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SUBMISSION FROM #
申込番号
申込番号が自動的に表示されない場合はbrgにご連絡ください

氏名

住所

郵便番号 電話番号

Eメール

枚数NO カテゴリ カードセット名 発行年 カード 番号   カード名 追加記載AUTO

申し込み前に注意事項をご確認ください！

brgサービスは、上記「審査できるカード種類」を含めた一部カードに対してのみ申し込みを受付けています。サービス安定性のため、����年��月��日現在、����年度(含む)以降
に発売されたカードに対してのみサービス申請を受付けています。ただし、ポケモンカードの場合のみ、発売年度に関係なく（����年発行のオリジナル含む）、すべての正式発売カ
ードについてお申し込みいただいております。偽物のカードを除いた審査不可能なカードをお申し込みいただいた場合、その数量分のサービス費用を返金いたします。 

＊正品の鑑別はグレーディングプロセスの一部ですので、偽物と確認されたカードの場合はサービス費用の払い戻しはいたしかねます。 

＊サイズ:�.�x�.�inch以下のポケモンカード、遊戯王カード、その他TCGカード、スポーツカード、その他カードの申し込み可能 ＊厚さ:��pt（�.�mm）以下のカードの申し込み可能。 

＊規格外のカードをお受けになった場合、該当カードの数量分の払い戻しとなります。

レギュラー リホルダー クロスオーバー

サービスレベル: (１つお選びください）

サービス        料金（�枚につき）                   税込価格

レギュラー

リホルダー

クロスオーバー

¥�,���

¥�,���

¥�,���

上記金額は税金と送料が差し引かれた金額であることをご参考ください。



SAFE SEALINGSAFE SEALING

グレーディング可能カードサイズ

brgのグレーディング受付代行サービスを開始いたしました。 グレーディングとは、

カードの真贋を判定し、コンディションを��段階で評価し、現在のコンディションを維持するために特別なケースで保管するサービスです。 

カードの真贋やコンディションを第三者が保証することになり、グレードの高いカードには、未鑑定のカード以上の価値が付くこともあります。

 brgはアジアをメインに世界で信頼されている、グレーディング会社です。

GRADING PROCESS
s

BREAK GRADING - brg

GRADING SCALE

CUSTOMIZED
brgはカード固有の美しさを保てるよう、カード別オーダーメイドサイズのケースを提供します。

SAFEKEEPING
カードに今後発生する可能性のある損傷を防止し、グレーディング前のカードコンディションを半永久的に保存できます。

RELIABLE
��段階のグレーディング手順により、より客観的で信頼できるグレーディングを提供します。

FAST
効率的なグレーディング手続きを通じ、お客様により迅速なグレーディングサービスを提供します。

光学精密機器（VSC）を利用し、専門家（グレーダー）から��段階の精密な鑑定が行われます。

�� GEM MINT
最上のコンディションのカードです。 そのカードに目立つ欠点がほとんどないコンディションです。カッティングが均一で、エッジが綺麗でなければならず、
 カードの印刷面が偏らず、中央に印刷されていなければいけません（センターリング）また、４つのコーナーが完全な形から大きく外れることなく、
カード表面が汚れることなくきれいでなければなりません。微細な欠点が存在することはあり得ますが、
カードの全体的な調和に影響を与えないレベルでなければなりません。brgサービスはセンターリングの完全さによってグレード値が与えられ、
概ね ��:��~��:�� 範囲内のカードがこのグレードに該当します。

� MINT
完璧に近いコンディションのカードです。 �つの中間欠点、そして�つ以上の微細な欠点が見つかる可能性があります。 
目に見える傷やプリントライン（印刷状態以上にカードの表面に出来る線）など、表面上の滑らかさを害する要因が１つ存在するが、
その他完璧に近いカードの場合、９MINTに該当します。欠点がほとんど見当たりませんが、センターリングが ��:�� をわずかに外れたカードもこの点数に該当する場合があります。
一貫性のないエッジや若干のコーナー部分白色摩耗、部分的インク出力エラーなども�MINTの原因になることがあります。

�.� NM-MT+
�MINTに近いコンディションのカードです。�つ以上の中間欠点と複数の微細欠点があるが、詳しく見ないと�MINTのコンディションにも見えることもあります。
同じコンディションの「欠点を持つ」カードでもbrgスケールによる加算値に従って、�.� NM-MT+が付与されることもあります。例えば、コーナー部分白色摩耗の場合、
brgはコーナー背景の明度によって、黒背景/白背景を比較し、加重値を適用します。
カードのコンディションには問題は少ないが、センタリングが ��:�� を外れたカードもこのグレードに該当することがあります。

� NM-MT
素晴らしいコンディションのカードです。 brg scale上、複数の中間欠点あるいは一つの大きな欠点が発見されたカードです。
大きな問題がないように見えるかもしれませんが、よく見ると、簡単に問題点を見つけることができるカードがこのグレードに該当します。
若干の中間欠点があるか、センターリングが ��:�� を外れ、一方に偏ったカードもこのグレードに該当します。
他にもグルーやワックスの跡もこのグレードになることに影響を与えられます。

�.� NR-MT
素晴らしいコンディションに近いカードです。 概ね ��:�� 以内のセンターリングで、完全な状態から中度外れたコーナー、
一貫性のない中度の粗い切断面、あるいは表面上のトラブルが�つ以上存在し、複数の微細欠点があるカードが �.� NR MT+ に該当することがあります。
もちろんセンターリングが完全でも欠点の程度と種類が多いカードもこのグレードに該当する可能性があります。

� NR-MT
素晴らしいですが、少し残念なコンディションのカードです。概ね ��:�� 以内のセンターリングで、完全な状態から中度外れたコーナー、
一貫性のない中度の粗い切断面、あるいは表面上のトラブルが�つ以上存在する場合、� NR MTに該当することがあります。加えてbrg scale上、

「大きな欠点」に分類される、製造工程上発生しうる主な欠点のうち、程度が「破損」と分類されるほどではないコンディションのコーナー、表面、
エッジ上の欠点が一つ存在し、複数の微細欠点が存在するカードがこのグレードに該当することがあります。

�.� & � EX-NM
良いコンディションのカードです。概ね ��:�� センターリング以内の、�つ以上の大きな欠点、例えば�つのコーナーでの折り目、あるいは程度の激しい表面、
エッジ上の欠点と、その他複数の微細欠点があるカードがこのグレードに該当する場合があります。
完全な状態から外れたコーナーが複数あるカードがエッジに継続的な切れ目がある場合、
あるいは目に大きく入るミスカラーレーションが発生した場合にもこのグレードに該当することがあります。
もちろん上記以外にも程度が大きくない欠点が複数存在してbrg scale上の合算スコアが該当グレードに値する場合もあります。

�.� & � EX-NM
大体良いコンディションのカードです。概ね ��:�� センターリング以内で、�つ以上の大きな欠点、例えば�つのコーナーの折り目、
あるいは程度の激しい表面上の欠点及びエッジ上の摩耗、などがある場合、このグレードに該当する場合があります。 
クロムカードの場合、コーディングの余りが広い面積で膨らんでいたり、落ちていたりするなど全般的な表面コンディションが悪く、複数の微細欠点がある場合、
このグレードに該当することがあります。 カードの印刷状態に広い面積でミスカラーレーションが発生した場合も、このグレードに該当することがあります。

�.� & � VG-EX
保管状態に少し問題があるカードです。概ね ��:�� 以内のセンターリングに片方のコーナーがひどいレベルで損なわれたり、
カード全般に影響を与える折り目、表面の一部がはがれたり、擦れ跡が残っているレベルの表面破損、大きく磨耗したエッジ、
程度の大きいグルーやワックス跡などがこのグレードの原因になることがあります。 もちろん上記以外にも大きくない欠点が複数存在し、
brg scale上の合算スコアがこのグレードに該当する様々な場合もあります。

�.� & � VG
保管に注意を要するコンディションのカードです。��:�� 以内のセンターリングで、コーナーが形のないレベルではないが、完全ではなく、古びたエッジ、折り目、
大きなスクラッチなどの「破損」レベルの欠点を持つカードがこのグレードに該当する場合があります。
カードが汚染物質により、若干汚染された場合もこのグレードに該当することがあります。

�.� & � GOOD
カードに破損した形跡はあるが、� GOODよりややコンディションの良いカードです。 
� GOODは複数の破損痕跡はあるが、形が大きく損傷していないコンディションのカードです。

�.� & � FAIR
�.� FAIR+ は複数の欠点によりカードは破損したが、その全般的なコンディションが � FAIR よりやや良いコンディションのカードです。 
� FAIR は破損でカードの形が大きく損傷したカードを意味します。カードが破れたり、部分的に流失している場合、異物による汚染の程度が大きい場合など、
破損が複数発生し、その程度がひどく破損したカードが � FAIR に該当します。

同一グレードに値するカードの状態には様々なケースがあります。 上記記載済みの、各グレードに対する内容はあくまでも参考用で、
例として挙げていないコンディションのカードにも該当グレードが付与されることがあります。

PRICING

レギュラー

カードのコンディションを鑑定し、brgオリジナル特殊ケースにインケーシングを行うサービスです。

リホルダー

既存brgユーザーを対象に、brgグレーディングカードのケース交換を行うサービスです。

クロスオーバー

brg以外の他社グレーディングサービス利用ユーザー対象に、brg scaleによる再鑑定及びリケーシングを行うサービスです。

サービス利用規約（必ずお読みください）

SAFE SEALING

AUTO GRADE

オートグレードは、オートカード(サインカード)に対するグレーディングサービスで、申請時に一緒に追加申請できるサービスです。 

オートグレードを申し込む場合、オートに対するグレードがカードのグレードと一緒に表記されます。

オートグレードはVSCスキャニングによりコンディションを確認し、 筆跡の明確さによってスコアが付与されます。

カード会社から正式に発行したカードに対するオートカードのみオートグレードを受けることができます。

トレーディングカードのコンディションを表すグレード値をbrgスケール*を通じて算出し、インケーシングして提供するサービスです。

brgスケール:表面（サーフェス）、エッジ、コーナー、センターリングの�項目に関連するスコアを算出いたします。

brgはカードのコンディションに対する信頼できる指標を提供し、カードのコレクション価値を高めます。

brgは透明なケースと綺麗なラベルでカードを最も明確な形でお見せします。
また、カードの美しさのために、カードサイズ別に合わせたケースを提供します。

特殊材質の丈夫なオリジナルケースは、
今後発生しうるカードの損傷を防ぎます。これにより、カードを半永久的に安全に保存できます。

brgは特殊製作されたオリジナルラベルとケースを超音波でシーリングし、偽·変造を防止し、カードの価値を守ります。

カードの価値を高めます！

綺麗なスラブ！汎用ケース不使用！

優れた保存機能！

万全なセキュリティ！

�~��のグレードが付与され、��グレードに近いほど 
カードのコンディションが完全であることを意味します。

brgグレーディングケースはBPAフリー 
素材を使用しているので安全です。

標準化した命名法に基づき、カードの発行時期、 
カードが獲得できる商品シリーズ名、 

カードの名前などを表示します。

グレーディングケースは業界内で最も優れた透明度を持ち、
 カードの美しさをありのままに見せてくれます。

カードに損傷を与えない安全なシーリング方法を使用いたします。

・当サービスは、ブレイクエンカンパニーのグレーディングサービス（brg）のお申し込みを代行するものです。

・お客様よりお預かりしたカードを、弊社がbrgへ発送し、brgから返送後、お客様にお返しいたします。

・グレーディングの結果には、弊社は一切の責任を負いません。

またbrgも結果に関する問い合わせは受け付けておりません。

・サービスお申し込み後のキャンセル、返金は一切受け付けいたしません。

（グレーディング不可サイズの場合はカード及びサービス料金をお返しいたします）

・事故、天災などによるカードの汚損、紛失について、弊社は一切の責任を負いません。

・輸送中の事故につきましては、申告価格と市場価格の、低い方の額がbrgにより補償されます。

・鑑定後、弊社に返送されたカードは、必ずお受け取りください。

弊社到着後１年を経過したカードは、弊社にて処分させていただきます。
+�� ���-����-����  cs@break.co.kr

レギュラー

�,���円 �枚

当社受領後営業日基準で��日以内に出庫予定

税金·送料含まず価格

リホルダー

�,���円（税別）�枚

当社受付後、営業日基準��日で出荷予定

クロスオーバー

�,���円（税別）�枚

当社受付後、営業日基準��日で出荷予定

レギュラー

�,���円（税別）�枚

当社受付後、営業日基準��日で出荷予定

クロスオーバー

�,���円（税別）�枚

当社受付後、営業日基準��日で出荷予定

一般カードサイズ一般

横�.� X 縦�.� (単位:inch)

紙または一般クロム類のカード

�.�mm

�.�mm

��pt

CHROME REFRACTOR/AUTO 類��pt

結構な厚みが感じられるカード��pt

*brgは上記 「審査可能なカード」 を含む一部カードのみ受付しております。 

*サービスの安定性のため、 ��年度 (含む) 以降に発売されたカートを対象にサービスを受 付しております。 

但し、 ポケモンカードの場合のみ、 発売年度問わず (��年発売のオリジナ ル含む)全ての正式発売カードを

対象に受付しております。 

*偽品カードを除く、 審査不可能力ードを申請された場合、 該当数量に準じ、 

サービス料金を 払い戻させていただきます。

*正品・偽品の鑑定はグレーディングプロセスの一部であるため、 偽品と確認されたカードの 場合、 

サービス料金の払い戻しは出来かねます。

 *サイズ:�.� X �.� inch 以下のポケモンカード、 遊戯王カード、 MTGカード、 その他TCG カード、 

スポーツカードなど申請可能 

*厚さ:��pt (�.�mm) 以下のカードのみ申請可能

*規格外の力ードを申請された場合は、 該当数量に準じ、 サービス料金を払い戻させていただきます。


