《 買取申込書 》
[ご記⼊⽇]

⻄暦

年

⽉

⽇

※当書類は開梱の際すぐ⾒える位置にお⼊れください

フリガナ

ご利⽤状況

⽒名
住所

(〒

－

電話番号
⽣年⽉⽇
E メール
アドレス

・当店のご利⽤経験なし⇒⃞

) ※建物名まで正確にご記⼊ください

（
昭和
平成

・当店のご利⽤経験あり⇒⃞

ご職業

）

年

⽉

⽇

歳

※20 歳以上からご利⽤いただけます

前回ご利⽤時と同じ E メールアドレスへの送信を希望する⇒⃞

＠
※携帯電話のメールアドレスの場合はパソコンからのメールも受信できるようご設定ください
前回ご利⽤時と同じ⼝座への振込を希望する⇒⃞

買取⾦
振込⼝座

フリガナ

フリガナ

銀⾏名

⽀店名

⼝座番号

ご送付箱数

(ゆうちょ銀⾏のみ)

番号

・返送を希望する⇒⃞

・査定額 TOP10 のみ希望⇒⃞
・ PDF で査定明細を希望⇒⃞

1 箱⇒⃞
(

記号

・当店での引取を希望する⇒⃞

買取不可品について

査定明細について

記号-番号

)箱⇒⃞

※ご返送希望の場合は未記⼊で結構です。
※ご返送送料はお客様負担となります。

※PDF で査定明細をご希望の場合、品数やジャンルによっ
ては通常査定よりも 1 週間以上の⽇数を要する場合がござ
います。また、査定額 100 円未満の物品はまとめて記載
させていただく場合がございます。

1 箱 10 点以上から送料無料です。ただし、1 箱当たりの平均査定額が 3,000 円未満の
場合、1 箱当たり 500 円を査定額から差し引かせていただきます。
（例︓5 箱送付→合計査定額 14,000 円→送料 2,500 円が査定額から差し引き）

(1)通常査定のお申し込み⇒⃞
・査定完了後、まずは E メールにて査定額をお知らせいたします。
・買取にご承諾いただけましたら、銀⾏ 2 営業⽇以内に⼊⾦⼿続きを実⾏させていただきます。

(2)スピード⼊⾦査定（買取に⾃動で承諾）のお申し込み⇒⃞

※⼊⾦時+200 円ボーナス

・お客様に査定額をお知らせする前に、⾃動で査定額の⼊⾦⼿続きに進みます。（⼊⾦後のキャンセルはできません）
・⼊⾦が完了しましたら、⼊⾦完了メールにて査定結果の内容も併せてお知らせいたします。
・査定額が【

】円以下の場合は《通常査定のお申し込み》に変更します。（任意でご設定ください）

(3)全品無料引取りのお申し込み⇒⃞

※買取⾦は⽀払われません

※以下の 2 項⽬にご同意のうえチェックマークをお付けいただいた場合にのみご利⽤いただけます。
（1）価値の有る物品と認識し、お客様の善意により《かうかうアジア》へ全品譲渡します⇒⃞

（2）廃棄処分品として認識した物品や、再販売ができないような状態の悪い物品ではありません⇒⃞

※こちらのお申し込みにチェック頂いた場合、最上部から E メールアドレスまでご記⼊いただければ結構です。

買取出来るもの・出来ないもの⼀覧
更新⽇／2022 年 4 ⽉ 23 ⽇

《買取出来るもの》
CD(⽇本版&輸⼊版全般)、DVD＆Blu-ray(⽇本版＆⾹港版＆台湾版&韓国版&インド版のみ)、書籍(⽇本版の
み)、写真集(⽇本版＆輸⼊版全般)、ゲームソフト&ゲーム機(⽇本版のみ)、コミック、テレカ、切⼿シート、
レンタル落ち、VHS(⾃⼰録画不可)、カセットテープ(⾃⼰録⾳不可)、パンフレット、トレカ、週刊誌、⽉刊
誌、⾳楽 VCD、切⼿バラ、コンサートグッズ(タオル、ペンライト等)、FC グッズ(会報、シーグリ等)、その
他応相談可能。

《無料引取対象品 ※送料お客様負担》
同⼀ CD、AKB グループの劇場版＆通常盤 CD、その他の無料引き取りご希望品
※同⼀ CD と有価品での送料相殺のご相談も可能です。
※送料節約のために販売店様から当店へ商品を直送したい等のご相談も可能です。

《相場が低く査定額も安くなりやすいもの》
週刊誌、⽉刊誌、コミック、⽂庫本、レンタル落ち、ベストセラーの本・ CD ・ DVD、⼀時期ヒットした俳
優・歌⼿・グループの商品、パンフレット、⼀番くじ

《買取出来ないもの》
アジア圏以外の DVD＆Blu-ray、映画＆ドラマ VCD、特典ポスター、⾒本盤(サンプル盤)、コンビニコミック、
百科事典、カタログ、地域冊⼦、教科書、同⼈誌、動作不良品、使⽤困難品、切り抜きされた雑誌、付録を
抜いた雑誌、カビ汚れ(点状のシミ)のある物、変⾊や⾊あせの強い物、タバコ臭など強い臭いがする物、汚れ
や動物の⽑の付着が多い物、破損のある家電や家具、コピー商品(偽造品)、ご⾃⾝で記録した VHS やカセッ
トテープ、重要付属物⽋落品、ご⾃⾝に所有権の無い物、不法⾏為にて取得した物、⽇本ビデオ倫理協会の
認定のないアダルト DVD、⽳あきテレカ、使⽤感や経年劣化が⽬⽴つ物
※買取出来ないもの⼀覧に掲載されているものが⼤半を締めている場合、査定をお断りし送料着払いでご返
送させていただく場合がございます。

ご送付前の確認事項 1/2(お客様保管⽤)
■本⼈確認書類のコピーの同梱について

(1) 『古物営業法施⾏規則第⼗五条』により、『住所、⽒名、職業及び年齢の確認』が義務付けられております。その
ため、本⼈確認書類のコピー、または、住⺠票の写しの同梱も忘れずお願いいたします。
(2) お送りいただいた本⼈確認書類につきましては、本⼈確認時のみに使⽤し、他の⽬的には使⽤いたしません。
(3) 本⼈確認書類につきましては、運転免許証、各種健康保険証、各種年⾦⼿帳、パスポート、住⺠基本台帳カード、
在留カード・特別永住者証明書のコピー、または、発⾏後 3 ヶ⽉以内の[住⺠票の写しの原本]がご利⽤いただけます
が、いずれも、公的機関が発⾏していて「住所・⽒名・⽣年⽉⽇」を確認出来るものに限ります。
(4) 本⼈確認書類のコピーの際は、裏⾯に記載がある場合は裏⾯のコピーもお願いいたします。
(5) 『買取申込書』に記載された情報と⼀致する本⼈確認書類をご⽤意ください。
(6) 健康保険証のコピーをご利⽤の際は、記号と番号の箇所が⾒えないよう隠してコピーしてください。

■発送について

(1) 当店ホームページの『買取申込』フォームからお申し込みいただければ集荷を⼿配いたします。
(2) 複数箱お送りいただく場合であっても、『買取申込書』と『本⼈確認書類のコピー』は各 1 部ずつで結構です。
(3) 10 点以上から送料無料です。但し、1 箱あたりの平均査定額が 3,000 円未満の場合は 1 箱当たり 500 円(税込)を査
定額から差し引かせていただきます。

■梱包について

(1) みかん箱やジュースの箱などどの様な箱でも結構ですので、できるだけ隙間が空かないよう適度なサイズの箱に詰
めてご送付ください。
(2) ⼩さな箱を複数箱お送りいただくと送料が過剰にかかり 1 箱当たりの平均査定額も下がってしまいますので、お客
様のご負担を減らすためにもなるべく⼤きな箱に⼊れて少ない箱数でまとめてお送りください。
なお、⼩さな箱の場合はガムテープやヒモで箱同⼠を外れないよう固く連結させることで 1 箱扱いとなります。
(3) 適切なサイズのダンボールをお持ちでない場合、ホームセンターや最寄りの運送会社(郵便局、ヤマト運輸)でご購
⼊ください。ご購⼊時レシートをお品物と⼀緒にお付けいただければ⼊⾦の際に補填させていただきます。
(4) 商品が箱内で動いてしまうと、商品が傷んで査定額に響いてしまう場合もございますので、商品が箱内で動かない
よう、新聞紙等で隙間を埋めていただくことをオススメいたします。
また、軽くて潰れやすい商品は横に寝せて重ねると潰れてしまいますので、⽴てた状態で箱詰めしていただくか、
箱内のなるべく上の⽅に⼊れていただくことをオススメいたします。

■査定結果報告について

(1) 査定完了時や⼊⾦完了時には、ご指定のメールアドレスへメールを送信させていただきますので、商品ご送付後は
定期的に受信メール BOX をご確認下さい。
(2) ご送付後 5 ⽇経過してもメールが届かない場合、『迷惑メールボックス』に⼊ってしまっている可能性もございま
すので、その際は『迷惑メールボックス』の中もご確認ください。

■銀⾏⼝座について

(1) お申込者⽒名と異なる⼝座名義への⼊⾦は出来ませんので、予めご了承ください。
(2) 商品の代理売却は出来ませんので、必ずお申込者様の⾃⼰所有物のみご送付ください。

■売りたいものが買取可能かどうかご不明な場合について

お問い合わせフォーム、または E メールにてお問い合わせいただければ 2 ⽇以内に回答させていただきます。
お問い合わせいただく際は、写真データをメールにご添付いただけると、より具体的な回答が可能となります。

ご送付前の確認事項 2/2(お客様保管⽤)
■同⼀ CD を複数点お売りいただく場合

(1) バーコード番号が同じ CD(Ver.違いは除く)が複数点ございますと、それぞれ同⼀ CD 扱いとなります。
(2) 劇場版 CD や通常盤 CD など同⼀ CD につきましては、無料引取サービスのみのご提供となります。但し、事前のご
連絡が必要ですが、まれに買取が出来る商品もございますので、買取をご希望の場合は事前のご相談も可能です。
(3) 同⼀ CD ご送付の際の送料につきましてはお客様負担となります。但し、事前のご連絡が必要ですが、同⼀ CD 以外
の有価物との送料相殺、販売店様からの直送希望などのご相談も可能です。

■未開封の商品をお売りいただく場合

未開封品も買取可能です。但し、防犯上の理由により、場合によってはレシート、納品書、購⼊履歴画⾯のコピー、注
⽂完了メールの全⽂コピー、LINE のキャプチャコピーなど、ご購⼊の証明となりうる何らかの書類や写真データのご提
出をお願いする場合がございます。⼀⽅で、コレクション性の⾼い物やグッズ類、または、輸⼊品の場合はその商品の
特性上、未開封のままでも社会通念上の違和感はございませんので、特に購⼊証明書類のご添付は不要です。

■サイン⼊り商品をお売りいただく場合

偽造サイン流通防⽌のため、『サイン会場名(地域)』『サインされた年⽉⽇』『サイン者名』など、出来るだけ具体的
に明記してください。明記されていないサインにつきましては評価も加算もされませんので予めご了承ください。

■初回ご利⽤の場合やご⾃宅以外からご送付いただく場合について

(1) 初回ご利⽤の際は、居住確認のためにご⾃宅へ確認書類を郵送させていただきます。
また、ご⾃宅以外からご発送いただく場合や、ご⾃宅以外への集荷の場合も同様に、ご住所確認書類をご⾃宅へ郵
送させていただきます。
(2) ご住所確認の書類到着までに⽇数を要しますので、スムーズなお取引をご希望の場合、事前に本⼈確認書類の画像
データをメールに添付してお送りいただければ、商品到着前であっても確認書類を郵送することが可能です。

■20 歳未満のお客様について

(1) 当店は 20 歳以上からご利⽤いただけます。20 歳未満の⽅で当店の利⽤をご検討いただいている場合、保護者様に
全品譲渡したうえで、保護者様ご⾃⾝が当店をご利⽤ください。

■キャンセルについて

(1) 商品をお送りいただく前でしたら、いつでもご利⽤のキャンセルが可能です。
(2) 商品が当店に到着してからのキャンセルにつきましては、送料着払いにてご返送させていただきます。
(3) 査定額にご承諾いただけなかった場合につきましては、送料着払いにてご返送させていただきます。

■査定結果報告後のお預かり期間について

当店でのお預かり期間は査定結果報告メール送信後 1 週間までとさせていただきます。1 週間を超えてご返信をいただけ
なかった場合、送料着払いにて全品ご返送とさせていただきます。

《下記住所へご送付ください》
〒306-0313
茨城県猿島郡五霞町元栗橋 1423-2
かうかうアジア

