもり)付物なし 電話にて

ステンレス(SUS400系クローム) 電話にて 活字鉛(かつじなまり) 電話にて 　　　　コイ　キョウドウ

ステンレス(SUS309) 電話にて 0120-51-9410
ステンレス雑品(ステンレスの割合) 電話にて □ 廃棄物処理業　(有)協同回収

□ 有価物買取業　(株)協同サポート

（電池リサイクル指定回収業）

＜業界相場の為、非公開でしています。　メールでのお問い合わせは➡info＠9410.co.jpまで(画像添付推奨)＞

Ecoとステーション三豊　香川県三豊市詫間町詫間2112−160　TEL 0875-83-5252【営】9:00-16:00【休】土・日・祝

　※時間外の受付も可能です。直接お問い合わせください。　MIP会員専用LINE　撮る⇒送る⇒見積り依頼　

電池類は、発火の危険性が高くご注意ください

LINEやりとりがスムーズでお奨め➡


	ＭＩＰ価格表サイトＰＤＦ用 (2021.11.1)

