
送料欄が未記入の場合、注文処理完了が遅れることがあります。PSAは、申込者に事前の了解を得ることなく申込書の支払内容を更新 
する権利を保有します。 PSAの評価条項を読み、その内容に同意します。申込書の記載内容に虚偽がなく正確であることを誓約します。

ご署名 （必須） 日付

申告価格の合計  ¥_______________________
（必須）

控えとして申込書のコピーをお持ちください この用紙は2023年12月31日以降は無効です

PSAの評価条項は更新する場合があります。 
最新情報はPSAcard.co.jpをご参照ください。
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ご署名がない場合は注文処理が行われません。

トップローダーやカードセーバーIIで提出したことによりカードがダメージを受けた場合、PSAは責任を負いません。

不正確や未記入のある申込書についてはPSAは責任を負いません。

5 枚数 カテゴリ カードセット名 発行年 カード
番号 カード名 特殊性 

（該当の場合）

発行済証明番号 
（レビュー、リホルダー、

クロスオーバー）

ミニマムグレード
（クロスオー
バーは必須）

クオリファ
イヤなし

申告価格 
(¥)

（価格X枚数）

記入方法は記入例をご参照ください。 https://www.psacard.co.jp/Content/pdf/PSA-Japan-Submission-Instructions.pdf
又、弊社ウェブサイト「よくある質問」も併せてご参照ください。（https://www.psacard.co.jp/faq）
申込書1枚につき150枚までお申し込み頂けます。上限を超える場合は、追加150枚毎に申込書1枚をご用意ください。

 1 M

 2 M

 3 M

 4 M

 5 M

 6 M

 7 M

 8 M

 9 M

10 M

6

*赤字の項目は必須項目です

C. 料金の計算: _________ x ___________ = ¥__________
       枚数  料金

D. 事務手数料: = ¥__________

E.  保険と送料: = ¥__________ 
(２頁目の料金表を参照)

F. 請求書の合計: (C+D+E) = ¥__________

G. 支払方法: PayPalでの決済のみになります
詳しくはよくある質問C9を参照

A. お申込の種類: (１つお選びください)  M グレーディング  M レビュー  M クロスオーバー  M リホルダー
(お申込の種類の説明は申込書の添付３ページをご参照ください）

B. サービスレベル: (１つお選びください）

7
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サービス* 料金（1枚につき） 申告価格（1枚につき）

M レギュラー ¥3,300 ¥1～¥50,000

M XP ¥6,600 ¥50,001～¥250,000

M スーパーXP ¥27,500 ¥250,001～¥1,000,000

M プレミアム 詳しくはよくある質問C12を参照 ¥1,000,000超

¥1,100 ¥1～¥500,000

M リホルダー ¥4,400 ¥500,001～¥2,000,000

詳しくはよくある質問C13を参照 ¥2,000,000超

T H I S  S U B M I S S I O N  F O R M  I S  F O R  P S A  I N  J A P A N  O N L Y .
申込書
〒143-0006 
東京都大田区平和島6-1-1
東京流通センター アネックス 7階 PSA宛

www.PSAcard.co.jp      TEL: 03-4405-5847, psajapaninfo@collectors.com

氏名  ______________________________________________________________  
(英語でご記入ください。例：Taro Yamada)

PSA お客様番号 (登録済の方のみ) _________________________________________

お客様情報と返納先住所

氏名 ______________________________________________________________
(日本語でご記入ください。例：山田　太郎)

住所 (日本語でご記入ください) ____________________________________________

 __________________________________________________________________

郵便番号 ___________________ 電話番号 ______________________________

Eメール ___________________________________________________________

2 提出する申込口数（必須）
例：レギュラーとXPサービスを申込む場合は「２」と記入  ����������������

3 返納先 （現在は郵送のみ）
申込書提出時に必ずご記入ください。 

M  お客様のご住所への返納 
(通常設定)  
住所欄に建物名や部屋番号も必ず
ご記入ください。

M  PSA日本支社で受け取る
  本人確認のため、申込書の氏名と一致

する有効期限内の写真付き身分証明書
をご持参ください。

PSA内部用

TO RESULTS MM

PKG # ____________________

Date Received _____________

Verified By ________________

Code �����������������������

1

4

Li
ne

 #
 (ラ

イ
ン

番
号

)

SUBMISSION FORM #
申込番号
申込番号が自動的に表示されない場合はPSA日本支社にご連絡ください
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https://www.psacard.co.jp/faq
https://www.psacard.co.jp/faq
https://www.psacard.co.jp/faq
https://www.psacard.co.jp/faq


www.PSAcard.co.jp 03-4405-5847

PSA評価条項
本フォームの表側に署名することによ
り、お客様は、下記のPSA評価条項（
「本契約書」）を読み、本契約書に従
うことに同意し、更に、PSAには本契
約書に依拠し、本契約書の恩恵を受け
る権利があることに同意したことにな
ります。
1. PSAは、PSAグレーディング・サー
ビスの一部としてオファーされた期間
内に、アイテムのグレーディングを行う
よう努めます。しかしながら、かかる期
間内にPSAがアイテムのグレーディン
グをしなかったことによる間接損害や
派生的損害に関し、お客様に対し責任
を負いません。全ての日数は、営業日と
なります。

2. PSAは、トリミング、色の塗り直し、
修復、その他不正加工の証拠のあるア
イテムや本物であるか疑義のあるアイ
テムのグレーディングを行いません。
お客様は、かかるアイテムと知りなが
ら提出しないことに同意します。お客
様は、PSAが当該アイテムについて
PSAの評価者と鑑定士のレビューを要
することから、PSAにおいてグレーデ
ィングをしないという決定をした場合
に、PSAがお客様の支払手数料を返金
しないことに同意します。お客様は、グ
レーディングの為に提出されたアイテ
ムが、ある方法で変更されていたり、本
物ではないことを知らず、及び、そう信
じる合理的な根拠を有していないこと
を表明、保証します。本契約の目的上、
「変更アイテム」とは、お客様とPSA
間で適用されるPSA正規販売店契約
書、又は、PSAコレクターズクラブ契
約書（「カスタマー契約」）において記
載された意味を有します。お客様がカ
スタマー契約を締結していない場合、
お客様は、カスタマー契約の条項（同
条項はPSAcard.comにおいて閲覧可
能）に拘束されることに同意し、お客
様の本契約の受諾は、お客様のカスタ
マー契約への署名となります。お客様
は、カスタマー契約に記載する加工さ
れたアイテムに関するお客様の義務を
再確認されています。

3. グレーディングは、主観的であり、
専門家の意見の使用を必要とする個
人の判断に関わるものであり、随時変
更の可能性があります。この為、PSA
はあらゆるアイテムに対してPSAが与
えるグレードについて、お客様に対し
て、PSAの格付及び鑑定に対する財
務的保証に従ったものを除き、一切保
証、表明を行わず、責任を負わないもの
とします。

4. （削除）

5. PSAは、グレーディング、レビュー、
又は、リホルダーの為に提出されたア
イテムを相当な注意を持って取り扱い
ます。しかしながら、もしPSAが保管中

にお客様のアイテムを紛失又は毀損し
た場合、お客様はPSAの標準的な方法
（当社の保険会社に支払請求を行うこ
とを含みます）によって決定された当
該アイテムの公正な市場価格に基づき
賠償されることになります。アイテム提
出時にお客様が提示した申告価格は、
もっぱら保険による補償の見積を行う
為のものであり、当該アイテムの公正
な市場価格はお客様の申告価格より低
くなる可能性があります。どのような場
合でも、支払総額は、当該アイテムの
申告価格を超えることはありません。
この補償がお客様に対する損失又は
損害に対する唯一の救済方法となりま
す。 PSAは真贋鑑定及びグレーディ
ングを完了させることを条件として、
申込書に記載された申告価格を却下
して正確なサービスレベル料金を要求
する権利を保有します。詳しくはPSA
日本支社のウェブサイトの「よくある質
問」C23をご参照ください。

6. お客様は、受領後直ちに全てのアイ
テムを検査する必要があり、アイテム
受領後5日以内にお客様からPSAに対
し報告がない限り、PSAは、アイテム
の表記上の誤謬等を含む損害、齟齬又
は間違いに対する責任を負わないもの
とします。お客様は、訂正の要請に応
じて、不正確な表記のあるアイテムを
PSAに返還することに同意し、不正確
な表記のあるアイテムの流通又は販売
に起因するあらゆる損失及び／又は請
求についてPSAを免責し補償すること
にも同意します。

7. お客様は、(a)支払期限が到来した
手数料その他の請求を全てPSAに支払
うこと、(b)延滞金については支払いが
あるまで年率10%（又は、適用法で許
容される最大限の利率のいずれか高い
方）の割合で利息が発生すること、及
び、(c)PSAは、その支払いを保全する
為、提出されたアイテム、並びに、PSA
又はその関連会社が保有するお客様
のその他の財産（以下「本財産」と総
称する）に対して担保権を有すること
について同意します。お客様は、本契
約書により、PSAに対し、本契約の条
項に従って支払い義務を負う手数料そ
の他の請求金額について、本財産に対
する譲渡担保又は先取特権(リーエン)
を付与します。お客様は、本契約書に
より、PSAに対して、いつでも、又は、
手数料及びその他請求の支払期限の
到来以降、本財産の担保権の対抗力に
関してPSAが必要とみなす管轄地の
機関において適切なUniform Com-
mercial Code（統一商法典）の貸付
証書のファイリングを行うことについ
て権限を与えるものとします

8. PSAは、お客様、又は、お客様が代
理する第三者に対し、(i)怪我、(ii)PSA
アイテム・ホルダーを壊して開けたこと

によるアイテム等への損害、又は、当該
アイテムがPSAの保管や管理下にない
間に発生したことをPSAが合理的に示
すことができるアイテムへの損害、例え
ば、PSAに出荷された間や、お客様が
選択し、お客様が支払いを行う方法で
PSAからお客様に対して出荷された間
に、アイテムが受けた損失又は損害に
ついて、いかなる責任も負いません。

9. 本契約書において別途明記される
場合を除き、PSAは商品性の担保責
任、及び、特定目的適合性等を含む
PSAの商品とサービスに関するあら
ゆる明示又は黙示の保証を行いませ
ん。

10.本契約書の別段の定めに拘わら
ず、PSACard.comに記載されたPSA
の格付及び鑑定に対する財務的保証
（「本保証」）に基づく救済手段を除
き、PSAがお客様またはお客様が代理
する第三者に対し、原因、作為、又は不
作為、その他の状況から負う責任額の
上限は、いかなる場合においても、本
契約に基づきグレーディングの為に提
出された アイテムに関しPSAが行う
グレーディング・サービスの為にお客
様が実際に支払ったグレーディング・
フィーです。いかなる場合も、PSAや
その関連会社又はそれらの従業員、役
員、取締役やエージェントは、間接損
害、偶発損害、派生損害、懲罰的損害
賠償につき、それらの損害の可能性を
知らされていたとしても、お客様又は
その他の当事者に対して、一切責任を
負うことはありません。

11. 通常のグレーディングの過程にお
いて、PSAは、(i)グレーディングの為に
提出された各アイテムに関するデータ、
即ち、当該アイテムの同一性、製造、コ
ンディション、及び、グレードに関する
データ等（「本データ」）を蓄積し、(ii)
かかるアイテムごとのデジタルその他
の種類の写真、イメージ、又は複製（「
本画像」と総称）を1つ以上撮ることが
でき、実際にこれを行っています。PSA
により提供されるグレーディング・サー
ビスの対価として、お客様は、お客様
自身及びお客様が代理する第三者の為
に、本契約書により、PSAに対し、(i)グ
レーディングの為に提出されたアイテ
ムごとの本データを蓄積し、維持する
こと、及び、(ii)かかるアイテムごとの本
画像を1つ以上撮り、又は、撮らせる権
限を与え、更に、PSAがかかる本テー
タ及び本画像を所有し、ビジネス上の
目的その他の為に、かかる本データ及
び本画像使用することに同意します。
かかる使用は、PSAが単独の裁量で、
適切と判断する場合であり、本データ
及び本画像をメディアにおいて出版、
再発行、複製すること等を含みます。上
記の一般性を制限することなく、お客
様は、お客様自身と、本契約書に関し

てお客様が代理する第三者の為に、お
客様又はかかる第三者が本データ及び
本画像（なお、本画像が、どのようなメ
ディアや、どのような形式で、再生、又
は、出版かは問いません。）に対して有
する現在又は将来取得する著作権、特
許権、トレード・シークレット、商標等
の権利等を無条件かつ取消不能の形
で、PSAに譲渡、移転します。

12. アイテムが、第三者の為に、提出
されている場合、お客様は、かかる第
三者も本契約書に同意、受諾し、本契
約書の写しに署名していることを表明
及び保証します。お客様は、PSAが要
請した場合はいつでも、第三者が署名
した契約書写しを提供することに同意
します。

13. 本契約は、カルフォルニア州にお
いて締結されており、当事者は、法の
抵触の原則に関係なく、カリフォルニア
州の実体法に準拠し、解釈されると考
えています。本契約の当事者は、本契
約により、本契約に関して発生する本
契約の条項等を執行するための法的手
段に関し、カリフォルニア州の裁判所
に人的裁判管轄を認めることに同意す
ると共に、カリフォルニア州オレンジ・
カウンティの上位裁判所、又は、適用
ある場合には、カリフォルニア州オレン
ジ・カウンティにある連邦地方裁判所
が、専属的管轄裁判所となり、カリフォ
ルニア州がかかる訴訟を提起する場合
の唯一の裁判所であることに同意しま
す。お客様とPSAは、勝訴した当事者
が、合理的な範囲での弁護士報酬、費
用等の付与を受ける権利を有すること
に同意します。

14. 本契約及びカスタマー契約中にあ
る条項は、本契約の主題に関するPSA
とお客様（そして、お客様が代理する
第三者）の間の完全合意を構成し、そ
れに関する当事者間の従前のあらゆる
合意に優越します。本契約及びカスタ
マー契約の間に矛盾があると判断され
た場合、本契約を適用します。本契約
の条項が、管轄裁判所の最終的で控訴
不能な決定又は命令により、適用法上
無効又は執行力がないと判断された場
合、かかる無効又は執行不能は、本契
約のその他の条項の有効性や執行力
に影響を与えないものとします。各当
事者は、相手方当事者からの本契約書
中の合意（第11条に記載の権利譲渡
等を含む）や手続きにをよりよく証明
し、効力を持たせることの要請に応じ
て、更に書類や証書を作成するものと
し、PSAがそれらの条項及び手続きを
信頼し、その利益を受ける権利がある
ことについても同意するものとします。

15. 本契約書の英語版と日本語版の間
に齟齬がある場合、英語版の内容が優
先するものとします。

保険と送料の料金表
申告価格の合計

カードの枚数 ~３０万円まで ~5００万円まで ~1,0００万円まで ~1,5００万円まで 1,500万円超

1-20 2,750円 4,950円 10,450円 15,950円 21,450円

21+ 4,950円 7,150円 12,650円 18,150円 23,650円

（注）お客様からPSA日本支社への送料はお客様ご負担になります。

©2023 Collectors Universe, Inc.  200501  (card)  Rev 01/22
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申込書の記載および送付方法について
1.  お客様情報と返納先住所：各該当箇所に氏名、住所（品物の返

納先）、メールアドレス、電話番号をご記入ください。お客様番
号をお持ちの方はご記入ください。

2.  提出する申込口数（必須）: 同時にお申し込みするサービスの総
数をご記入ください。

3.  返納先（どちらかをお選びください)： PSAの日本支社で受取
の際は写真付身分証明書が必須となります。ご連絡後10日間
受け取りに来られない場合はお預かり期間終了とみなし、品物
はお客様の登録住所宛てに発送されます。

4.  お申込の種類をお選びください。各サービスにつき、それぞれ
申込書を一枚ずつご記入ください。インクの補正や修復などが
ある鑑定依頼品に対して、PSAは数値のグレードを付けること
は出来ません。この場合、申込書の「ミニマムグレード」の該当
箇所に“AA”と記入されると、PSA特殊ホルダーに“Authentic”
［本物］または“Authentic Altered”［本物修復済］とグレー
ディングの代わりに表示をすることが可能です。但しこの表示
につきましては、PSAが検証後に判断いたしますのであらかじ
めご了承ください。
 グレーディング（格付)：鑑定済みのホルダーに入っていないカ
ードが対象です。必須ではないですが「ミニマムグレード」を指
定することが出来ます。「ミニマムグレード」とは、指定されたグ
レードより下回るグレードが付いたカードの場合にPSA特殊ホ
ルダーに入れないことの要請です。（例えば、お客様が特定のカ
ードにミニマムグレードを８と指定した場合、７以下のグレーデ
ィングの判定の際は、PSA特殊ホルダーにカードが入らないこ
とになります。）お客様指定のミニマムグレードに達しない場合
はホルダーにも入らず、グレードも鑑定も付きません。このよう
な場合でも、料金は全額お支払いいただくことになりますので
あらかじめご了承ください。
 レビュー（再鑑定)：既にPSAでグレーディングをしたカードが
対象です。希望のグレードより低い判定のカードが対象になり
ます。この場合はPSA特殊ホルダーのまま、ご提出ください。通
常のグレーディング料がかかります。
 クロスオーバー（他社のホルダーからの入換）：既に他社のグ
レード済みのカードが対象です。他社のホルダーにカードが入っ
たままの状態で提出してください。PSAはホルダー入りのカード
を判定します。お客様が記載したミニマムグレード又はそれを上
回るグレードとしてPSAが判定した場合には、PSAがカードを
現状のホルダーから取り外し、PSA特殊ホルダーに入れ換えま
す。グレーディング作業が掛かるため、グレーディング料が徴収
されます。この入換サービスをご希望のお客様は、申込書にミニ
マムグレードを記入することが必須になります。もしカードのグ
レードが下がってもPSA特殊ホルダーに入れ換えたい場合はミ
ニマムグレードの該当箇所に“１”とご記入ください。検証の結果、
不正加工や偽物であると判断された場合は、PSA特殊ホルダー
に入れることは出来ません。この場合、カードがホルダーなしの
状態で戻ってくることになりますのであらかじめご了承くさい。
 リホルダー（PSAのホルダーからの入換)：古いPSAのホルダ
ーから新しいデザインやラベルのホルダーに入れ換える場合が
対象です。この場合、全てのカードが自動的にリホルダーされま
す。但し、ホルダーに改ざんの痕跡やホルダー内のカード付近
が破損している場合は対象外です。カード付近のホルダーの箇
所が破損している場合は、カードが劣化していないか、以前の
グレードから変化がないかが検証されます。

5.  カードの詳細をご記入ください。同じカード（発行年、商品名、
カード番号、特殊性が全て同じ）が複数枚ある場合はカード
の枚数とその他の情報を一行にまとめてご記入ください。カー
ドの種類が異なる場合は、それぞれ各行に記入してください。
カード名が日本語と英語で異なる場合、PSA特殊ホルダーの
記載は英語名になります。必ず各行に申告価格をご記入くださ
い。各行の申告価格欄には「価格×枚数」の合計価格をご記入
ください。また、申込書の右下に記載されている“申告価格の合
計”も必ずご記入ください。

6.  クオリファイヤなし：目立った欠点のあるカードには数字
の後にアルファベットの２文字のクオリファイヤが表示され
ています。

 (詳しくは以下のリンクをご参照ください)
 http://www.PSAcard.co.jp/grading
 申込用紙の「クオリファイヤなし」の該当するボックスにXマー
クを記した場合は、カードがクオリファイヤと判定された際にク
オリファイヤの表示の代わりに１又は２下のグレードに格下げで
表示される可能性があります。例えば、クオリファイヤ付のグレ
ードが通常では“8OC”と判定されるところが「クオリファイヤな
し」を選択することによって、グレードが“6”と表示されます。し
かし時にはクオリファイヤを表示しなければならない場合もあ
りますのであらかじめご了承ください。

7.  グレーディング料と消費税：お支払い額を計算式に当てはめて
ご記入ください。グレーディング料には関税（該当の場合）も含
まれます。

8.  支払い方法：請求書はPSAのサービス全工程が完了した後に
発行致します。ペイパルでの決済のみとさせて頂きます。ペイパ
ルの新規登録はhttps://www.paypal.com/jp/homeで行え
ます。

9.  下記のPSA評価条項をご参照ください。申込書のページにご
署名と日付を必ずご記入ください。記録のために控えのコピー
をお持ちください。ご署名がない場合はお申込みを受け付ける
ことが出来ませんのでご注意ください。

10. 「Ultra・PROグレーディング申し込み用カードセイバー
（Ultra・Pro Graded Card Submission Semi-Rigid 
Card Holders）」（サイズ 3 3/16” x 4 1/4”） や「カード
セイバー１（Card Saver 1）」等の鑑定用カードセイバーを必
ずご使用ください。トップローダー、スクリューダウンホルダー
での提出はお断りしております。例外として、パッチやメモラビリ
ア等の厚いカードのみ、ワンタッチマグネットホルダーでの提出
が可能です。
注意：グレードされるカードと一緒に提出されるスリーブやホ 
ルダーはお客様へお返しいたしませんのであらかじめご了承く 
ださい。

11. 梱包（パッケージング）：PSAにカードを提出する際のパッケ
ージング方法は下記のリンクをご参照ください。
 http://www.psacard.co.jp/Content/pdf/PSA-Japan-
How-to-Submit-2018.pdf

12. 納期の予定：お申込みの締切日から納品までに6～7か月程要
することがあります。発送の時期や配送の遅延、長期の祝日、
その他の事情により納品までの期間がさらに遅れる場合があ
ります。とりわけ、11月・12月締切分はアメリカのクリスマス休
暇、日本の年末・年 始にあたるため通常よりも多く時間を要し
ます。

13. PSA日本支社への提出先：
〒143-0006
東京都大田区平和島6-1-1
東京流通センター アネックス 7階 PSA宛
 日本支社へ提出物を送付する際はお客様の方で必ず保険を掛
けてください。
 申込サービスが2個以上の場合、個別に発送する必要はありま
せん。オーダーごとに区別が付くように梱包し、一つの箱にまと
めて発送してください。念のため、提出済み申込書の控えは必
ず保管してください。

14. 日本支社より提出物を返納する際：送料は料金の一部に含ま
れていますので、返信用の切手や記入済の郵送書類などをご
準備頂く必要はありません。

15. PSAの評価条項は予告なく変更する場合があります。



発送前に必ずご確認ください。

お申込に不備がある場合、お申込の受付を一旦保留し、着払いにて返送させて頂くことがあります。
締切直前の場合、お申込が間に合わなくなる可能性がありますので、発送前に下記のチェックリストにて注意事項を再度ご確認くだ
さいますようお願い致します。 

お申込書にご署名してある。

申込書右上に申込番号が表示されている。表示がない場合はPSAから番号を取得している。 

2つ以上のサービスを使用している際は異なった申込番号を使用している。  

申告価格の総合計は申込書の右下に記入してある。

カードの枚数と申告価格の合計の計算は確認済みである。  

住所、メールアドレス、電話番号を記入してある。  

厚いカード以外のカードは全てカードセイバーを使用。トップローダーは使用していない。 

カードセイバーに貼られているラベルシールには申込番号とライン番号が記載されている。

スリーブは全て両面透明のスリーブを使用している。

1枚の申込書のカードの枚数が150枚を超えていない。

コインやジュンボカードのお申込はそれぞれの個別のお申込書に記入している。

1枚のお申込書には複数のサービスをお申込していない（例：レギュラーとXPサービスは別々の申込書のご記入が必要）。

全てのカードに申告価格を記入している。

全てのカードに年度と製造番号（例外は除く）を記入している。

提出資料は片面印刷で両面印刷はしていない。

申込書の控えを取っている。

カードはPSA日本支社に送付していただくか、もしくは直接お持ちいただくことも可能です。直接お持ちいただく際は事前に下記のメー
ルにてご予約ください。 

住所： 
〒143-0006 
東京都大田区平和島6-1-1
東京流通センター アネックス 7階 PSA宛

Eメール： psajapaninfo@collectors.com
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