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≪報道関係各位≫ 

《DJI 正規代理店・DJI 認定ストア千葉を運営する企業》 

RECYCLE POINT TOKYO 株式会社 

ドローン・ロボット社会における電子機器の中古品流通の専門商社、RECYCLE POINT TOKYO 株式

会社（本社: 東京都八王子市、代表取締役: 呉 利輝、以下 リサイクルポイント東京）は、3 月 1 日か

ら 3 月 31 日にかけて、リサイクルポイント東京が運営するドローン専門 EC サイト「TOHASEN STORE

（トハセンストア）」にて、ドローン利用者の拡大を目的とした“iPhone 下取り”を実施します。

MM 総研による「2017 年の国内携帯電話端末、メ

ーカー別出荷台数シェア」（2 月）調べによると、ア

ップル社が 6 年連続 1 位、シェア 41.7％と圧倒的な

強さです。日本国内におけるドローンは、産業領域

においては利用が進んでおりますが、民間領域では

まだまだ発展途上と考えます。リサイクルポイント

東京は、このたび、2011 年より実施している中古携帯端末の買取・販売のノウハウを活かし、民間にお

いてシェアが高い iPhone の下取りにて、新品ドローンを購入できる機会を創出したいと考えました。

iPhone8（256GB）ならば 31,860 円、iPhoneX（256GB）ならば 47,520 円で下取り（3 月 1 日現在）し、

新品ドローンの価格から値引きします。さらに、業界初の試みとして、DJI ドローンと iPhone の「セッ

ト下取り」も行い、高額な産業用ドローンの買い替え促進の一助になればと考えます。

≪中古ドローン下取り価格／2018 年 3 月 1 日現在≫ 

商品名 下取り価格（税込) 

PHANTOM1 5,000 

PHANTOM2 5,000 

PHANTOM3 Standard 10,000 

PHANTOM3 Advanced 15,000 

リサイクルポイント東京、ドローン利用者の拡大を目指し 

“iPhone 下取り”で新品ドローン割引 

業界初、DJI ドローンと iPhone の「セット下取り」も割引対象に 

自社オンラインストアで受付 3 月 31 日まで 

キャンペーン特設ページはこちら：https://tohasen.com/index.php?dispatch=pages.view&page_id=120
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PHANTOM3. Professional 20,000 

PHANTOM4 25,000 

PHANTOM4 ADVANCED 30,000 

PHANTOM4 ADVANCED+ 40,000 

PHANTOM4 PRO (Obsidian 含む) 45,000 

PHANTOM4 PRO+ (Obsidian 含む) 55,000 

MAVIC PRO 30,000 

MAVIC PRO PLATINUM 45,000 

INSPIRE1 V2.0 75,000 

INSPIRE1 PRO/RAW ※別途 お見積もり

※下記状態のドローンは下取り対象外となります

１）大破（部品取りされている、外装に割れがあるなどして、持ち上げると部品が脱落してしまうもの）した本体

２）水没した本体/バッテリー。割れや膨らみなど大きく変形したバッテリー

≪中古 iPhone 下取り価格／2018 年 3 月 1 日現在≫ 

商品名 下取り価格(税込) 

iPhone5 ¥1,080

iPhone5C ¥1,296

iPhone5S ¥3,780

iPhone6 ¥6,480

iPhone6 64/128GB ¥7,020

iPhone6 plus ¥9,180

iPhone6 plus 64/128GB ¥9,720

iPhone6S ¥9,720

iPhone6S 64/128GB ¥10,800

iPhone6S plus ¥12,420

iPhone6S plus  64/128GB ¥14,040

iPhone7 ¥19,440

iPhone7 128/256GB ¥21,060

iPhone7Plus ¥27,000

iPhone7 plus  128/256GB ¥28,080

iPhone8 ¥30,240

iPhone8  256GB ¥31,860

iPhone8 plus ¥38,880
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iPhone8 plus  256GB ¥40,500

iPhoneX ¥45,900

iPhoneX  256GB ¥47,520

iPhoneSE ¥5,616

※下記状態の iPhone は下取り対象外となります

通電不可、バッテリー膨らみがあり、正常動作不可、液晶割れ、表面ガラスヒビ、アクティベーションロックの掛かっているもの 

なお、新品ドローンを一台の購入につき、DJI ドローンと iPhone 各一台までの下取りとし、下記のよう

な３つのパターンで購入頂けます。 

【業界初】パターン①：DJI ドローン 1 台＋iPhone1 台を下取り→新品ドローン 1 台を購入 

パターン②：DJI ドローン 1 台のみを下取り→新品ドローン 1 台を購入 

パターン③：iPhone1 台を下取り→新品ドローン 1 台を購入 

■ドローン下取りの傾向について／リサイクルポイント東京 代表取締役 呉 利輝コメント

「お客様から古くなったドローンを下取りしてほしいという要望が昨年度から増えてきました。そん

な中、“ドローンの価格が高く、商品サイクルも早いため、新商品が発売してもキャッシュフローがきつ

い”といったようなコメントをお客様から頂いておりました。そのため、少しでもお客様の負担を減らす

ために下取りプログラムを提供することになりました。このたび、ドローンユーザーには使用率の高い

iphone もセットで下取りをし、お客様の最新型ドローンの購入にお役に立てばと考えています。」 

■リサイクルポイント東京が運営する「DJI 認定ストア千葉店」について

「DJI 認定ストア千葉店」は、2017 年 12 月 15 日より、セブンパークアリオ柏にオープンした、ショ

ッピングセンター初のドローン店舗です。このたび、3 月 1 日より、DJI ドローン下取りプログラムを開

始します。 

※「DJI 認定ストア千葉店」では iPhone 下取りはしておりません。ドローン EC サイト「TOHASEN

STORE」でのみ取り扱いしています。 

場所：千葉県柏市大島田 1 丁目 6 番地 1 セブンパークアリオ柏 3F 

営業時間：10 時~21 時 



ドローン中古市場のリーディングカンパニーを目指す 

2018年 3月 1日 

本件に関するお問い合わせ | RECYCLE POINT TOKYO株式会社 広報担当：高橋 

TEL 042-662-7881 E-mail：pr@recyclepoint.com 

NEWS RELEASE 

■リサイクルポイント東京について

ドローンやロボットの普及とともに、共に生まれる新市

場を展開する企業に向けてドローンに特化したソリュー

ションを提供する専門商社です。DJI 正規代理店として活

動しながら、今まで培ってきた iPhone の買取・販売・修

理技術を生かしたドローンのメンテナンス、中古品の売買

を強みとしています。現在、シンガポールに籍を置くグル

ープ会社と連携し、新品や中古品をアジア、中東、アフリ

カ地域など世界各地の需要国へと供給し、アジア地域 No１グループの実現を目指しています。

また、2016 年よりドローン専門 E コマースサイト「TOHASEN STORE」をオープン。DJI 社のドロ

ーン以外にも複数のドローンメーカーの商品も取り扱い、産業用ドローンから民生品ドローンまで幅広

い商品を取り扱っています。 

企業名：RECYCLE POINT TOKYO 株式会社 

代表取締役：呉 利輝 

本社：東京都八王子市千人町 1-5-15 ライオンズプラザ西八王子 108 

設立：2009 年 8 月 

資本金：800 万円 

ホームページ：http://www.recyclepoint.co.jp/

以上 

ドローン EC サイト「TOHASEN STORE」 

https://tohasen.com/index.php 

http://www.recyclepoint.co.jp/
https://tohasen.com/index.php



