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〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-9-4
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専用フリーダイヤル　　　  0120-99-8335
FAX：03-6735-2108
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ご提出コイン情報 ※ご不明な部分は未記載で構いません

※チェック及びご署名は必須項目です

グレーディングサービス申込書
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      グレーディング
もっとも一般的なサービス

リホルダー
新しいスラブに入れ直したい

1

2

3

クロスオーバー
他社のケースに入れ替えたい

日

☎お電話番号 ☎FAX番号

日中ご連絡先お電話番号
メールでのご連絡をご希望の場
合は「メール」とご記入ください

フリガナ
ご住所

お客様番号 フリガナ
お名前

月年

いずれか選択

E-mail：

     NGC

コイン保守サービス

ご希望のサービス
いずれかひとつをお選びください

ご希望の提出グレーディング会社
いずれかをお選びください      PCGS

希望する
※申告額の５％(最低２,５００円）

コインの特徴・テーマ
or その他特記事項 お客様申告評価額※No. 発行国 発行年 額面 素材

※必ず裏面の規約をお読みになり、
　チェックボックスへの☑と ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒    
　ご署名をお願い致します ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒
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￥

￥
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ラベルに初期発行品であることを
示す記述を希望できます

付着物や変色を取り除く
クリーニング・サービスです

※通常より時間と料金がかかります

初期発行認定ラベル
「First Strike」「Early Release」「Early Strike」など

希望する
※記述が付いたお品の数 ×５,０００円

ご署名

※ 「お客様申告額」はグレーディング会社により予告なく修正される場合があります。

グレーディング後のご希望
いずれかをお選びください

オークション出品        店頭受け取り
   郵送

送料７００円(離島別料金)

お預かり点数 点

￥

￥

裏面の利用規約に同意の上、申込みます。



グレーディング提出代行サービス ご利用について
泰星コイン株式会 社（以下「当社」といいます）は、PCGS 社及び NGC 社のグレーディング 提出代行サービス利用規約（以下「本規約」といいます）の条件に従い、日本国内においてグレーディング 代行サービス 

（以下「本サービス」といいます）の受託をいたします。本サービスをご利用になる方（以下「ご利用者様」といいます）は、本サービスのご利用に先立ち、本規約をよくお読みになり、内容についてご承諾をお願いいたします。本サービスのお申し
込みをいただいた場合、本規約にご承諾いただいたものとみなします。 

【ご利用条件とお申込み方法】
・ 本サービスの利用は、日本国内に居住されているコインクラブ会員の方のみに限定させていただきます。
・ お申し込みの際は、お電話にてご相談いただいたうえで「グレーディング提出代行サービス お申込書」の必要事項にもれなく記載いただき、本サービスを受けるコイン（以下「依頼品」といいます）と一緒に当社へお持ち込みいただくか、所定の

方法にてご送付ください。
・ 依頼品のご返送先は日本国内のみとなります。
・ 依頼品はご利用者様所有のものに限らせていただきます。第三者から委託されたコインは本サービスをご利用頂けません。
・ 当社宛の依頼品の送付は追跡番号の付与される宅配便をご利用いただき、品名には “ メダル収集品 ”と記載することを推奨しております。送料はご利用者様負担とします。（宅配業者によっては貴金属の輸送に対応しておりません。詳細は 

各配送業者までお問い合わせください。）
・ 配送中の事故（天災地変、法令の制定改廃、交通事故、公権力の行使に基づく処分、輸送機関の事故、労働争議、その他）による紛失・盗難による賠償は、ご利用の配送業者の規程によるものとし、当社は何ら損害を賠償する義務を 

負わないものといたします。
・ 当社に到着した依頼品は、当社担当者が確認させていただきます。その結果、依頼品の状態や種類によっては、本サービスのご利用をお受けできない場合がございます。この場合、当社からご利用者様にご連絡の上で、着払いにて依頼品を 

ご返送いたします。ご返送時の紛失・盗難・破損・滅失などによる損害につきまして当社は責任を負わないものとします。なお、サービス利用料は発生いたしません。
・ 本サービスのご利用が可能と判断した依頼品のみ、当社からご利用者様指定のグレーディング会社へ作業依頼をいたします。依頼品について本サービスのご利用をお受けする場合には、「預り書」を発行いたします。複数の依頼品を 

お申し込みいただいた場合、依頼品ごとに本サービスご利用の可否も合わせて記載しておりますので、内容をご確認いただき、依頼品が返送されるまで保管ください。

【ご利用料金】
・依頼品 1 枚につき最低利用料金は 10,000 円（消費税込・送料別途 700 円※ただし離島のぞく）となります。
・ グレード（評価）がつかなかった場合も、費用は発生いたします。その際は、最低利用料金を頂戴いたします。
・申告額 30 万円以上の高額品には、追加サービス料金が発生します。実際の料金はグレーディング会社による鑑定後に決まるため、事前の料金確定はできません。ご了承ください。
・依頼品が当社に返却され、グレーディング会社から当社への請求金額の確定後、本サービスの請求金額が確定され、ご利用者様に請求書をお送りいたします。
・申告額50,000ドル相当を超える依頼品につきましては、特別便を使用いたします。この場合実費を請求させていただきます。
…下記の様な請求金額（税込）になる傾向にあります（あくまで目安としてご利用ください）。

評価価格 料金（参考） 評価価格 料金（参考） 評価価格 料金（参考）
30 万〜100 万円 〜15,000 円 300 万円 32,000 円 600 万円 ※ 45,000 円
150 万円 18,000 円 350 万円 35,000 円 700 万円 ※ 53,000 円
200 万円 27,000 円 400 万円 37,000 円 800 万円 ※ 60,000 円
250 万円 30,000 円 450 万円 40,000 円 900 万円 ※ 68,000 円

500 万円 ※ 42,000 円 1,000 万円以上 ※ 75,000 円以上

※本サービスの料金には以下の費用が含まれています。
1. グレーディング会社からの請求金額
2. 海外運送費用（申告額50,000ドル相当を超える依頼品につきましては、特別便を使用いたします。この場合実費を請求させていただきます。）
3. 依頼品にかかる保険料
4. 日本の税関における輸入消費税等への対応
5. その他貿易費用

※上記表の「評価価格」の基準は、グレーディング会社からの修正が無い限りは、ご利用者様記入の「お客様申告評価額」を元にいたします。
 ただし、「お客様申告評価額」が当社による依頼品確認時の地金買取価格を下回る場合には、地金買取価格をもって「評価価格」とさせていただきます。また、グレーディング会社により依頼品評価額に対する修正が入る場合

は、 修正後の評価額を基準とした追加サービス料金が発生します。

・ クリーニング・サービスのご利用、大型スラブ対応などについても、コインのタイプ、状態、グレーディング会社の定める評価額によってサービス料金が変わります。
・ クリーニング・サービスは、「希望する」欄にチェックを入れることで同サービスのお申し込みをいただいた場合のみ、グレーディング会社からのアドバイスに応じて行います。この場合、上記料金の外に、クリーニング・サービスの追加費用

が加算されます。
 ※ 「希望する」にチェックが無い場合、当社からクリーニング・サービス適用を行うことはありません。

・   「First Strike」「Early Release」「Early Strike」（記述は様 で々すがどれも同じ意味です）等の特別ラベルのご指定はお受けできますが、特別ラベルになるか否かはあらかじめ確定することはできません。これらのラベルを希望されたうえ
で特別ラベルになった際には、 上記料金の外に、追加料金として一枚につき５,０００円（税込）を申し受けます。

・その他、ご不明な点は事前にお問い合わせください。

【依頼品のお預かり期間について】
ご利用者様から依頼品をお預かりしてから、グレーディングされてご利用者様のお手元へご返却されるまで、通常 2 ～ 3 カ月程お時間がかかります。ただし、グレーディング会社の作業状況や交通事情等により、この期間は確約できません。
※ 過去に 6 カ月以上かかった例もあり、場合によってはかなりお時間を頂戴する場合もございます。

【お支払方法】
本サービスのご利用料金は、下記いずれかの方法にてお支払頂きます。
お支払期限は請求書に記載の期限（明細書到着後 7 日以内）となります。

①  郵便振替
②  コンビニ決済 （30 万円以内のみ）
③ 銀行振込（お振込先は請求書をご参照ください）
④ 店頭での現金決済

【キャンセル及び本サービスご利用の取次委託契約】
当社から依頼品のお預かり書を送付した時点で、本サービスご利用の取次委託契約が成立したものとみなします。お預かり書発送以降のキャンセルは、いかなる理由でもお受けできません。
本サービスお申込み後、キャンセルする場合は直ちにご連絡をお願いいたします。キャンセルのご連絡をお受けした際に依頼品が当社へ届いていた場合、依頼品は宅配便の着払いにてご返送し、ご返送代金はご利用者様のご負担となります。
キャンセルにより発生したご返送時の紛失・盗難・破損・滅失などによる損害につきまして当社は責任を負わないものとします。
返送品の受け取り拒否などが発生した場合、これにかかる送料・手数料・当社保管料・保管にかかる保険料等費用を請求させていただきます。

【グレーディング結果】
ご利用者様からの依頼品は、グレーディング会社の鑑定者による評価を受けて返却されます。
この結果はあくまで「当社とは別の第三者による見解」となるため、グレーディング内容について当社は一切の責任を負いません。したがいまして、グレーディングスコアについてのクレームはいかなる理由でも一切お受けする事はできません。

【依頼品の保証】
・ 依頼品の運搬中の紛失・盗難・破損・滅失等は、当社到着まではご利用者様の責任とし、当社は一切の責任を負わないものといたします。
・ 依頼品の受け取りからご利用者様のお手元へ到着するまでの期間に紛失・盗難・破損・滅失が発生した場合、申込書に記入された「お客様申告評価額」を限度額とした保険が適用されます。当社は、この保険額を補償金としてご利用者

様へお支払いし、その他の責任は一切負わないものとします。依頼品（又は同等品等）の返品はできません。
・ 自然災害の事由による紛失・破損・滅失等およびやむ得ない事情、その他上記の保険が適用されない事態または範囲については、依頼品のご返送に遅延または不能等が生じた場合であっても免責とし、当社は一切の責任を負わないもの

とします。

【本サービスご利用賠償義務】
ご利用者様が、本サービスの利用規約に反する行為を行ったとき、またご利用料金の支払い債務を怠ったとき、当社はご利用者様のコインクラブ会員登録資格を取り消すことが出来るものとします。また、該当行為により当社に損失や負担
が発生した場合には、その額をご利用者様に請求できるものとします。

【サービス内容の変更等について】
当社は、本サービスに関して、サービスの変更・停止・中止並びに本規約の変更を行うことができることとします。本サービスお申し込み時点での本規約が適用されますので、お申し込みの際は最新の規約をご確認ください。

【個人情報の取り扱いについて】
当社の個人情報取り扱いについての詳細は、以下 URL に記載の定めが適用されます。ご確認ください。
https://www.taiseicoins.com/privacy/

【免責事項】
・ 当社は次のいずれかの場合、本サービスを一時的に中断することがあります。
　（1） 火災、停電等により運営ができない場合
　（2） コンピュータートラブル、システムメンテナンスその他運営管理上やむを得ない場合
　（3） 自然災害、戦争、テロ、労働争議等により運営できない場合
　（4） 当社が一時的な中断が必要と判断した場合

・ 本サービスの遅延、中断等が発生したことによってご利用者様が損害を被った場合であっても、当社は一切の責任を負いません

【合意管轄裁判所および準拠法】
ご利用者様と当社との間における一切の紛争については、日本国の諸法令に準拠するものとし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

泰星コイン株式会社
令和 3 年 6 月改訂

※申告額50,000ドル相当を超える依頼品は別途特別運賃加算
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