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   お酒買取専門店リンクサス・今なら買取価格 2%UP！ 

宅配買取・ＬＩＮＥビデオ通話査定 OK でお家に居ながら買取＆現金化。 
      

   
        

            家や倉庫で眠るお酒がお宝に！？お客様負担は 0円。 

円安の今が高価買取のチャンス！まずはお気軽にお問い合わせください。 
 

神奈川県横浜市を中心に東京、大阪でお酒買取専門店リンクサスを運営する LINXAS 株式会

社(代表取締役・李志超 所在地：神奈川県横浜市神奈川区)は 2022 年@月@@日～2022

年@月@@日の期間限定でお酒の買取価格 2%増額キャンペーンを開催いたします。ウイスキ

ー、ワインなどの世界的な価格高騰を受けた強化キャンペーン。飲まないお酒がこれまでにな

い高値で買取されるかもしれない絶好のチャンス。査定などでお客様にご負担頂くお金は一切

ございませんので、ぜひこれを機会にお問い合わせください。 

 

お酒買取専門店リンクサス HP： https://linxas.shop/ 

 

＜キャンペーン詳細＞ 

 

■キャンペーン名称： お酒買取価格 2%増額キャンペーン 

■キャンペーン期間: 2022年@月@@日～2022年@月@@日 

■キャンペーン内容: 添付買取価格表を 2％増額となります 

■応募フォーム・キャンペーンサイト URL：https://linxas.shop/ 

■キャンペーンコード：＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ 

 

買取査定の際キャンペーンコードをおっしゃって下さい。 

１００万円なら２万円！売れば売るほどお得な大チャンスです。 

 

 

 

 

https://linxas.shop/
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＜円安、ウクライナ侵攻・・・世界情勢の影響で今がお酒高価買取のチャンス！？＞ 

          

ここ数年、お酒買取の業界ではウイスキーブーム真っ只中。定番はもちろん、レアな銘柄は買取

時に驚くような高値がつけられております。またウクライナ侵攻など世界情勢の影響を受け、

現在洋酒、特にシャンパン・ワインなどが大幅に値上がりしております。そこに訪れた未曽有の

円安。その影響で洋酒の価格はこれまで以上に高騰しており、お酒を売りたい方にとって今は

絶好のチャンスです。お酒買取専門店リンクサスでは買取から販売までの一般的な流れを大幅

にカットすることで高価買取を実現。査定料・出張料は全て無料。買取は即日払いで即現金化

する事が可能です。お客様には一切のご負担がごさいませんので、まずは査定のみでも安心し

てお問い合わせください。 

 

＜買取価格一覧＞ 

 

商品によっては１本数百万円の超高価格での買取を実施。 

それらのお酒も 2％の買取価格UPいたします。 

売るなら今！売るならリンクサス！！お酒買取の絶好のチャンスです。 

 

【ジャパニーズウイスキー】 

 

(買取価格順) 

 

・響 35年 三代徳田八十吉作（耀彩瓶 碧陽）  

・響 35年 三代徳田八十吉作（耀彩瓶 碧陽）5,000,000円～ 

・山崎 1984 シングルモルト 山崎 1984 シングルモルト 1,900,000円～ 

・サントリー エイジ アンノウン サントリー エイジ アンノウン 1,900,000円～ 

・山崎 25年完備 1,290,000円～ 

・響 30年完備 73万円～ 

・白州 25年完備 57万円～ 

・山崎 18年箱付 123,000円～ 
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・響 21年箱付 83,000円～ 

・白州 18年リミテッド完備 82,000円 

 

【スコッチウイスキー】 

 

・ザ・マッカラン ファイン＆レア 1946～  

・ザ・マッカラン ファイン＆レア 1946～ ～2,200,000円 

・グレンフィディック 50年 グレンフィディック 50年 ～2,000,000円 

・スプリングバンク 50年 スプリングバンク 50年 ～1,800,000円 

・マッカラン 30年シェリーオークブルーラベル 680,000円～ 

・マッカラン 30年シェリーオーク 680,000円～ 

・マッカラン 25年シェリーオーク 290,000円～ 

・マッカラン 18年シェリーオーク 62,000円～ 

・マッカラン 12年シェリーオーク 8,200円～ 

・バランタイン 30年ベリーオールド 17,000円～ 

・バランタイン 21年 4,000円～ 

 

【ブランデー】 

 

◆参考◆ブランデー買取価格表 https://linxas.shop/brandy/ 

 

・レミーマルタン ルイ 13世 レア・カスク Ask 

・レミーマルタン ルイ 13世 ブラックパール 観音開き Ask 

・レミーマルタン ルイ 13世 タイムコレクション  280,000円 

・レミーマルタン ルイ 13世 ベリーオールド クリアケース 110,000円 ～ 

・ヘネシー パラディ インペリアル 90,000円 ～ 

・ヘネシー パラディ エクストラ 旧ボトル 75,000円～ 

・ジュビリー バカラ 80,000円 ～ 

・カミュ ミシェルロイヤル バカラ 100,000円 ～ 

・マーテルコルドンブルー 7,000円 ～ 

・ヘネシー VSOP 5,000円 ～ 
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【ワイン】 

 

◆参考◆ワイン買取価格表 https://linxas.shop/wine/ 

 

＜ブルゴーニュワイン＞ 

 

・ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ（DRC） ロマネコンティ 1,200,000円～ 

・ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ（DRC） モンラッシェ 300,000円～ 

・ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ（DRC） ラ・ターシュ  270,000円～ 

・ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ（DRC） リシュブール 160,000円 ～ 

・ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ（DRC） ロマネ・サン・ヴィヴァン 160,000円 ～ 

・ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ（DRC） グラン・エシェゾー 150,000円 ～ 

・シャトー・ラフィット・ロートシルト 1982 250,000円 ～ 

・シャトー・マルゴー 60,000円 ～ 

・シャトー・ラトゥール 65,000円 ～ 

・シャトー・オー・ブリオン 30,000円 ～ 

 

＜シャンパン＞ 

 

◆参考◆シャンパン買取価格表 https://linxas.shop/champagne/ 

 

・アルマンド ラ コレクション 6本セット  Ask 

・ルイロデレール クリスタル ジェロボアム 3000ml Ask 

・アルマンド ブリニャック ブラン ド ノワール ブラック 120,000円～ 

・ドンペリニヨンレゼルヴドラベイ箱付 80,000円～ 

・クリュッグコレクション 60,000円～ 

・ペリエジュエベルエポックブランド 38,000円～ 

・ドンペリニヨンロゼ 26,000円～ 

・ドンペリニヨン白 17,500円～ 

・ルイロデレールクリスタル 24,500円～ 

・ルイロデレールクリスタルロゼ 38,000円～ 
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【日本酒】 

 

◆参考◆日本酒買取価格表 https://linxas.shop/sake/ 

 

・十四代 純米大吟醸 龍泉 720ml 358,000円～ 

・零響 アブソルート ゼロ 250,000円～ 

・十四代 純米大吟醸 龍月 七垂二十貫 1800ml 110,000円～ 

・十四代 極上諸白 純米大吟醸 最新瓶詰 43,000円 ～ 

・十四代 双虹 最新瓶詰 115,000円 ～ 

・十四代 中取り大吟醸 播州山田錦 最新瓶詰 42,000円 ～ 

・十四代 大極上生 播州山田錦 純米大吟醸 1800ml 37,000円 ～ 

・十四代 龍の落とし子 大極上生 700ml 21,000円 ～ 

・十四代 龍の落とし子 大極上生 1800ml 39,000円 ～ 

 

 

【焼酎・泡盛】 

 

◆参考◆焼酎・泡盛 https://linxas.shop/shochu/ 

 

・森伊蔵 18年熟成原酒 180,000円 

・百年の孤独 百年のボトル バカラボトル 500ml 105,000円 

・栗東 わすいせず 1800ml 80,000円 

・森伊蔵 1800ml 12,000円 

・森伊蔵 720ml 9,000円 

・森伊蔵金ラベル 720ml 9,500円 

・森伊蔵極上の一滴 11,500円 

・森伊蔵楽酔喜酒 30,000円 

・村尾 1800ml 5,000円 

・魔王 1800ml 4,000円 
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＜全国対応！LINE査定もOK。選べる３つの買取方法＞ 

 

■査定 

 

リンクサスの査定は 

【店頭での査定】【オンライン査定(LINE査定や公式サイトを利用した査定)】 

【電話査定】【LINEビデオ通話査定】など、様々な形からお選びいただけます。 

 

全国各地からお客さまのお好きなタイミングにお好きなスタイルで査定できるのが強みです。 

「家から一歩も出ずに査定→買取→現金化」そんな事も可能となるのがリンクサスの強みで

す！ 

 

■お酒買取リンクサスはお酒買取のプロ集団です。 

 

豊富なお酒の知識を持つスタッフをはじめ、常にお酒の買取市場の動向を 

チェックするスタッフなど、どのスタッフが対応しても質の高い査定・買取を実現しています。 

お酒への愛ならどこにも負けません！あなたの大切なお酒の素晴らしさを誰よりも高く評価

いたします。 

 

 

■買取 

 

リンクサスの買取は 

【店舗買取】 【宅配買取】 【出張買取】3つの中からお選び頂けます。 

 

【宅配買取】であれば全国各地から買取可能。※離島・沖縄県を除く（要相談） 

お客様から査定料や各種手数料、配送料などをご負担頂く事はございません。 

 

「やっぱり売るのはやめようかな。」そんな風に気が変わっても私達は請求いたしません。 

 

 

【これまで買取が行われたお酒】 

 

ウイスキー/ブランデー/ワイン/シャンパン/日本酒/焼酎/茅台(マオタイ)酒/老酒・・・ 

 

・お酒の種類や銘柄によっては空瓶の買取も受け付けております。 

・買取は 1本から対応していますのでお気軽にお声がけ下さい。 

・本店は横浜中華街近くなので中国人スタッフ多数！中国のお酒買取にも強いです。 
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【会社概要】 

 

【お酒買取専門店リンクサス】 

 

LINXAS株式会社 

 

代表取締役：李志超 

 

所在地：〒221-0822神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 1-6-1サクラピアビル 5F-D号室 

 

電話番号：045-594-6251 

 

FAX：045-577-0654 

  


