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はじめまして  私たちは  さすがやです

ヒトも動物も「驚き」を持って生まれてきた

動物にとっての「驚き」は恐怖

同一性の圏内にあるものから大きく
外れる偶然性には不安を感じ恐怖となる

ヒトはどうか

ヒトは「驚き」を喜びに変えることができる
唯一の動物

「驚き」を楽しむ
当たり前のことからは「驚き」は生まれない

知ってる未来より知らない未来
私たちは実現可能なことには驚かない

絶対無理、不可能なことを成し遂げたときに驚く
常識を捨てて不可能を可能にする

「驚き」を喜びに
当たり前じゃないのがありがたい

『当たり前じゃないのがありがたい』『当たり前じゃないのがありがたい』



関わる人全てに「流石や！｣驚いて欲しい。

リユース業を通して、買取価格はもちろん、
その他全てのサービス全般において
驚嘆のお声を頂けるような、

今までに出会った事のない会社にすることを
ミッションに掲げ、命名致しました。

ロゴ・ロゴカラーに込めた想いロゴ・ロゴカラーに込めた想い

お客様の「いらない」を漏らさず受け留める
『手の平』をモチーフに致しました。

会社名の由来 COMPANY NAME LOGO&LOGO COLOR
会社名の由来

誠  実 地域格差
の払拭 環境保全誠  実 地域格差
の払拭 環境保全

Cyan GreenMagenta
「シアンブルー」 「グリーン」「マゼンタピンク」



3年以内に目指す姿

まだ見ぬ驚きを

地方革命

顧客が体験した事がない知識、接客、価格

地方と世界を驚きで繋ぐ

中期ビジョン

中期ビジョン達成条件

さすがや5つの

驚きを
さすがや5つの

驚きを
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45
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サービスに驚きを

・待遇：東京水準達成
　　　給与、福利厚生

・企業成長：年商100億円
　　　　　店舗数250店舗

社員に驚きを世界に驚きを

存在意義M I S SON

行動基準

自己
分析

凡事
徹底

求心力 発想

己を知る

周りを巻き込む

超二流を目指す

真似て改善して
オリジナルにする

V I S I ON

VALUE

目指す方向性

全ての人が可能性を信じられる世の中に

驚きの作り方

驚
き
驚
き
SURPRISED

相手を思いやる GIVE

SPEED&ACTION

遊び心を持つ PLAYFUL

誰よりも目立つ STANDING

とにかく行動
インバウンド顧客獲得
海外拠点立ち上げ

3年でエリアマネージャーを
10人、年収800万円

認知向上など
メディア露出：TV / 本 / SNS
企業認知向上：共演 / 教育活動

社長が驚きを 社員が驚きを



会社概要 COMPANY PROFILE

株式会社 さすがや

〒110-0015 東京都台東区東上野1-12-2 THE GATE UENO 4F

TEL.03-5816-6362　 FAX.03-5817-4412

10,000,000円

佐藤 貴夫

112人（2022年7月現在）

運 営 会 社

本　　　社

連　絡　先

資　本　金

代表取締役

従 業 員 数

ジュエリー・宝飾品・貴金属等買取

ブランド品買取　　高級時計買取

スマートフォン端末買取・修理

事 業 内 容



さすがや売上高推移

第一期 第四期第三期第二期
（2019年） （2022年）（2021年）（2020年）

130,948

612,883

1,164,716

2,362,153
千円

創業4年で23億6千万円達成！!



事業内容

買取事業

BUSINESS CONTENT

USED PURCHASE
リペア事業
iPhone REPAIR

ジュエリー/宝飾品/貴金属/ブランド品/高級腕時計
リユース業界では、インターネットやスマホアプリの普及によって、2025年
には、中古品販売の経験者は、日本の総人口の約半数が利用者になると見
込まれています。更には、市場規模は2兆円に達すると見られており、今後
も成長を加速させると言われている業界です。

スマートフォン主流の時代になってから数年が経ち、1人1台以上の所有率
の中でiPhoneユーザーは全体の66.56％を占めています。
特にiPhoneを販売しているApple社の修理対応窓口は大都市にしか存在
せず、修理も予約対応になってしまいます。そうした状況に対して、全国
ネットワークで最短即日対応のiPhone修理を行い、故障でお困りのお客様
の力になります。



Initiatives for SDGs

リユース・リペアを通じて今ある資源の無駄を無く
し、必要な人に必要なものを届けております。

さすがやでは教育を受ける事は平等だと考えま
す。自社の教育システムはもちろんのこと、学生
に対しての寄付なども行っています。

宝飾品に使用されている宝石は自然破壊により生み出されていました。
リユースを通じ再利用する事で環境保全に貢献します。

循環型社会の形成 

地域社会との共存
貧困や差別、格差などは世界的にももちろん日本国内でも深刻な問題で
す。さすがやでは東京ー地方などの格差社会にも目を向け給与、男女平
等、学歴関係なく誰でも仕事に臨める体制を整えております。

教育貢献

環境保全

さすがやは国際社会の一員として、持続可能な社会づくりのために、SDGsの目標達成に向けて取り組んでいます。
その活動内容が外務省から認められ、正式に「JAPAN.Committed to SDGs」のジャパンロゴマークの使用が認可
されています。



買取ビジネスとは？ BUSINESS MODEL

買取ビジネスとは、お客様がお持ちの指輪な
どの貴金属やブランド品や切手などを買い取
り、その後卸業者で現金化するビジネスです。

現金化は最短即日！さらに買取専門店なので
在庫を抱えるリスクがありません。小スペース
で利益率の高いビジネスの展開が可能になり
ます。お客様

買取専門店

販売業者

買取 買取

支払 支払

一般買取 業者買取

・買取屋　　  ・リサイクルショップ
・質屋　　  　・一般問合わせ
・チケット屋    ・その他

・地金専門業者
・宝石専門業者
・ブランド専門業者



さすがやの買取品目 PURCHASE ITEM

高級腕時計 金・プラチナ ブランド品 お酒ダイヤ・宝石
その他

iPad・タブレット iPhone・スマホ Apple製品 おもちゃ・フィギュア 楽 器 家 電

カメラ ゲーム 記念コイン・メダル 切 手

工 具

ジッポー・ライター 食 器

パソコン 財 布 商品券・チケット 釣 具 テレフォンカード



買取事業における市場性

30,000

35,000億円

※リサイクル通信より

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2025

13,594
14,916

15,996
16,517

17,743
19,932

21,880

23,585
24,169

買取市場は、なんと3.5兆円達成予定!!



パネル交換

iPhone修理では主に、パネル交換（液晶交換）　バッテリー交換　水没修理　の作業を行うことが多いです。
※この他にホームボタン修理、カメラレンズ交換、充電できない等の点検作業もございます。

割れたパネルを新品のパネルに交換
します。1番多い作業になります。

所要時間：30分～1時間

バッテリー交換
バッテリーの寿命は1年半～2年と言わ
れています。新品のバッテリーと交換
する作業になります。

所要時間：15分～30分

水没修理
水没させてしまったiPhoneの復旧作業、
基盤の取り外し、アルコールで消毒をし
て腐食していたり、汚れている箇所を
洗浄します。

所要時間：1時間～2時間



iPhone修理における市場性

2,329

4,000

億円

スマートフォン修理市場は
4,000億円
達成！！

スマートフォン修理市場は
4,000億円
達成！！

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020

iPhone
シェア率

iOS
69.3%

その他 0.3％

Android
30.4%



スポンサーシップ SPONSORSHIP

スポーツを通じて地域活性化を目指しています。

弊社は、全国に店舗があり、地域によっての応援するス
ポーツチームは異なることから、会社が第一声で応援
するのではなく、各地域店舗からの応援の声に耳を傾
けスポンサー契約を行っています。
スポンサー契約は、弊社のコンセプトである「地域活性
化」として、利益金の一部をスポーツを通じて「各地域」
に返し、地方の活性化を目指しています。

北海道コンサドーレ札幌

OFFICIAL SPONSORED
プロサッカーリーグ J1 所属

レバンガ北海道

OFFICIAL SPONSORED
ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ所属

ブラウブリッツ秋田

HOMEPAGE SPONSORED
日本プロサッカーリーグ J2 所属

松戸ダイヤモンド

SPONSORSHIP
バレーボールクラブチーム

松本山雅F.C.

PARTNERED
日本プロサッカーリーグ J2 所属


