
パラジウム
インベストメントサービス

注目の貴金属で新しい資産形成
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世界でもっとも注目がある
貴金属「パラジウム」で
新しい資産形成をはじめませんか？
徳力本店のPIS（パラジウムインベストメントサービス）では、
お客様の資産である「パラジウム」を
私たち徳力本店がお客様に代わって運用いたします。
もちろん、お客様からお預かりしましたパラジウムはいつでも売却が可能です。
伝統と信頼の徳力本店で、新しい資産形成をはじめませんか ?

PIS ～パラジウムお預かりの流れ～

ご 入 会

購入預入れ

持込預入れ

保管＆運用

弊社で保管して、様々な

用途に運用します。

弊社でパラジウムを購入、

そのままお預かり。

会員様が既にお持ちの

パラジウムをお預かり。

お申込み受付は、

店頭またはお電話で。
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売 却

会員様に配当重量もしく

は配当金で還元します。

還 元
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銀白色の金属で、元素記号は「Pd」。白金族元素の一つであり、

ロシアと南アフリカでの生産が約60%以上占めており、希少性が高い金属です。

1803年にイギリスの学者ウォラストンが白金鉱山から発見したと言われています。

当時、新しく見出された小惑星パラスにちなんで命名されたそうです。

プラチナやニッケルなどの副産物として産出されており、

主産物の採掘状況によって生産量が変動します。

弊社は“現代生活から最先端まで”

新たな可能性を切り拓く貴金属地金商として現在に至ります。

パラジウムは近年において触媒材料・半導体材料・電子材料・歯科材料・

ジュエリー用材料と幅広く使用しています。

経済成長に伴い需要が伸びており、欠かせない貴金属です。

お預かりしたパラジウムを様々な用途に運用いたします。
※ご売却の際に、購入価格を下回る場合もございます。

「配当」という形で会員様に還元します。

配当とは「パラジウムの運用によって得た利益の一部を会員様へお支払いする」ことです。

老舗地金商ならではの「配当重量コース」または「配当金コース」が選べる事が、

他では類をみない魅力的な商品です。

運用について

配当について

パラジウムとは
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「PIS」をご利用されるには、ご入会が必要となります。
契約期間は4月1日から翌年3月31日です。
入会金2,000円（税抜）が必要です。※ご入会のみもお受けしております。

　　お申込み方法

店頭受付

弊社地金店舗にお越しください。PIS「申込書」に必要事項を
ご記入ください。お客様の身分証明書と印鑑、金融機関口座
を確認できるものが必要です。

入会金を現金でお支払ください。

購入預入れの場合は地金の購入代金を、持込預入れの場合は
手数料を現金でお支払下さい。
地金口座開設の完了です。
引き続き、各種サービスをご利用ください。

ご 入 会

入 会 金

サービス開始

受付時間：弊社営業日10時～17時（※月の最終営業日および大阪店は16時まで）

各種手数料
・入会金…¥2,000（税抜）
・売却手数料…P.10参照
・持込預入れ手数料…P.9参照

持込預入れ購入預入れ
P6へ P8へ
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　　お申込み方法

電話受付 持込預入れ購入預入れ
受付時間：弊社営業日10時～17時
（※月の最終営業日および大阪店は
16時まで）

受付時間：弊社営業日10時～13時30分

地金をご注文ください。ご
注文当日14時までに地金
の購入代金、入会金を弊社
指定銀行口座へお振込みく
ださい。
※振込手数料は会員様負担とさせて
いただきます。

PIS「申込書」をお取り寄せ下さい。
PIS「申込書」に必要事項をご記入いただき返信下さい。
※身分証明書のコピーを同封して下さい。

地金購入代金
お支払い

ご 入 会

サービス開始

※送料はお客様負担とさせていただき
ます。

※振込手数料は会員様負担とさせて
いただきます。

地金の鑑定、書類の確認を
行います。

お電話にて弊社よりご連絡
いたします。翌営業日14時
までに入会金・持込預入れ
手数料を弊社指定銀行口座
へお振込みください。

地金口座開設の完了です。引き続き、ご利用ください。

申込書・地金とその領収書・
お客様の証明書のコピーを
弊社宛にお送りください。
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地金ご購入です。
ご購入されました地金は、弊社でお預かりいたします。

　　購入預入れ

店頭受付
受付時間：弊社営業日10時～17時（※月の最終営業日および大阪店は16時まで）

弊社地金店舗へお越しください。
会員様の身分証明書が必要となります。

現金でお支払ください。
価格は購入預入れお申込み時点での弊社発表税込小売価格が
適用されます。

重量をご指定ください。
ご注文の地金単位は下記になります。

地金口座残高がない場合：5g以上1g単位
地金口座残高がある場合：5g以上1g単位

地金取引報告書、計算書を発行し、ご購入いただいた地金は
会員様の地金口座に加算いたします。

購入預入れ
お申込み

地金購入代金
お支払い

ご注文

お預かり
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電話受付 WEB受付
受付時間：弊社営業日10時～13時30分 6月開始予定です。

弊社地金店舗までお電話く
ださい。重量をご指定くだ
さい。ご注文の地金単位は
下記になります。

ご注文当日14時までに弊社指定銀行口座へお振込みください。
※振込手数料は会員様負担とさせていただきます。

地金取引報告書、計算書をご登録の住所宛にお送りし、ご購入
いただいた会員様の地金口座に加算いたします。

弊社HP内、PIS 購入預入
れのフォームに必要事項を
入力して送信してください。
弊社より購入受領メールを
お送りいたします。

購入預入れ
お申込み・ご注文

お預かり

※小売価格、買取価格は相場の変動により変更することがあります。

地金購入代金
お支払い

電話、WEBの場合：5g以上1g単位

　　購入預入れ
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会員様がすでに所有されているパラジウム地金をお預かりします。
持込地金の条件はP.9をご覧ください。

　　持込預入れ

注1  地金が弊社に到着する前に起きた盗難・紛失などの責任は一切負いかねます。
注2  店頭受付では、持込預入れ条件に該当しない地金はその場でお返しいたします。
 なお、電話受付にてお送りいただいた地金の場合は、送料着払いで会員様ののご登録住所宛にお送りいたします。

店頭受付 電話受付

現金でお支払いください。

弊社地金店舗へお越しくだ
さい。地金とその領収書、
会員様の身分証明書が必要
となります。

弊社地金店舗までお電話
ください。重量・数量等を
お伺いいたします。

お電話にて弊社よりご連絡
いたしますので、翌営業日
14時までに弊社指定銀行
口座へお振込みください。

持込預入れ
お申込み

持込預入れ
手数料お支払い

受付時間：弊社営業日10時～17時（※月の最終営業日および大阪店は16時まで）

地金と領収書をお送りくだ
さい。

地金の鑑定、書類の確認を行います。

地金取引報告書を発行し、お預かりいただいた地金は会員様
の地金口座に加算いたします。

※送料は会員様負担とさせていただき
ます。

※振込手数料は会員様負担とさせて
いただきます。

鑑定

お預かり

購
入
預
入
れ
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持込み預入れ手数料

弊社製 パラジウム地金
持込預入れ手数料…無料

他社製 パラジウム地金
持込預入れ手数料…5,000円 ( 税抜 )/1取引

条件：弊社製のパラジウム地金は、購入した際の証明書が原則あること、また
は他社製の場合はグッドデリバリーバーであり販売元発行の購入したこ
とを証明する書類があることを条件とします。

　　持込預入れ地金の条件

地金口座残高がない場合 5g 以上1g単位で持込預入れ

地金口座残高がある場合 1g 以上1g単位で持込預入れ

発送持込の場合 5g以上1g単位（事前連絡が必須）

持込の地金単位
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売却手数料
売却手数料は重量を問わず、一律売却金額 ( 税込 ) ×1％となります。
料率は整数となります。
売却手数料は売却代金から差し引きいたします。

会員様からお預かりしている地金を売却するサービスです。
必要な分だけ現金化できるので便利です。
※価格はお申込み時点での弊社発表税込買取価格が適用されます。

解約の際は、必ず弊社店舗までご連絡ください。解約申込書をお送りいたします。
ご記入いただき返信ください。弊社に届き次第、解約となります。
※解約手続きが済みましたら、地金口座残高を清算いたします。
　解約の際は、入会金の返金はいたしません。

　　解約

　　売却

店頭受付 電話受付

弊社地金店舗へお越しくだ
さい。会員様の身分証明書
が必要となります。

受取方法は現金・お振込み・小
切手からお選びいただけます。
地金取引報告書を発行します。

弊社地金店舗までお電話くだ
さい。

会員様のご登録銀行口座へ
お振込みいたします。地金
取引報告書を発行します。

受付時間：弊社営業日10時～16時

お申込み

売却代金の
お受け取り

※お振込みは2営業日後、振込手数料は会員様負担とさせていただきます。
※地金口座残高が1g未満になる場合、全量売却とさせていただきます。

※小売価格、買取価格は相場の変動により変更することがあります。

売却単位：1g 以上1g 単位 売却単位：5g 以上1g 単位 売 

却

解 

約



11

お預かりしましたパラジウムを運用させていただき、会員様に還元いたします。

　　配当

配当方式
「配当重量コース」か「配当金コース」どちらかお選びください。
変更可能です。
※預かり重量の平均残高重量が500g未満の場合は、自動的に配当重量となります。

対象重量 預かり重量の平均残高重量が対象となります。
（毎日の残高重量を累計し、その重量を契約日数で割った平均重量となります。）

配当率 1%　（2019年度契約の場合）
※1年ごとに変更があります。

配当重量 平均残高重量に配当率を掛けて算出します。
（小数点4位として端数は四捨五入します。）

配当金
配当重量に年平均の弊社発表買取価格を掛けた金額が
配当金になります。

※中途解約の場合、または契約満期時期に地金口座残高が無い場合は配当はありません。

※配当金の振込手数料は弊社が負担いたします。
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2013年 2014年 2015年

2,282円 2,737円 2,690円

2016年 2017年 2018年

2,147円 3,146円 3,699円

パラジウム地金
月平均小売価格（税込）

パラジウム地金 グラフチャート
円建て価格（2013年1月～）

配 

当

相 

場 

表

　　パラジウム相場表
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PIS 商品概要

商品名 PIS（パラジウムインベストメントサービス）

ご利用
いただける方

日本国内に在住し、満20歳以上の方。国内の金融機関をご利用の方。
（お申込み者と口座名義は同一でなくてはなりません。）

入会金 2,000円（税抜）

契約期間 4月1日から翌年3月31日までの1年間。月の途中加入可能です。

お預かり期間 4月1日から翌年3月31日までの1年間。月の途中加入可能です。

保管方法 寄託委任契約にてお預かりします。

購入預入れ

地金口座残高がない場合 ：5g以上1g単位で購入預かり。
地金口座残高がある場合 ：1g以上1g単位で購入預かり。
電話・ＷＥＢの場合 ：5g以上1g単位で購入預かり。
【受付時間】
店頭：弊社営業日10：00～17：00（月の最終営業日および大阪店は16時まで。）
電話・WEB：弊社営業日10：00～13：30

持込預入れ

地金口座残高がない場合 ：5g以上1g単位で持込預かり。
地金口座残高がある場合 ：1g以上1g単位で持込預かり。
TEL（発送）の場合 ：5g以上1g単位で持込預かり。
【受付時間】
店頭：弊社営業日10：00～17：00（月の最終営業日および大阪店は16時まで。）
電話：弊社営業日10：00～13：30

売却

店頭の場合：1g以上1g単位で売却。
電話の場合：5g以上1g単位で売却。
（売却の際、地金口座残高が1g未満となる場合、全量売却となります。）
※価格は弊社発表税込買取価格が適用。
【受付時間】
店頭：弊社営業日10：00～16：00（月の最終営業日および大阪店は16時まで。）
電話：弊社営業日10：00～13：30

報告書 年に1回、4月に会員様のご登録住所宛にご郵送いたします。
地金口座残高ならびに「配当重量」「配当金」「配当率」を記載します。

解約 解約の際は、必ず弊社店舗までご連絡ください。
解約申込書をお送りいたします。

2019年4月現在
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PIS Q&A
パラジウムの価格は、どのように決まりますか。
ニューヨーク ･マーカンタイル取引所（NYMEX）での価格が国際指標価格と
されています。

徳力本店で運用は、どのように行いますか。
弊社は工業用品や宝飾品など様々な製品を製造しております。お預かりしました
パラジウムは弊社製品の製造に使用します。

なぜ貴金属で配当が出るのですか。
A2の様に弊社で運用によって得た利益の一部を会員様へお支払いすることが
出来ます。

税務申告は必要ですか。
購入・預入れの際は特に必要ございません。売却した際に金額によっては税務
申告が必要となる場合がございます。詳しくはお近くの税務署、または税理士に
ご相談ください。

身分証明書とは何が有効ですか。
有効期限内の運転免許証、パスポート等、顔写真付きの公的書類がお使いいただけ
ます。顔写真付きの身分証明書がない場合は、保険証と住民票など、住所・氏名の
記載がある公的書類2点をご用意ください。

Q1
A1

Q2
A2

Q3
A3

Q4
A4

Q5
A5

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

商
品
概
要

Q 

& 

A



本社 地金店舗  【東京都公安委員会　第301036108019】

〒101-8548　東京都千代田区鍛冶町2丁目9番12号
TEL 03-3252-0177 （直通）
営業時間  ご購入受付時間 10：00～17：00/ご売却受付時間 10：00～16：00

定休日  土曜日、日曜日、祝日、年末年始、盆休み、特別休（GW）
交通  JR線神田駅東口より徒歩約2分

 東京メトロ銀座線神田駅3番出口より徒歩約2分

大　  阪　  店  【大阪府公安委員会　第621065500361】

〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場2丁目11番20号GATO三休橋ビル1F

TEL 06-6252-7811 （代表）
営業時間  ご購入・ご売却受付時間 10：00～16：00

定休日  土曜日、日曜日、祝日、年末年始、盆休み、特別休（GW）
交通  地下鉄御堂筋線心斎橋駅1番出口より徒歩約5分

東京・大阪・甲府

 本社 （10：00～17：00 土日祝日を除く）0120-4
シサンハ

38-1
トクリキイチバン

91 大阪店 （10：00～16：00 土日祝日を除く）

0120-1
トクリキ

09-0
オーサンキュー

39 
（10：00～17：00 土日祝日を除く）

https://www.tokuriki-kanda.co.jp/

LINE@やってます。
相場情報、純金・プラチナ積立などのご案内しています。
右記QRコードからお友達登録お願いします。

株式会社徳力本店 PIS取扱い店舗

地金売買
お問い合わせ

地金価格案内
テレフォンサービス 

ホームページ

徳力本店
公式アカウント

※貴金属地金は元本が保証されているものではございません。ご売却の際に、購入価格を下回る場合もございます。

19.04

検索徳力本店

パラジウム
インベストメントサービス

注目の貴金属で新しい資産形成


