
★ポイント　ブランド コンシェルなら買取させていただける商品が多いほど買取額UP!　ご不要な商品はまとめてお送りください！

買取成立の場合 >>ご指定の口座にお振込みさせていただきます。　キャンセルの場合 >>送料当社負担で返却させていただきます。買取成立の場合 >>ご指定の口座にお振込みさせていただきます。　キャンセルの場合 >>送料当社負担で返却させていただきます。

指定運送会社

ヤマト運輸（※当社提携運送会社）
※運送会社の保険につきましては
　ご利用の運送会社にお問い合わせください。

①宅配買取マイページにご登録ください。（https://brand-concier.com/mypage/login.php）
　登録後ログインしていただき、
　現住所が確認できる身分証画像をアップロードしてください。
②お売りになるお品物・送り主様記入票（この用紙）を梱包してください。
③マイページより「自分で発送申込」を選択いただき、
弊社指定の集荷をご利用の上、発送してください。
④到着しましたら、ご指定の方法で査定のご連絡をいたします。

発送日 : 　　　　年　　　月　　　日宅配買取の手順

0120-996-295
takuhai@brand-concier.com（返信にはお時間をいただく場合がございます）

ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください。

10:00～19:00 電話受付時間

※お電話での時間指定は10時～19時の間をご指定ください。備考（ご連絡可能時間帯など）

送り主様記入票

口座名義人口座番号

預金種別

お名前

ご住所

お振込み先

生年月日 性別

年　　　　月　　　日  満（　　　）歳

（　 普通　 当座　 貯蓄　）

都・道
府・県

銀行
信用金庫

本店
支店
出張所

市・区
群

男  ・  女
フリガ ナ

フリガ ナ

西暦

※ゆうちょ銀行の方は支店名に3桁の店番をご記入ください。

メールアドレス ご連絡方法
電話  ・ メール

身分証明書画像のアップロードはお済みでしょうか？  □

商品点数合計 点

身分証 ご職業□ 運転免許証　□ 運転経歴証明書　□ パスポー卜　□ 住民基本台帳カード
□ 健康保険証　□ 在留カード　□ 特別永住者証明書　□ 個人番号カード

□ 会社員　□ 自営業　□ パート・アルバイト　□ 主婦
□ 大学生　□ 専門学生　□ その他（　　　　　）

電話番号（携帯OK）

売買の目的 □貯蓄　　□趣味・娯楽　　□生活費　　□借入金返済
□遺品整理　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）

お客様ご自身（法人含む）の所有物でない場合、下記の必要事項をご記入ください。
□ お客様の所有物ではないが、（お名前：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄：　　　　　　　　）から売却の委任を受けている。※1
□ お客様の所有物ではないが、売却する適正な権限を有している。※2
※1 買取金額が200万円を超える場合、委任状及び委任者の身分証明書コピーが必要になります。この場合は、当社から別途ご連絡いたします。
※2 破産開始決定通知書などの売却権限を有することが分かる書類または資料のコピーを同梱してください。

買取りできない
商品について □当社処分希望　　□返却希望

※身分証明書と同一の住所をご記入ください。

東京
トウキョウト

108　0075
ミナト コウナン　　　　 　　  　   シナガワ

港 港南1-2-70　品川シーズンテラス 28F

銀座

2018 10 1

ぶらんど 太郎
ブ ラ ン ド  タ ロ ウ

1970 7 8 43

三菱UFJ

takuhai@brand-concier.com

0123456

090 1234 5678

ブランドタロウ

1

記入見本例

個人情報の取扱いについて

※お品物をお送りいただきますと、「宅配買取サービス利用規約」（https://brand-concier.com/takuhai-kaitori/riyoukiyaku/）にご同意いただいたものとみなします。

※下記の個人情報の取扱いに関する事項をご確認いただき、同意される方は必要項目をご記入ください。

１.当社は、お客様の個人情報を以下の目的で利用します。
 （１）当社サービスご利用の場合
  商品の査定・買取・販売・修理／店舗来店予約／各種会員登録／各種メルマガ登録／オークショ

ンにおける売買／当社、バリュエンスホールディングスグループ会社又は当社と提携する他社
サービス案内／各種キャンペーンの応募／マーケティング調査及び分析のため

 （２）当社へのお問合せの場合
  お問合せへの対応、当社からのご連絡のため

 （３）当社への求人応募の場合
  採用選考及びその結果通知のため

２.個人情報の第三者提供及び取扱いの委託
 本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供することはあり
ません。また、取得した個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合、当社の個人情報保護基準を
満たす業務委託先を選定して委託を行い、委託後も委託先に対して定期的な調査等の確認を行います。

３.開示対象個人情報の開示等及び問い合わせ窓口
 本人からの求めにより、当社が本件により取得した開示対象個人情報に関する利用目的の通知、開
示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去又は第三者への提供停止のご請求及び個人情報に
関する苦情・ご相談を承ります。問い合わせ窓口については、https://www.valuence.inc/japan/privacy/
にてご確認ください。なお、お問合せいただいた個人情報につきまして、法令等の規定により個人
情報を開示できない場合や当社が設定する保管期間を過ぎた場合については、回答に応じること
ができませんのであらかじめご了承ください。

４.個人情報記入にあたっての注意事項
 個人情報の記入は任意ですが、必要事項を正確に記入いただけない場合には、お問合せへの対
応又はお客様へのご連絡、お客様へのサービス提供ができませんのでご注意ください。

バリュエンスジャパン株式会社
 個人情報保護管理者／取締役

制定：2020年3月1日
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

お送りいただける商品情報を下記の一覧にご記入お願いいたします。
※商品詳細を記載していない商品は補償対象外になりますので、必ずご記入ください。

番 号 商 品 名 個 数 備           考

例 1ロレックス　サブマリーナー　時計

次のページへ進む場合はチェックしてください


