
株式会社トレード
〒156-0041 東京都世田谷区大原1-3-4

tel  03-6407-9459

フリガナ

お名前

ご依頼日(ご発送日)

郵便番号

ご住所

身分証明書類 ・運転免許証　・健康保険証　・パスポート　・その他（　　　　　　　　　　　）

※ご用意頂いた書類に丸印 ※証明書類は上記の住所が確認できる書類で、両面をコピー頂けますようお願いいたします。

ご連絡先(お電話番号)

e-mail

振込先（取り引き成立時必
要）

・偽ブランド品、コピー商品

・著しくコンディションの悪いお品物。　Ex)シミ、穴、破れ、経年変化による劣化、パーツ欠損等。

・日本正規代理店を通っていないインポート商品の一部。

・衣類、シューズ、バッグ、アパレル小物等以外のお品物。

・盗品、及びメーカー非公認のお品物。

・ノーブランド、又は現在の市場価値が極めて低いお品物。

※上記に該当するお品物は買い取りの対象外となりますのでご注意ください。

お客様情報

【お買取の出来ないお品物】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　曜日

〒　　　　　　　　ー

　　　　　　　　　ー　　　　　　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

振込先・金融機関　　　　　　　　　　　　銀行・信用金庫　　　　　　　　　支店
預金種目　当座・普通　口座番号

  　　　　尚、商品の到着が日、月曜日の場合は、定休日のため、火曜日の査定となりますこと　
　　　　をご了承下さい。　
　　　　ご面倒をおかけいたしますが何卒宜しくお願い申し上げます。

　　　　宅配買取サービス申込書

　　　　この度は弊社の宅配買い取りサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。

　　　【宅配買取の今後の流れ】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　①必要事項をご記入いただきましたこちらの用紙と、運転免許証や
  　　　 健康保険証等（有効身分証明書）のコピーをお品物と共にお送り下さい。

　　　②弊社に到着後速やかに査定させていただき査定結果をメールでお知らせいたします。　　　　　　　　　　　　　　　

　　　③査定結果にご了承いただけましたら指定口座へお振込させていただきます。
　　　　 また査定結果にご納得いただけなかった場合はご返却させていただきます。
　　　　 ※送金をもって買取成立とさせていただきます。成立後の変更、返却はいたしかねます。



ブランド名 アイテム名 数量 スタッフ記入欄

例) LOUIS VUITTON バッグ 1
□未使用品 □3年以内の購入品

購入時期[　　　　　    ]
□付属品あり
※ギャランティーカード等

□直営店購入品

購入先[ルイヴィトン○○店 ]
□その他アピールポイント

[　　　　　　　　　　　　　           　]

例) オールデン 革靴 1
□未使用品 □3年以内の購入品

購入時期[ 昨年購入 ]
□付属品あり
※ギャランティーカード等

□直営店購入品

購入先[　伊勢丹　　　　　  　]
□その他アピールポイント

[　　購入価格10万円程度       　]

1
□未使用品 □3年以内の購入品

購入時期[　　　　　    ]
□付属品あり
※ギャランティーカード等

□直営店購入品

購入先[　　　　　　　　 　 　　]
□その他アピールポイント

[　　　　　　　　　　　　　           　]

2
□未使用品 □3年以内の購入品

購入時期[　　　　　    ]
□付属品あり
※ギャランティーカード等

□直営店購入品

購入先[　　　　　　　　 　 　　]
□その他アピールポイント

[　　　　　　　　　　　　　           　]

3
□未使用品 □3年以内の購入品

購入時期[　　　　　    ]
□付属品あり
※ギャランティーカード等

□直営店購入品

購入先[　　　　　　　　 　 　　]
□その他アピールポイント

[　　　　　　　　　　　　　           　]

4
□未使用品 □3年以内の購入品

購入時期[　　　　　    ]
□付属品あり
※ギャランティーカード等

□直営店購入品

購入先[　　　　　　　　 　 　　]
□その他アピールポイント

[　　　　　　　　　　　　　           　]

5
□未使用品 □3年以内の購入品

購入時期[　　　　　    ]
□付属品あり
※ギャランティーカード等

□直営店購入品

購入先[　　　　　　　　 　 　　]
□その他アピールポイント

[　　　　　　　　　　　　　           　]

6
□未使用品 □3年以内の購入品

購入時期[　　　　　    ]
□付属品あり
※ギャランティーカード等

□直営店購入品

購入先[　　　　　　　　 　 　　]
□その他アピールポイント

[　　　　　　　　　　　　　           　]

7
□未使用品 □3年以内の購入品

購入時期[　　　　　    ]
□付属品あり
※ギャランティーカード等

□直営店購入品

購入先[　　　　　　　　 　 　　]
□その他アピールポイント

[　　　　　　　　　　　　　           　]

8
□未使用品 □3年以内の購入品

購入時期[　　　　　    ]
□付属品あり
※ギャランティーカード等

□直営店購入品

購入先[　　　　　　　　 　 　　]
□その他アピールポイント

[　　　　　　　　　　　　　           　]

9
□未使用品 □3年以内の購入品

購入時期[　　　　　    ]
□付属品あり
※ギャランティーカード等

□直営店購入品

購入先[　　　　　　　　 　 　　]
□その他アピールポイント

[　　　　　　　　　　　　　           　]

10
□未使用品 □3年以内の購入品

購入時期[　　　　　    ]
□付属品あり
※ギャランティーカード等

□直営店購入品

購入先[　　　　　　　　 　 　　]
□その他アピールポイント

[　　　　　　　　　　　　　           　]

11
□未使用品 □3年以内の購入品

購入時期[　　　　　    ]
□付属品あり
※ギャランティーカード等

□直営店購入品

購入先[　　　　　　　　 　 　　]
□その他アピールポイント

[　　　　　　　　　　　　　           　]

12
□未使用品 □3年以内の購入品

購入時期[　　　　　    ]
□付属品あり
※ギャランティーカード等

□直営店購入品

購入先[　　　　　　　　 　 　　]
□その他アピールポイント

[　　　　　　　　　　　　　           　]

13
□未使用品 □3年以内の購入品

購入時期[　　　　　    ]
□付属品あり
※ギャランティーカード等

□直営店購入品

購入先[　　　　　　　　 　 　　]
□その他アピールポイント

[　　　　　　　　　　　　　           　]

14
□未使用品 □3年以内の購入品

購入時期[　　　　　    ]
□付属品あり
※ギャランティーカード等

□直営店購入品

購入先[　　　　　　　　 　 　　]
□その他アピールポイント

[　　　　　　　　　　　　　           　]

15
□未使用品 □3年以内の購入品

購入時期[　　　　　    ]
□付属品あり
※ギャランティーカード等

□直営店購入品

購入先[　　　　　　　　 　 　　]
□その他アピールポイント

[　　　　　　　　　　　　　           　]

16
□未使用品 □3年以内の購入品

購入時期[　　　　　    ]
□付属品あり
※ギャランティーカード等

□直営店購入品

購入先[　　　　　　　　 　 　　]
□その他アピールポイント

[　　　　　　　　　　　　　           　]

17
□未使用品 □3年以内の購入品

購入時期[　　　　　    ]
□付属品あり
※ギャランティーカード等

□直営店購入品

購入先[　　　　　　　　 　 　　]
□その他アピールポイント

[　　　　　　　　　　　　　           　]

アピールポイントチェック欄

買取お品物リスト 買取査定合計金額：



・使わなくて保管していても年代経過や流行により価値が
　下がってしまうほどんどです。使わないなと思った時が1番の売り時です。

・せっかく良いお品物もシミやキズがあっては台無しです。
・衣類などは汚れがないかチェック、バッグや靴などはほこりを落として
　拭くだけでも印象が大きく変わります。

・ご購入時に付属されていた箱や保存袋、ギャランティカード、
　レシートなど付属品があることで印象は大きく変わります。
　※高級ブランド品で付属品がない場合、お取り扱いができないお品物もございます。

・お売りいただくお品物はもちろん単品でも問題ありませんが、
　複数のほうがより高価買取が可能です。
　単品でお申込されたお客様も他に使用されていないお洋服や
　バッグ、靴がございましたら是非ご一緒にお送りください。

・梱包キットに同封されている買取お品物リストをしっかりご記入いただく事で
　お品物の魅力をアピールしましょう。
　アピールポイントチェック欄の情報によって査定が大きくかわるかも。

査定アップの秘訣5箇条 

1 

2 

3 

4 

5 

もう使わない→その時が売り時です！ 

出来る限りお手入れをしましょう。 

付属品をお忘れなく！ 

単品よりも複数がお得！ 

リストをしっかり記入してアピール！ 
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