
査定申込書
以下の品物を（有）マルカに送付し、買取査定を依頼します。
買取査定後は、速やかに査定額についての連絡を希望します。

査定額にご納得いただけない場合
本書類は確実に返送させて頂きます。

ご連絡方法をお選びください。到着後、3営業日以内に査定額のご連絡をさせて頂きます。

ご要望等ございましたらご記入ください。

お送りいただく品物の点数をご記入ください。　（到着時に、全てが揃っているか確認致します）

住民票の写し（原本）を同梱して下さい。

査定額にご納得頂けた場合のお振込先をご指定下さい。
※ ご本人確認様書類に記載の氏名と同一名義の口座のみご指定頂けます。

上記内容にて買取査定を申し込みます。

平成　　　　年　　　　月　　　　日

）グッバ（ 品ドンラブ

）物小のどなスーケーキ・布財（ 品ドンラブ

時計

）どなスアピ・スレクッネ・輪指（ ーリエュジ

その他

合　　計

：　　　　　点

：　　　　　点

：　　　　　点

：　　　　　点

：　　　　　点

□ 住民票の写し（原本）
※法令遵守の観点から、住民票の写し（原本）以外のご本人様確認書類はお受けできませんのでご注意くださいませ。

銀行名

支店名

口座番号

名義人

氏　名：

：　　　　　　　　　　　　　銀行

：　　　　　　　　　　　　　支店

）　　　　　　　　　　　　　（ 号番座口　／　蓄貯　・　座当　・　通普　：

：

□ お電話　→ ご連絡先番号 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 

□ ＦＡＸ　→ ご連絡先番号 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 

※ 10:00 ～ 19:00 の間にご連絡致します

※ 10:00 ～ 19:00 の間にご連絡致します

□ メール　→ メールアドレス ）　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 
。すましたいり送おをルーメりよ）ンコソパ（zib.akuram@ofni、第次了完が定査 ※

送付物

ご本人様確認書類の種類

ご連絡方法

お振込先

：　　　　　点



宅配査定の流れ
この度は、質屋マルカの宅配買取をご検討いただき、誠にありがとうございます。
確実なお取引をさせて頂くため、本書面をご一読頂きますよう、お願いいたします。

宅配買取では、店頭買取と異なり、買取品目を一部制限させていただいております。
まずはお電話にて、宅配買取の受付、宅配買取が可能かどうかをお問い合わせください。
なお、宅配買取が可能な品物は以下の通りです。

※ お電話にてご連絡いただけない場合、品物が到着しても受取できませんのでご注意ください。
※ 極端に査定額が低いものはお取扱いできません。

金・プラチナ製品

ダイヤモンドなどのジュエリー

色石などのジュエリー

時計

ブランド品（バッグ、財布、小物など）

毛皮コート

ホームページ掲載価格よりマイナス３００円 /g となります。

鑑定書等がある場合は一緒にお送りください。ルースでも可能です。

鑑別書等がある場合は一緒にお送りください。

箱・保証書など付属品も全てお送りください。電池切れのものは不可です。

箱・保証書など付属品も全てお送りください。

セーブル、ミンク以外はお取扱い不可。

住民票の写し（原本・コピー不可）をご用意ください。
法令遵守の観点から、これ以外のご本人様確認書類はお受けできませんのでご注意くださいませ。

２

ホームページより査定申込書、売渡書をダウンロード＆印刷の上、ご記入ください。
その後、品物を壊れないように梱包してください。

《お送りいただくもの》

配送中の事故に関しては、当店では責任を負いかねます。
ご心配の場合は、運送会社の提供する運送保険への加入をお勧めいたします。
なお、運送保険への加入はお客様ご負担にてお願いいたします。

※ 佐川急便の場合、30 万円までの運送保険を無料でご利用頂けます。（詳しくは佐川急便にお問い合わせください）
※ あらかじめ商品の詳細な写真等を残しておくことをお勧めいたします。

配送中のトラブルに関して

買取査定を依頼する品物
ご本人様確認書類
査定申込書（記入済みのもの）
売渡書（記入済みのもの）

まずはお電話ください。１

ご本人様確認書類をご用意ください。2

査定申込書 / 売渡書にご記入の上、品物を梱包してください3

梱包の際には、万が一の衝撃や水ぬれ等に備えて、クッション材（新聞紙やプチプチ等）やごみ袋、ビニール袋などの
ご利用を強くおすすめ致します。



査定申込書

宅配査定の流れ

以下の品物を（有）マルカに送付し、買取査定を依頼します。
買取査定後は、速やかに査定額についての連絡を希望します。

この度は、質屋マルカの宅配買取をご検討いただき、誠にありがとうございます。
確実なお取引をさせて頂くため、本書面をご一読頂きますよう、お願いいたします。

査定額にご納得いただけない場合
本書類は確実に返送させて頂きます。

ご連絡方法をお選びください。到着後、3営業日以内に査定額のご連絡をさせて頂きます。

ご要望等ございましたらご記入ください。

お送りいただく品物の点数をご記入ください。　（到着時に、全てが揃っているか確認致します）

同梱頂いたご本人様確認書類をお選びください。
※ 現在お住まいのご住所が記載されていないものは、ご本人確認様書類としてご利用頂けません。

査定額にご納得頂けた場合のお振込先をご指定下さい。
※ ご本人確認様書類に記載の氏名と同一名義の口座のみご指定頂けます。

上記内容にて買取査定を申し込みます。

平成　　　　年　　　　月　　　　日

ブランド品 （バッグ）

ブランド品 （財布・キーケースなどの小物）

時計

ジュエリー （指輪・ネックレス・ピアスなど）

その他

合　　計

：　　　　　点

：　　　　　点

：　　　　　点

：　　　　　点

：　　　　　点

□ 免許証のコピー（現住所の記載があるもの）

□ 保険証のコピー（現住所の記載があるもの）

□ 住民票（原本）

□ その他　→　具体的にご記入ください （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

宅配買取では、店頭買取と異なり、買取品目を一部制限させていただいております。
まずはお電話にて、宅配買取の受付、宅配買取が可能かどうかをお問い合わせください。
なお、宅配買取が可能な品物は以下の通りです。

※ お電話にてご連絡いただけない場合、品物が到着しても受取できませんのでご注意ください。
※ 極端に査定額が低いものはお取扱いできません。

金・プラチナ製品
ダイヤモンドなどのジュエリー
色石などのジュエリー
時計
ブランド品（バッグ、財布、小物など）
電気製品
毛皮コート

ホームページ掲載価格よりマイナス３００円 /g となります。
鑑定書等がある場合は一緒にお送りください。ルースでも可能です。
鑑別書等がある場合は一緒にお送りください。
箱・保証書など付属品も全てお送りください。電池切れのものは不可です。
箱・保証書など付属品も全てお送りください。
新品・未開封商品に限ります。
セーブル、ミンク以外はお取扱い不可。

銀行名

支店名

口座番号

名義人

氏　名：

：　　　　　　　　　　　　　銀行

：　　　　　　　　　　　　　支店

：　普通　・　当座　・　貯蓄　／　口座番号 （　　　　　　　　　　　　　）

：

□ お電話　→ ご連絡先番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ ＦＡＸ　→ ご連絡先番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※ 10:00 ～ 19:00 の間にご連絡致します

※ 10:00 ～ 19:00 の間にご連絡致します

□ メール　→ メールアドレス （　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　）
※ 査定が完了次第、info@maruka.biz（パソコン）よりメールをお送りいたします。

送付物

ご本人様確認書類の種類

ご連絡方法

お振込先

：　　　　　点

免許証、保険証、住民票など、公的機関（国・都道府県・市町村など）が発行したご本人様確認書類をご用意ください。
必ず現在お住まいのご住所が記載されているものをご用意ください。

免許証、保険証
住民票
その他

コピーをご用意ください。現住所記載の部分もコピーしてください。
原本をご用意ください。
別途お問い合わせください。

２

ホームページより査定申込書、売渡書をダウンロード＆印刷の上、ご記入ください。
その後、品物を壊れないように梱包してください。

《お送りいただくもの》

営業時間外、定休日は荷物を受け取ることができません。
（定休日：毎月 7・17・27 日・第３日曜日 ／ 営業時間：9:00 ～ 20:00）

品物発送の前には、（１）で記載の通り、必ずお電話にて受付をお願いいたします。
ご連絡なき場合は、品物を受け取ることができませんのでご注意ください。

配送について

※ 配送は通常配送にてお送りください。
　 それ以外の配送の場合、また過剰梱包の場合は、通常配送との差額をご請求させて頂く場合がございます。

配送中の事故に関しては、当店では責任を負いかねます。
ご心配の場合は、運送会社の提供する運送保険への加入をお勧めいたします。
なお、運送保険への加入はお客様ご負担にてお願いいたします。

※ 佐川急便の場合、30 万円までの運送保険を無料でご利用頂けます。（詳しくは佐川急便にお問い合わせください）
※ あらかじめ商品の詳細な写真等を残しておくことをお勧めいたします。

配送中のトラブルに関して

買取査定を依頼する品物
ご本人様確認書類
査定申込書（記入済みのもの）
売渡書（記入済みのもの）

買取合計額が１０,０００円未満の場合は、往路の送料を
差し引いた金額をお振込致します。

ご返送の際の送料はお客様負担となります。
ご了承くださいませ。（着払いにてお送りします）

ご返送の際の送り先は、ご本人様確認書類のご住所
となります。いかなる場合でもそれ以外へのご住所
へはお送りできませんのでご注意ください。
（転送不可として発送いたします。）

法令による取り決めにより、ご本人様確認書類に記載
の氏名と異なる名義の口座への振込みは行って
おりません。

ご返送の際には、リサイクルのため、お客様からお送り
いただいた梱包材等を使用させて頂く場合が
ございます。

買取した品物はいかなる事情でもお品物をお返しする
ことはできません。

まずはお電話ください。１

ご本人様確認書類をご用意ください。2

査定申込書 / 売渡書にご記入の上、品物を梱包してください3

以下の住所まで、着払いにてお送りください。

当店まで着払いにてお送りください。4

商品到着後、内容物を確認の上、査定を行います。
３営業日以内に、お客様ご指定の方法にて査定結果をご連絡させていただきます。

到着後、買取査定を行います。５

査定申込書でご指定いただいた口座に、買取代金を
お振込させていただきます。
なお、振込手数料は当店にて負担いたします。

買取代金をお振込致します６
お送り頂いた品物、ご本人様確認書類、査定申込書
売渡書を全てご返送させていただきます。
到着後、内容をご確認くださいませ。

品物をお返しいたします。６

梱包の際には、万が一の衝撃や水ぬれ等に備えて、クッション材（新聞紙やプチプチ等）やごみ袋、ビニール袋などの
ご利用を強くおすすめ致します。

〒５６１－０８５８　
大阪府豊中市服部西町１－１－１２

ＴＥＬ：０６－６８６４－００２２
（有）マルカ　買取査定係

査定額に
ご納得いただけない場合

査定額に
ご納得いただけた場合


