


幼児英語教材をリサイクルで上手に買うための７つのコツ！！

有限会社 Swing Kids

コツその１：まずは新品のパンフレットをチェックしよう！

ディズニーの英語システム（ＤＷＥ）など幼児英語教材のご購入を検討されて
いる方へ。まずは新品のパンフレットをお取り寄せください。新品のパンフレッ
トを見ることで、「最新の幼児英語教材が一体どのようなものなのか」といった
理解が深まるはずです。どの幼児英語教材も決してお安いものではありません。
商品をよくご理解した上でのご購入をおすすめいたします。

新品のパンフレットを取り寄せよう！

ディズニーの英語システム（ＤＷＥ）など幼児英語教材を購
入する前に、必ず新品のパンフレットを取り寄せてください。
新品を購入するにしても、リサイクル品を購入するにしても、
やはり購入予定の商品について最も詳しい資料に目を通して商
品に関する知識を深めることは非常に大切なことです。

どんな教材が含まれているのかをチェックしよう！

新品のパンフレットを取り寄せたら、幼児英語教材の内容を
確認してください。お子様に必要と思われる商品に赤ペンで印
を付けるなど、欲しい商品を分かりやすくしておくと良いでし
ょう。新品は通常フルセット販売が基本ですが、リサイクル品
であれば単品販売を行っている場合もあるため、欲しい商品を
分かりやすくしておけば、欲しい商品だけ手に入れることがで
きます。もちろん、私ども“Swing Kids”は単品販売を行っ
ています。

お子様の年齢に合わせて何を買うか決めよう！

幼児英語教材はお子様の年齢ごとに様々なものが用意されて
おり、お子様の年齢に合わせて必要な教材選ぶことが大切です。
まずは新品のパンフレットを見て、お子様の年齢に合わせた教
材選びをおすすめいたします。その後、選んだ商品を新品で購
入するのか、リサイクル品で購入するのか決定するのが良いで
しょう。
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幼児英語教材をリサイクルで上手に買うための７つのコツ！！

有限会社 Swing Kids

コツその２：リサイクルで少しでも安くて良いものを購入しよう！

新品のパンフレットを見て「最新の幼児英語教材が一体どのようなものなの
か」理解を深めた後は、リサイクルショップで「どの商品」が「いくら」で販売
されているのかを確認することをお奨めいたします。もちろん私ども“Swing
Kids”にも一度ご連絡ください。新品とリサイクル品の価格差にきっと驚かれる
はずです。時にはなんと新品がリサイクルショップで販売されていることもあり
ますから、ぜひ一度お問い合わせしてみて下さい。

新品の英語幼児教材を購入する前に一度は問い合わせてみよう！

幼児英語教材のご購入を検討されているのであれば、必ず一度
はリサイクルショップにお問い合わせされた方が良いでしょう。
私、南條も息子のためにディズニーの英語システム（DWE）を
購入した親の１人ですが、正直に「リサイクル品があるのならそ
ちらを利用したかった」と思うぐらいに高価なものでした。時に
はリサイクルショップにも新品が販売されていることもあり、ぜ
ひ一度リサイクルショップへお問い合わせください。

単品販売が可能なリサイクルショップを見つけよう！

幼児英語教材は、すでにお話したようにお子様の年齢に合わせ
て商品を選ぶことが大切です。（コツ１STEP3 参照）新品は通
常フルセット販売が基本ですから、単品販売を行っているリサイ
クルショップを見つけて、無駄な買い物をしなくて済むようにす
ることも大切です。

欲しいものだけを“良い状態”で手に入れよう！

単品販売が可能だからといって、幼児英語教材を必ずしもリサ
イクルショップで購入する必要はありません。リサイクルショッ
プによっては状態の悪い商品を相場（コツ３STEP１）以上の価
格で販売している場合もあります。その点新品には状態の優劣が
ほとんどありません。しかし、“Swing Kids”では、できる
だけ状態の良いリサイクル品を販売できるよう努力しております。
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幼児英語教材をリサイクルで上手に買うための７つのコツ！！

有限会社 Swing Kids

コツその３：リサイクル品の相場を把握しよう！

リサイクルショップで取り扱っている商品はいわゆる「相場」によって価格が
付けられています。「相場」とは「高過ぎず安過ぎず」といった価格のことです
が、時にはこの相場を全く無視した価格をリサイクルショップが商品に付けてい
ることがあるため、注意しなければなりません。「高過ぎる商品」と「安過ぎる
商品」に疑いの目を持つためにも、リサイクル品の相場を把握することをお奨め
いたします。

オークションサイトなどで相場をチェックしよう！

ディズニーの英語システム（DWE）など幼児教材のリサイク
ル品を購入するのであれば、リサイクル品の相場を把握するこ
とが大切です。「相場」とは「高過ぎず安過ぎず」といった価
格のことですが、「高過ぎる商品」と「安過ぎる商品」に疑い
の目を持つことで賢く買い物をすることができます。

リサイクル品の相場は主に「ネットオークション」で決めら
れており、言わば「ネットオークションの落札価格が相場」と
言っても良いでしょう。オークションサイトを確認しながらお
目当ての幼児英語教材の相場を把握し、より賢いお買い物がで
きると良いですね。

安すぎる教材＆高すぎる教材には注意しよう！

ネットオークションでお目当ての商品の相場を把握したら、
今度は実際にリサイクルショップを覗いてみましょう。ディズ
ニーの英語システム（DWE）など幼児英語教材を取り扱ってい
る街のリサイクルショップは意外にもあまり多くありません。
しかし、インターネット上では最近少しずつ増えてきています。

まずはお目当ての商品がネットショップで実際に相場通りに
販売されているかをチェックしてみましょう。その時、相場と
比べてあまりにも高過ぎる商品があれば「新品」もしくは「ぼ
ったくり品」である可能性が高く、また、安過ぎる商品であれ
ば「状態のあまりに悪い商品」と言えます。商品状態と価格を
丁寧に見比べることが大切です。
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幼児英語教材をリサイクルで上手に買うための７つのコツ！！

有限会社 Swing Kids

コツその４：ネットオークションでの落札には注意しよう！

ネットオークションの出品者は私ども“Swing Kids”のような「会社」もあ
れば、「個人さん」もいるなど様々です。そこで、ネットオークションで落札を
する前に必ず出品者の評価を確認することをお奨めいたします。ネットオークシ
ョンを通じたトラブルを未然に防ぐためにも信用できる出品者からのみ商品を落
札するようにしましょう。

値段の吊り上げ＆出品者の自己入札などに気をつけよう！

ネットオークションの価格は入札という行為をすることで誰
でも参加することができます。中には商品をオークションに出
品した本人が自分の商品を少しでも高く落札してもらおうとし
て、自ら入札し価格を吊り上げることもあります。商品の状態
と価格をよく見比べてその価格が相場であるかどうか判断した
上で入札することが大切です。

出品者の評価は必ずチェックしよう！

ネットオークションでの落札は時に掘り出し物を安値で手に
入れることができる反面、落札者と出品者との間でトラブルが
起きる可能性もあります。「落札者のもとに商品が届かないこ
と」や「届いた商品が落札者のイメージと異なる」など、その
トラブルの内容は様々です。出品者が信用できるかどうかを必
ず「出品者の評価」で確認した上で落札することが大切です。

そうしたことからも、特に出品者が「新規」もしくは「代理
出品」の場合は特に注意が必要となるでしょう。

出品されている教材の状態（欠品＆破損など）をチェックしよう！

ネットオークションに出品されている商品は、商品の状態が
詳しく説明されていないことが多く、分からないことがあれば
出品者に直接問い合せするなどすると良いでしょう。

私ども“Swing Kids”はどの出品者にも負けないぐらい分
かりやすく詳しい説明を実践しています。
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幼児英語教材をリサイクルで上手に買うための７つのコツ！！

有限会社 Swing Kids

コツその５：リサイクルショップのＨＰもチェックしよう！

ディズニーの英語システム（ＤＷＥ）など幼児英語教材は、私ども“Swing
Kids”のような会社のホームページでも購入することができます。ホームページ
にはネットオークションに出品されていない商品も数多く掲載されていますし、
ネットオークションのような価格の吊り上げもないため、ホームページの方が安
く買える商品も数多くあります。商品を購入する時には必ずホームページをご覧
いただくことをお奨めいたします。

充実した商品から欲しい商品を欲しい時に納得価格で手に入れよう！

ネットオークションでは、あまりにも同様の商品が出品され
過ぎると、全体的に落札価格が下落してしまうため、出品者側
の事情として出品数を限定してしまいます。そのため、ネット
オークションに出品されている商品数はごく限られたものとな
っています。それに対して、リサイクルショップが運営してい
るホームページには、そのショップが持っている商品を出し惜
しみすることが少ないため、ネットオークションよりも充実し
た品揃えとなっています。

私ども“Swing Kids”では、市場の適正価格（いわゆる相
場）で販売しておりますので、それほどネットオークションと
の価格差はありません。私どものホームページでお目当ての商
品がもし見つかれば、ぜひお買い求めいただくことをおすすめ
いたします。ネットオークションとは異なり、オークション終
了時間を待つことなく、欲しい時にお買い求めいただけること
も魅力です。

手数料がかからない！

ホームページは手数料がかからないことが魅力です。例え、
ネットオークションで安く落札できたとしても、もし落札者が
手数料をサイト運営者に支払うのであれば、結果としてホーム
ページで購入するよりも高くなることがあります。

ネットオークションで落札するとしても、手数料を出品者と
落札者のどちらが支払うのか確認しておくと良いでしょう。
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幼児英語教材をリサイクルで上手に買うための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リサイクル品であっ
ても、決して安いものではありません。折角高価な商品を購入するわけですから、
「できるだけ良い状態のまま」手に入れたいものです。しかし、時には運送会社
の不注意によって商品が破損することもあり、その時「販売者どういった対応を
してくれるのか」をきちんと確認されることをお奨めいたします。

商品の「発送日」と「到着日＆到着時間」を必ず確認しよう！

幼児英語教材のリサイクル品に限らず、インターネット販売
では販売者と購入者がお互いの顔が見ずらくなってしまい、ど
うしても販売者と購入者の関係が希薄になりがちです。そうし
た希薄な関係の中で起こり得てしまいがちなトラブルが商品輸
送時のトラブルです。

具体的には、「商品が届かない」「届いた商品が破損してい
た」「商品が行方不明になる」など様々です。そこで、こうし
たトラブルを未然に防ぐために、購入者も積極的に販売者と密
な連絡を心掛けることが大切です。商品発送の際には必ず「発
送日」と「到着日＆到着時間」を必ず確認するよう心掛けまし
ょう。

発送の伝票番号を控えておこう！

「商品が行方不明になる」などは、通常ではとても考えられ
ないことですが、インターネット販売の場合には稀に起こりえ
ます。荷物の紛失を防ぐためにも「伝票番号」をきちんと控え、
今荷物がどこにあるのかを把握するようにしましょう。

輸送時に商品が破損した時などの販売者の対応を確認しよう！

どんなに梱包に注意を払っても、時には商品が破損すること
があります。そうした際、販売者がどのように対応してくれる
のかきちんと確認しておくようにしましょう。ＳＷＩＮＧ Ｋ
ＩＤＳではもちろん商品のお取替えを行っております。
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幼児英語教材をリサイクルで上手に買うための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
も購入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購入する時
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。

信頼できる業者からの購入をおすすめします！

今年の３月にインターネットでディズニーの英語システムの
リサイクル品を買いました。ところが、中を開けてみると足り
ないものがいくつかあり、業者に問い合わせたところ「そんな
ことは決してあり得ません」と言われ、泣く泣くあきらめるし
かありませんでした。たまたまフルセットではなかったため、
それほど大した金額にはなっていませんが、これからはきちん
と対応してくれる業者を選択する必要があると思いました。

（埼玉県 大山さん）

リサイクルショップで新品の教材を手に入れちゃいました！

先日、インターネットでＳＷＩＮＧ ＫＩＤＳのサイトを見
ていると、なんと新品の教材が販売されていて、思わずその場
で即買いしてしまいました。ちょうど子供に英語を学ばせたく
てお目当ての教材をできるだけ安く購入しようと思っていた時
だったのでとてもラッキーでした。

よく考えたらリサイクルショップって新品でもお客さんが売
りに来ますもんね。これからもよろしくお願いします。

（東京都 原田さん）

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！

インターネットには本当に沢山の体験記が載ってますよ。
（大阪府 前田さん）
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幼児英語教材をリサイクルで上手に買うための７つのコツ！！
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“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ご購入いただける会社」を目指して参りました。

私もかつては息子のために高価な幼児英語教材を購入した親の１人です。「幼
児英語教材を少しでもお安く１人でも多くの方にお届けしたい」との想いから会
社を設立いたしました。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。

ホームページで販売している商品は市場の適正価格を守っています！

ご購入いただいた商品に不足品があれば即補充します！

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！

購入後１週間以内の返品・キャンセルを受け付けています！

無駄なもの購入しなくて済むように単品販売を行っています！

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！

ＰＯＩＮＴ１
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POINT4

POINT5

POINT６

POINT７POINT７

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購入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上手に買うための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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