
JBAライブ・ネットオークション規約 

 

第１章 総則 

（規約の目的） 

第1条 本規約は「JBAライブ・ネットオークション」（以下、「当オークショ

ン」という）のネットオークション事業を行うため、これに必要な手続き方

法その他の事項を定め事業の円滑な運営を図ることを目的とする。なお、本

事業で行われる売買等の契約は、あくまで出品や落札をした会員間で成立す

るものであり、出品や落札をした会員が相手方に対し売買等の契約上の責任

を負うものとする。 

 

（名称） 

第2条 当オークションの名称を「JBAライブ・ネットオークション」とする 

 

（取扱品目） 

第 3条 当オークションは下記に掲げる古物を交換売買ならびに委託販売を専

ら業として取り扱うものとする。 

 ①衣類 ②時計宝飾品類 ③皮革ゴム製品類 

 

（運営） 

第 4条 当オークションは、本規約のほか、別途定める申し合わせ事項に基づき、

株式会社ブランドオフ（以下、株式会社ブランドオフを「主催者」という）

が運営を行う。 

 

第２章 開催日 

（開催日） 

第 5条 当オークションは原則、毎週木曜日を市場の開催日とする。 

 

（営業時間） 

第 6条 前条に定める開催日の午前 10時 30分を営業開始時刻とする。但し、時

間を変更することもある。 

 

第 3章 会員 

 

(参加希望会員) 

第 7 条 参加希望会員は、あらかじめ JBA ライブ・ネットオークションが指定

した会員番号・パスワードを使用して、JBAライブ・ネットオークション

システムを自らのパソコンにダウンロードしたうえで参加することがで



きる。 

 ２  環境チェック等で適正でないと判定された場合、システムの利用に対

応できる環境を整えなければならない。ただし、上記の条件を満たしても

JBAライブ・ネットオークションはサービス提供を保障するものではない。 

 

 ３  サービス提供にあたり、JBAライブ・ネットオークションは以下のよ

うに会員へのサポート体制を整えるものとする。 

 ・各種手順書の提供 

 ・サポート電話：076-232-8071 

 

(責任) 

第 8条 会員は、自らの会員番号・パスワードを使用してオークションに参加す

ることとし、そのせり結果に対して全責任を負う。 

 

(パスワード管理) 

第 9条 会員のパスワードは、自らの責任において管理しなければならない。管

理の不手際による取引上のトラブルは全て会員の責任とする。万一、パス

ワードを第三者に不正使用され落札された場合、その取引の責任は全て会

員にあるものとする。 

 

(参加台数) 

第 10条  参加台数は、原則１台とする。JBAライブ・ネットオークションでは

オークションリストの参照、事前入札で便宜を図る為に、会員に発行す

る IDで同時にログインする事ができる。 

入札モードでも一つの IDで同時に複数の PCで参加できるが、入札は

複数とも同じ画面、が表示される。また、インターネット回線の速度に

よっては、入札モードでパソコンがフリーズする場合がある。それによ

り生じたトラブルは全て会員責任とする。 

 

(情報管理) 

第 11 条 会員は、オークションシステムを利用して得た情報を第三者に漏洩し

てはならない。万一、発生したトラブル等は、全て会員責任とする。 

 

(JBAクレジット) 

第 12条 会員は、「JBAクレジット」に任意加入し利用することができる。 

 

(資格の取消し) 

第 13条 本規約の第 8条から第 11条に違反した場合、参加資格を取り消すこと   



がある。 

 

(利用の中止) 

第 14 条 会員は、中止を希望するとき運営会社である株式会社ブランドオフま

で申し出るものとする。 

 

第 4章 手数料 

（諸経費） 

第 15条 本会は諸経費を賄うため荷主である会員から落札価格(消費税別)の 2％

を、買主である会員から落札価格(消費税別)の 5%を手数料として徴収する。 

    但し、落札金額が 2万円に満たない場合に限り、出品手数料は一律 400

円とし、落札金額が 1万円に満たない場合に限り落札手数料は一律 500円

とする。 

    また、ロレックスの時計本体については買主である会員から落札価格

（消費税別）の４％を手数料として徴収する。 

また、引きとなった商品については、1点につき、一律 500円を手数料

として徴収する。 

 

（送料負担） 

第 16条 送料は原則として会員が負担するものとする。 

 

 

第 5章 決済  

（取引） 

第 17 条 売買代金の決裁は、現金、銀行振込または JBA クレジットにて行う。

なお、取引は必ず市場を通じて行い、個人間の取引は認めない。 

２ 落札代金を銀行振込する期限は、オークション翌日から 2営業日以

内とする。 

 

(キャンセル) 

第 18 条 当オークションは、会員が落札後商品をキャンセルすることは原則こ

れを認めない。但し、当オークションがキャンセルの必要を認めた場合

はこの限りではない。  

 

第 6章 出品 

（資格） 

第 19条 出品者の資格は、JBAライブ・ネットオークション会員とする。但し、

員外者で古物商許可証を所持する者が出品を希望する時は、競売責任者



の許可を取らなければならない。 

 

（要件） 

第 20.条 競売会場に入場するものは、公安委員会発行の古物商許可証を所持し、

警察ならびに当オークションの要請がある時はこれを呈示しなければな

らない。 

 

（不正品等の上場の禁止） 

第 21条 盗品その他不正品の疑いのある物品は上場してはならない。 

 

（品質） 

第 22条 外見により判断できない故障又は、品質表示の誤り等があると本会が   

認めたときは、その商品を返品することができる。返品商品は売主に返

す。原則として売主に対しての手数料の払い戻しはしない。 

２ 返品の期限については、リアルライブネットオークション申し合わ

事項にて定める。 

 

（後交渉） 

第 23条 当オークション終了後、落札会員から落札商品の品質及び機能動作に

ついての後交渉があった場合、または落札商品が不正品及び盗難品、遺失

品の疑いがあった場合、主催者の判断に基づいて、主催者が出品会員、落

札会員双方の調停処理、または裁定を行なう。 

   ２ 主催者の裁定結果については、出品会員、落札会員双方ともにこれに

従わなければならない。 

３ 当オークション終了後、落札商材が盗品及び遺失物の疑いがあった場

合、監督官庁の判断及び法令の定めるところに従い、主催者と出品会員

及び落札会員双方は協力して解決にあたる義務を負うものとする。 

   ４ 上記の後交渉に関して、主催者は会員以外の第三者との交渉は一切受

けつけないものとする。 

 

  

第 7章 会の運営 

 (不測の事故) 

第 24条 関連機器等の不測の事故(天災・回線トラブル等)によりサービスが停止

し、取引上の損害が発生しても、主催者はその責任を負わない。 

 

（年会費） 

第 25条 当オークションは、年会費として１社につき４０，０００円(税込)を徴



収する。 

    尚、４月１日以降の入会に対しては２０，０００円(税込)を徴収する。 

   年会費の徴収は毎年 8月に行い会員はこれを一括して支払うものとする。 

    特に申し入れもなく年会費の支払いが滞ることがあれば、当オークショ

ンは会員に通知を行うことなく会員資格を抹消し、強制退会とすることが

できる。尚、その際の保証金の返還についてはその義務を負わないものと

する。 

 

(入会金) 

第 26条 当オークションは、入会金として入会時 1社につき３０，０００円(税 

込)を徴収する。入会金はいかなる場合においても、これの返還義務は負わ

ないものとする。 

 

２ 平成２９年 8 月 31 日をもって保証金制度を廃止とする。また、制

度廃止による一括返還は行わないものとし、保証金預り証をもつ会員は

退会時にこれの返還を受ける事ができるものとする。ただし、落札代金

の支払い及び当会の裁定により発生した値引き、返品に対する返金が行

なわれない場合、強制退会及び会員からの申し出のない退会についても、

これの返還義務は負わないものとする。 

 

(事業年度) 

第 27条 当オークションの事業年度は、毎年 9月 1日から翌年 8月 31日までの   

1年とする。 

 

 

(禁止行為) 

第 28条 会員は次の行為をしてはならない。 

(1)会員以外の者を当オークションに参加させること。 

(2)会員間の直接取引及び決済。 

(3)不正品及びその疑いのある商品を出品すること。 

(4)盗難品及び遺失物の疑いのある商品を出品すること。 

(5)その他、当オークションの諸規約、諸規定及び申し合わせ事項に 

定める条項に違反すること。 

 

(参加制限) 

第 29 条 主催者は、次の事項に該当した会員の当オークションへの参加を制限

することができる。 

(1)当該会員の支払い義務が規定の日までに決済されないとき。 



(2)前条に規定する行為を行なったとき。 

 

（品位の保持） 

第 30 条 会員は社会道徳を重んじ、次の行為を慎み、会員に相応しい行状の保

持に努めなければならない。 

       (1)財産的秩序に反する行為。 

      (2)倫理的秩序に反する行為。 

       (3)自由や人権を害する行為。 

          (4)その他、社会的相当性の無い公序良俗に反する行為。 

 

(反社会的勢力の排除) 

第 31条 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年 

    を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運

動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以

下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の

いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しない

ことを確約しなければならない。 

 

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有す 

 ること。 

(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に 

 損害を加える目的を持ってするなど、不当に暴力団員等を利用して 

 いると認められる関係を有すること。 

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの 

 関与をしていると認められる関係を有すること。 

(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に 

 非難されるべき関係を有すること。 

 

（任意退会） 

第 32条 会員が任意に退会する場合は、主催者に対し書面にて届け出るものと 

し、主催者が書面を受理した月の月末をもって退会できるものとする。

但し、会員に決済未完了の商材取引、主催者に対する債務等が存在する

場合、主催者は退会届の受理を留保することができ、この場合退会は認

めない。 

 

（強制退会） 

第 33 条 会員が以下の各号に該当した場合、主催者の判断で当該会員を強制退



会させることができる。また、この場合当該会員は異議申し立てをで

きないものとする。 

(1) 当オークションの運営上、著しく支障を来たす行為を犯した場合。 

(2) 本規約の条項に違反した場合。 

(3) 銀行取引停止処分を受けた場合。 

(4) 第三者から強制執行を受けた場合。 

(5) 破産・民事再生、または会社更生等の申立てがあった場合。 

(6) 信用の悪化等、上記各号に類する相当の事由が認められる場合。 

 

（情報の提供） 

第 34 条 会員が前条の各号に該当した場合、主催者の判断で当該会員の情報を

他の古物市場主に対し、当該情報の提供を行うことができる。また、

この場合当該会員は異議申し立てをできないものとする。 

 

（免責事項） 

第 35条   天変地異、暴動、その他不可抗力等、当オークションの責めによらな

い出品物及び落札物の破損、滅失。 

 

（その他） 

第 36条  この規約の改廃については、株式会社ブランドオフで変更することが出来

る。 

２ 実施の細部については別に定める。 

 

附則 この規約は平成 21年 6月 1日より実施する。 

この規約は平成 22年 11月 1日より実施する。 

この規約は平成 23年 1月 6日より実施する。 

この規約は平成 24年 8月 20日より実施する。 

この規約は平成 26年９月１日より実施する。 

この規約は平成 27年 3月１日より実施する。 

この規約は平成 28年 10月１日より実施する。 

この規約は平成 29年 4月１日より実施する。 

この規約は平成 29年 9月１日より実施する。 

この規約は平成 29年 11月１3日より実施する。 

 

 

 

 

 



H28.8.8 改訂 

 

リアルライブネットオークション 

荷主側への規約及び申し合わせ事項 

1. 手数料 二万円以上 ２％（外税） 

二万円未満 一律 400 円（外税） 

引き手数料 一律 500 円（外税） 

 （市場取引は外税方式、消費税 8％が加算されます） 

2. 出品は一箱１０点以内とし、出品数に制限はありません。ただし、予定箱数に達した場合、出

品の受付を締め切らせていただきますので、ご了承ください。 

3. 出品商材到着期限は基本開催日（毎週木曜日）の 12 日前（前々週の土曜日）までとさせてい

ただきます。ただし、追加や急ぎのご出品がある場合はご連絡いただいた上、できるだけ早い 

日数で送っていただくようにお願いします。 

4. 返品等の交渉は競り後 2 週間以内とさせていただきますが、メーカー送りになった場合は数ヶ

月程度のお時間を頂きます。尚、大会後に当会で不正品と判明した商品については、大会翌日 

から１年以内は後交渉の対象となります。ご了承ください。 

＊ 買手様からの交渉／返品に関しましては、当市場にて仲介をさせて頂きますが、あくまで

荷主様と買主様の交渉となります。 

5. 送料は荷主様にてご負担をお願い致します。 

6. 出品商品には必ず、出品表と同じ番号札をお付けください。 

7. 商品はすべて成行で取引させて頂きます。やむをえずご希望値段がある場合は、出品表の金額

欄に指値金額を赤字で明記下さい。指値金額は 1 万円以上を対象とさせていただきます。（1

万円未満は指値の対象外となります。）尚、相場を逸脱した指値を入れるのはお控え下さい。

事前に指値金額を設定していない商品の落札金額に関する荷主様からの後交渉は受け付けま

せん。また、指値金額が落札予想を大幅に上回ると主催者が判断した場合、指値金額の変更及

び削除をお願いする場合があります。 

8. 衣料品（ベルト、靴含む）及びロットでの出品に関して原則として指値の設定は受け付けてお

りません。 

9. 時計ならびにバッグの出品の際は、商品の状態を出来る限り詳しく記載していただけますよう

お願い申し上げます。ご記入の無い場合、「値引き」「返品」の対象となる場合がございますの

で、ご注意ください。  

時計 例）リューズ不良、クロノ不良、回路・機械不良、カレンダー不良、ケース・ブレス・

ムーブ他社外部品の使用、シリアル消え、バネ棒不良、ﾍﾞｾﾞﾙ不良、サビ、腐食、

非防水状態、水没等々 

バッグ 例）ベタ、色塗り、故障箇所（破れやビス取れ等）ネーム入り、社外修理、 

      付属品欠損（チャーム、ポーチ、ストラップ、キャッチ等）等々 

10. 宝石のご出品の際は金性、商品名（主石）、脇石（FD 等）、石目（ｃｔ数）は分かる範囲で必ず記

載をお願いします。色石類はお客様の出品リストにご記入いただきました通りにご出品いたし

ます（例：ヒスイ・ルビーなど）。落札後、鑑別等の結果記載とは違う結果が出ました場合は

返品の対象となりますのでご注意下さい。 



H28.8.8 改訂 

 

11. 出品商品は、ブランド商品で主催者の真贋基準に合わないと思われるもの、その他ネット（現

物下見なし）での販売に適さないと当オークションが判断したもの、最低落札価格の１千円で

取引が難しいと思われるもの等は事前の通知なく出品を取り消し、ご返却させていただく場合

がございます。出品商材に荷主保証をつけてご出品いただく場合はその旨を出品リストに明記

してください。 

12. ノーブランド（主催者基準）の衣料（革製品は除く）、靴、陶器類、ワレモノ類、使用済みの

化粧品・香水等の出品は原則受け付けません。上記に類するもの、その他当オークションが出

品に適さないと判断した商品は、事前の通知なく出品を取り消し、ご返却させていただく場合

がございます。 

13. 検品時の真贋及び状態の評価はあくまで主催者の基準で行っているものであり、その真贋及び

状態を保証するものではありません。 

14. ダイヤベゼルや文字盤ダイヤ等のダイヤ入り時計は全て純正保証とさせていただきます。純正

保証のできない商品についてはリストに記載してご出品ください。記載のなかった場合、後日

返品・値引きの対象となる場合がございますのでご了承ください。 

15. ロットでのご出品は、検品の都合上お断りさせていただく場合がございますのでご理解くださ

い。 

16. サランラップ等を巻いてある場合、程度確認のためにそれらをはがすことがあります。新品な

どはがせない場合は、出品時にあらかじめお知らせ下さい。事前通知のないものに関しては、

商品出荷時の商品の現状保存に関して当オークションは一切責任を負いません。 

17. 商品の付属品、箱、保存袋、保証書類に関しては、純正品ではないもの、破損や汚れ等が見受

けられるものに関しては検品時に当オークションの判断で処分する場合がございます。検品後

に状態表に記載されない付属品類は全て処分対象にあたります。引き戻しとなる際に、荷主様

が必要なものは出荷時に外していただくか、事前に当オークションにお知らせください。 

18. 永久カレンダーなど複雑な機械式時計の場合、その取り扱いについて予めお知らせください。 

19. ご出品された商品で取り戻し事情のある場合、原則として大会終了後にお引渡しします。ただ

し、売買成立後の取り戻しは原則としてできません。 

20. ダイヤモンド一個石０．３０ｃｔ以上の石目は荷主保証になりますので、できる限りルース出

品をお願いいたします。 

21. 出品リスト及び製品への刻印と実測の石目に相違がある場合、買主様が石目確認の為商品の枠

を裁断・分解することがあります。その際、ルースと裁断・分解された枠でのご返却になる場

合がございます。 

※出来うる限り当会で下見時に判断できるものは事前に連絡確認をお入れ致します。 

22. ダイヤモンドのソーティングは原則荷主様にて取得していただきますようにお願い致します。

ソーティングされた商品又は鑑定書・鑑別書は参考資料として掲載します。 

１ｃｔ以上のダイヤなどにはできる限りソーティングを取得してご出品ください。 

23. 時計･財布・バッグ等で定価・型式番号が判る商品は、できるだけ記入して下さい。 

24. 地金製品の目方は ｇ にて計量して出品してください。 

25. 時計の機械及び宝石装飾部分は、荷主保証の対象となります。また、クォーツ時計は荷主が動

作を確認の上、出品して下さい。電池切れの状態で出品した場合、動作は荷主保証の対象とな

ります。 
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26. ロレックスの型番は荷主保証となります。 

27. 消費税は、競売落札価格には含みません。 

28. 宝石の出品の際、張り合わせ、染色、着色、充填、拡散、コーティング等、合成や処理が施さ

れた商品、ブランドジュエリー等のサイズ直し・社外加工、石欠け、メレ落ち等の商品を出品

する場合、それを必ず出品表に明記してください。上記の記載のないものに関しては返品や値

引きなどの後交渉が入る場合があります。 

29. 宝石落札後のソーティング費用は、買主様の負担といたします。但し、ソーティング結果と荷

主様の記載が異なった場合、その費用は荷主様が負担するものとします。 

30. 主催者が宝石の後交渉で判断基準とする鑑別・鑑定機関は、中央宝石研究所、及びジェムリサ

ーチジャパン(GRJ)(以下、｢二機関｣といいます)といたします。それ以外の機関で取得した鑑

別書、鑑定書等の結果と二機関の結果が異なったときは、二機関を優先いたします。なお、二

機関で結果が異なった場合、中央宝石研究所を優先いたします。 

31. 宝石の金性は、商品に刻印されているものをそのまま出品リストに記載して下さい。刻印とリ

ストの記載が異なる場合、刻印を優先し記載します。但し、その場合にも商品の金性に関して

は全て荷主様の保証とさせていただきます。 

32. 象牙製品は、希少動植物保護の観点及び、「種の保存法」に基づき当オークションでの取引はでき

ません。 

33. 荷主は、宝石装飾等の後付け処理が施されたブランドジュエリー、時計類を出品する場合、出品表

に「純正保証なし」と明記して下さい。 

  例）D(ダイヤ)純正保証なし、ベゼル D 純正保障なし等。 

34. 当オークションでは CVD（Chemical Vapor Deposition）ダイヤモンドを合成ダイヤモンドとみな

し、出品をお断りいたします。 

35. 一度、落札が確定した商品でも、セリ中に状態表・画像に説明のない不良が新たに確認された、

主催者の真贋基準に合わないものが確認された等の場合、セリ中の振り直しもしくはセリ後の

引き戻しを行う場合がありますのでご了承ください。 

36. セリ中にスタート価格、商品詳細・画像が正しく表示されていない他当オークションの判断で

振り直し、セリのさし止めを行う場合があります。スタート価格や状態表・画像に不備がある

と事前にご確認いただけたものはお問い合わせいただきますようお願いします。 

37. オークションの特性上、振り直しによる価格下落がやむを得ず発生する場合があります。 

38. オークションの特性上、下見等で商品に擦り傷等が生じる場合があります。この場合の補償はいた

しかねます。 

39. 落札後の品物でその後、不正品、盗品、遺失物等の事情が判明した場合は、交渉期間に関わら

ず返金・返品の対象となる場合があります。 

40. 本申し合わせ事項に定めていない事項及び疑義の生じた事項については、信義誠実の原則に基

づき協議の上解決します。 
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リアルライブネットオークション 

買主側への規約及び申し合わせ事項 

1. 手数料 一万円以上 ５％（外税） 

一万円未満 一律 500 円 

ロレックスの時計本体 ４％（外税） 

（市場取引は外税方式、消費税 8％が加算されます） 

2. 取引は現金、銀行振込または JBA クレジット（セディナと契約した事業者用クレジット） 

での取引とし、掛売は一切致しません。銀行振込の場合落札商品は入金確認が出来次第の発送 

となります。 

また、振込手数料は買主様負担にてお願い致します。 

3. 商品の状態の確認は PC より状態表および画像（４枚）にて行ってください。（金沢市上堤町オ

ークション会場での下見も可能） 

4. 送料は買主様にてご負担をお願いします。 

5. 状態（ランク）の表記は全て当社基準のランクとなっておりますので入札の際はご参考値とし

てお考えください。 

6. 状態の記載についてベタ、破れ、ホツレ、ガラス傷、石カケ等の特に軽微なものや、通常のス

レ、汚れ（染み）、色やけ、ブレスのダレ、型崩れ、その他の使用感、経年劣化等については

特に表記がなくても主催者の裁定基準に従い、後交渉の対象外となる場合があります。尚、公

平性を帰するため、ランクや状態に関する後交渉は当オークションの裁量に従って行ないます。 

7. 時計のご出品で当オークションにて記載している、精度、腕周り、ケース横幅、メンズ・レデ

ィースタイプの表記内容は全て参考資料としてご判断ください。原則としてこれらの表記内容

との相違によるご返品・値引きの交渉はお受けできません。 

8. パテックフィリップなど、アーカイブ取得後にケースとムーブ、文字盤が違うなどの事実が発

覚した商品については事後交渉の対象となります。アーカイブ取得には数ヶ月かかることもあ

るため、商品とアーカイブの内容に差異が認められる場合、取引は無効となり返品の対象とな

ります。 

9. 中古市場であるため、オートマチック・手巻時計の日差等の理由での返品・値引き交渉は一切

お受けできません。通常のオーバーホール代金は買主様負担とさせていただきます。 

10. リストに記載されている金性が YG（PT）の場合は金やプラチナであること金性の保証です。金や

プラチナの含有率を保証するものではありませんので、交渉の対象外となります。 

11. 色石・ダイヤ等の購入後のソーティング代金は買主様負担となります。但し、鑑別結果と荷主

様の記載が異なった場合、その費用は荷主様が負担するものとします。その際、買主様は鑑定

機関の領収書を商品と一緒に当会へ返送する必要があります。 

12. 色石などの処理については原則返品・値引きはお受けできません。（荷主保証のある場合はこ

の限りではありませんので保証の有無は事前に弊社にご確認ください。） 

13. ダイヤのグレード表記は、予め商品に添えられた鑑定書、ソーティングその他資料にしたがっ

て記載されるものとし、あくまで参考値としてお考え下さい。落札後取り直した鑑定結果とグ

レード等の相違による返品、値引きは原則として受け付けていません。 
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14. ブランドジュエリーのロジウムメッキ処理および他者仕上げによる返品・値引きはお受けでき

ませんのでご了承ください。 

15. ロットでの出品商品は、全ての状態・不良箇所を表記及び撮影いたしかねますので、トータル

の状態、ランク、画像による見た目判断によってご入札をお願い致します。時計の機械不良な

どの不良、時計、バッグ、衣料等の外観上の不良、社外品、真贋の疑義等によるものも返品・

値引きの交渉対象外となる場合があります。（ロット商品に限り） 

16. 返品等の交渉は競り後 2 週間以内の受付となります。その期間を過ぎた交渉は基本的には受付

いたしませんのでご注意下さい。メーカー修理にて、競り後２週間を超える場合、事前にご連

絡を頂けない場合は基本的には交渉対象外となります。時計の機械の社外部品もしくは不良等

については検品時に裏蓋を開けての確認は行っておりませんので、特にご注意いただくようお

願いいたします。 

17. 落札商品が大会終了後、不正品と判明した場合、大会翌日から 1 年以内は後交渉の対象となり

ます。尚、後交渉の処理は荷主の責任に於いて行われ、主催者の仲介のもと、荷主及び買主双

方協力して解決にあたるものとします。 

(ア) 当該商品の真贋は、当該商品の製造者、一般社団法人日本流通自主管理協会、一般社団法

人ユニオン・デ・ファブリカン、一般社団法人全国質屋ブランド品協会のいずれかの判定

及び判定基準に準じます。 

(イ) 当該商品が、監督各官庁及び当該商品の製造者等によって押収、又は破壊された場合、荷

主は次号に従い、主催者を通じ買主に返金するものとします。 

(ウ) 主催者は買主が、前号により返金を受ける場合、監督各官庁及び当該商品の製造者等より

交付された押収、又は破壊に関する書類等を主催者に提示し、その複写を荷主に提出する

ものとします。 

18. 落札商品が大会終了後、盗品及び遺失物と判明した場合、又は盗品及び遺失物の疑いがあると

された場合、後交渉の対象となります。尚、盗品及び遺失物の被害者及び遺失者への回復は、

監督各官庁の判断及び法令の定めるところに従い、主催者、荷主及び買主双方協力して解決に

あたるものとします。 

(ア) 監督各官庁の許可のあった場合、買主は主催者を通じ荷主に返品できるものとします。 

(イ) 監督各官庁の指示で買主が盗品及び遺失物を押収、又は任意提出した場合、荷主は次号に

従い、主催者を通じ買主に返金するものとします。 

(ウ) 買主は前号により返金を受ける場合、監督各官庁より交付された押収品目録交付書等を主

催者に提示し、その複写を荷主に提出するものとします。 

19. 返品及び返金処理の過程で主催者の判断により、荷主及び買主の必要な範囲の情報を開示する

場合があります。 

20. 出品商品は全て主催者基準に則して真贋判定を行っておりますが、買主様の方でも再度ご確認

いただくようお願い致します。主催者基準判定との見解の相違があり、ご返品をご希望される

場合には買主様側でメーカーでのご確認もお願いする場合がございます 

21. 商品の詳細情報については下見画面（一覧表示からさらに画像をクリックして開いたページ） 

の状態表と画像（最大４枚区切り）を基準といたします。一覧画面の入力データではなく必ず 

状態表の方で下見、入札を行ってください。返品・値引きの後交渉の際、一覧表示の入力デー

タではなく状態表および画像を確認した上でのご入札でない場合、お受けできないケースがご
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ざいます。（状態表は当日の入札の際にもご確認いただけます。） 

22. 事前入札、手動（クリックによる）入札共にお間違いによる取り消し、セリ直しは原則行って

おりません。ただし、システムの障害によるものと確認できたもの、弊社のスタート価格、状

態表・写真に訂正あった等、弊社が必要と判断した場合のみセリ直しを行います。 

23. セリ中におけるトラブル・お間違い・ご不明・ご質問、引き分の再交渉などは当日セリ終了時

までの受付となりますので宜しくお願いいたします。 

24. 石目なし表記のジュエリー類の石目は見た目でお願いします。 

25. 出品表の摘要欄の鑑定書は参考資料として下さい。 

26. 出品表に記載の定価はあくまでも参考となりますので、ご了承願います。定価間違いによる返

品はお受けいたしませんのでご了承願います。 

27. 出品者名はすべて番号制にしてありますので、役所関係等で出品社名が必要な時は当オークシ

ョンまでお問合せ下さい。 

28. 消費税は競売落札価格には含みません。 

お買い上げ金額精算の際は、消費税金額を合わせてお支払下さい。 

29. 下見期間を設けてありますので、よくご確認の上ご落札をお願いいたします。 

30. 本申し合わせ事項に定めていない事項及び疑義の生じた事項については、信義誠実の原則に基

づき協議の上解決します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お振込先口座 

 

＊ 入金口座は次のとおりです。 

【振込先銀行】三菱東京 UFJ 銀行 金沢支店 

【科目・NO 】普通 0060221 

【口 座 名】株式会社 ブランドオフ 

注：商品のお渡しは入金確認後になります。商品をすぐお受け取りになりたい  

場合は、前振込み、JBA クレジット、当日現金払いのいづれかでご精算を

お願い致します。 


