
                                JaSIA 
米国鑑定米国鑑定米国鑑定米国鑑定 士士士士 協会および日本資産評価士協会および日本資産評価士協会および日本資産評価士協会および日本資産評価士協会協会協会協会 とのとのとのとの 

国際評価基準の取り扱いに係る宣誓書国際評価基準の取り扱いに係る宣誓書国際評価基準の取り扱いに係る宣誓書国際評価基準の取り扱いに係る宣誓書  

 

以下署名者である協会入会申請者は、自身が(1)鑑定評価の専門業務に従事している、ま

たは(2)鑑定評価士になりたいとの意向を持っていることをここに宣誓します。 さらに、申請者

は協会への加入が認められた 10 か月以内に、協会による評価原論及び倫理規定に関する

試験に合格することに合意します。 
  

上記に加えて、申請者は次の事項に同意します。（1） 現在北米に鑑定評価業務に従事し

ていないこと。 （2)IVSC(the International Valuation Standards Committee：国際評価基準委

員会 )による IVS(the International Valuation Standards；国際評価基準 )を理解し鑑定評価業

務をそれに準じて行うこと。 (3) 将来に米国において鑑定評価業務に従事することがある場

合は、その旨を ASA 本部に連絡し、USPAP(Uniform Standards of Professionaｌ Appraisal米
国統一鑑定実務基準 )に関する 15 時間の講習と修了試験に合格する義務があること。 
  

申請者はさらに、ASA が将来 IVS に関する講習を設定した際は、ASA の会員資格を維持

するために、その講習を履修し、修了試験に合格し、加えて会員資格更新手続きの一環とし

て 5 年毎に試験に合格することが求められることに合意する。 
  
私は、上記に述べたことは真実であり、もし、会員となることが認められた場合は、協会の諸規

定及び評価鑑定に係る基準、倫理規定を厳守することをここに宣誓します。  
  
_       _              
申請者の氏名   
   
________________________________     ______________________ 
申請者の署名                     日付  
 

The undersigned applicant cert i fies that he or she is ei ther (1) employed in the appraisal profession or (2) interested 
in becoming an appraiser.   The applicant further agrees to take and pass the society’s examinat ion in the principles 
of appraisal pract ice and code of ethics within 10 months of the approval of his/her applicat ion for membership. 
 
In addition, the applicant agrees to the following: (1) they do not current ly engage in appraisal work in North 
America, (2) they have read and conduct their appraisal pract ice in accordance with the International Valuat ion 
Standards set forth by the Internat ional Valuat ion Standards Committee, and (3) should there be a t ime in the future 
when they do conduct appraisal work within North America, it  is their responsibi l i ty to inform ASA and take and 
pass the 15 hour Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP) course and examination. 
 
The applicant further agrees that at such a time in the future, should ASA develop a course and exam reflective of the 
IVS standards, they wi l l be asked to take the course and pass the exam in order to maintain their member status and 
wi l l also be asked to pass the exam every f ive years as part  of ASA’s reaccreditation process.   
 
I hereby cert i fy that the statements contained herein are correct and i f elected to membership, I agree to abide by the 
consti tut ion, bylaws, administrat ive rules, and principles of appraisal practice and code of ethics of the society.  


