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ミスター・オークション運用規程 

 

第１条（目的） 

 本規程は、株式会社プレジオ（以下「当社」といいます）が主催する「ミスター・オークション」（以

下「当オークション」といいます）の運営の詳細について定めるものです。本規程で使用される用語につ

いては、特に断りのない限り、本規程のほか、「ミスター・オークション利用規約」（以下「本規約」とい

います）での定義に従うものとします。 

 

第２条（開催日時） 

当オークションのホームページにて通知します。 

 

第３条（開催場所） 

当オークションのホームページにて通知します。 

 

第４条（基本事項） 

１．当オークションは、競り売り方式で行う参加者登録制のオークションです。 

２．会員は本規程及び本規約に同意のうえ、当オークションにご参加いただきます。 

３．当オークションにおいて商品を出品した会員を「出品者」といい、商品を落札した会員を「落札

者」といいます。 

４．出品者は本規程及び本規約に同意のうえ、所定の書式（以下「出品表」といいます）により当社に商

品の出品を申し込むものとします。 

５．当オークションへの参加者に同伴者がいる場合、当該参加者は、その旨を事前に当社に申し出するも

のとします。但し、１社当たりの座席確保数は原則２席までとします。また、同伴者は当オークション

に参加することはできないものとします。 

６．当オークション会場には、会員又は前項に定める同伴者以外の方は入場することはできません。古物

許可証及び行商従業証を受付時に確認しますので、必ずご持参ください。 

７．当オークションの開催にあたり、当社がオークションの開催に支障が生じると判断した場合には会

場への入場を制限したり、参加人数を予告なく制限したりする場合があります。 

 

第５条（オークションの進行） 

１．当オークションは、当社が選任する競売人（以下「振り手」といいます）の進行のもとで、入札希望

額を競り上げる方式にて執り行います。 

２．オークションの進行は、振り手の完全な自由裁量により執り行うこととし、振り手が、競りの第一発

声（発句）をすることにより開始されます。発句について、振り手はその完全な自由裁量により行うこ

とができ、出品の順番は当社もしくは振り手がその完全な自由裁量により決定します。 

 

第６条（落札） 
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１．入札時の掛け声は符丁を使わず、ハッキリとした数字で声をかけてください。手競りは無効です。 

２．競り上がり時は一割を目安としてください。尚、10,000 円未満の競上がりのみ最低単位は 500 円と

します。 

３．入札金額は税込となります。 

４．宝石ルースの代金は概算ではなく、ピース代金でお願いします。ただし、石目に関して、ダイヤモン

ド一個石 0.5ct 未満、色石一個石 3.0ct 未満は出品表の内容と相違があっても、原則として後交渉は

受け付けません。 

５．クロムハーツ等のメーカー確認が取れないブランドは、出品表にメーカー名が記載されていても後

交渉は受け付けません。 

６．当オークションが後交渉の判断基準とする鑑別・鑑定機関は、中央宝石研究所、ジェムリサーチジャ

パン（以下「ＧＲＪ」といいます）の２社とします。 

７．上記２社以外の鑑別・鑑定機関で取得した結果と、上記２社の結果が異なった場合は上記２社の結果

を優先します。なお、中央宝石研究所とＧＲＪが異なる結果を出した場合は、中央宝石研究所を優先し

ます。 

８．落札後の鑑別、鑑定、ソーティング費用は落札者負担とします。ただし、結果が出品者の申告と異な

った場合、その費用は出品者が負担するものとします。 

９．オークション当日、落札会員がやむを得ず振り直しを希望する場合は、その理由を会場内で明確にお

伝えください。 

１０．最高入札者が確定した時点の金額が取引金額となります。 

１１．落札商品、返品時等の送料、保険加入料は落札者負担となります。 

１２．出品商品の下見時の取り扱いは丁寧にお願い致します。 

１３．当社もしくは振り手が悪質な入札、落札と判断した場合には当該取引を無効とできるものとしま

す。 

１４．購入する意思がないにもかかわらず入札、落札することを禁止します。 

１５．出品禁止物の出品を要求、誘引することを禁止します。 

１６．出品ルールに抵触する行為を要求、誘引することを禁止します。 

 

第７条 入札者向け注意事項（商品ジャンル毎） 

１．時計 

(１)商品は下見にてご確認ください。 

(２)ケース、文字盤、ブレス・バンド等の外装部品に関しましては、下見にてご確認ください。特に出品

者保証がない商品は、見た目で判断してください。時計の機械は、出品者保証となります。 

(３)宝飾時計については、出品表などにアフターと記載が無い限り、メーカー純正品とみ         

なし保証の対象となります。 

(４)出品者による純正保証がない商品に関しては、すべて入札者の判断での競売とし、落    

札後の申出をお受けできません。 

(５)オートマティック、手巻時計の日差、精度等での返品・値段交渉は保証対象外となり  

  ます。 
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(６) 落札後、クォーツ時計の回路交換が必要とされるものに関しては、返品・値段交渉の    

対象となります。 

(７) 下見で判断できない機械内部の不動（パーツ欠損除く）・サビ等は返品・値段交渉の対 

象となります。 

(８)出品表などに記載されている品位(YG WG PT)の場合は、品位については出品者による 

保証となりますが、含有率に関しての返品・値段交渉は保証対象外となります。 

下見にて確認できる事項は以下のとおりとし、保証対象外となります。 

・外装の傷 

・ベルト故障 

・リューズ不良 

・クロノ不良 

・カレンダー不良 

・部品破損 

・文字盤汚れ等 

・日差・精度不良 

(９)アンティーク時計及びそれに付随する年代の時計はすべて「見た目」とし、後交渉は受け付けませ

ん。 

(１０)原則、中古品オークションのため機械時計の精度については一切保証致しかねます。精度交渉は

一切受け付けません。 

(１１)ロット出品の時計商品はすべて「見た目」とさせていただきます。 

(１２)時計本体を確認される際は、工具の使用をお断りいたします。 

 

２．ブランドジュエリー、ノンブランドジュエリー 

(１) 商品は下見にてご確認ください。 

(２) 下見でご確認いただける外見等（傷、欠け及び破損等）に関する申出は、落札後一切お受けできま

せん。印台・石目不明・刻印記載のない商品に関しましても同様となりますので、下見にてご確認くださ

い。 

(３) 石目が不明な商品や、刻印の記載がない商品に関しては、現品の状態を下見にてご確認ください。 

(４) 色石類は、出品者から提供されている保証内容で出品します。落札後、鑑別結果が申告と相違する

場合は、出品者と交渉いただき、弊社は関与できませんので、あらかじめご了承ください。 

(５)指輪、ネックレス及びブレスレット等のセット商品は一口（纏め）で競りを行います。 

(６)出品表などに記載されている品位（YG WG PT)は、出品者による保証内容となります。 

(７)ブランドジュエリーのロジウムメッキ処理、及び他社仕上げ、加工、サイズ調整による後交渉は受け

付けません。 

(８)落札後の鑑別、鑑定、サンゴやパール等のサイズ測定等の結果が、出品表の内容と相違した場合は後

交渉の対象となります。 

(９)印台、ブローチ、その他ファッションリング等の石目は下見にてご確認ください。 

(１０)純度に関しては保証対象外ですが、K18 や Pt850 等刻印記載があるものは、出品者から提供され



5 

 

ている保証内容となります。 

(１１) リングのサイズ直し痕に関しましては、現品の状態を下見にてご確認ください。 

 

３．バッグ、小物 

(１) 商品は下見にてご確認ください。 

(２) 下見にて確認できる事項に関する申出は、落札後お受けすることができません。また、      

付属品の有無につきましても上記と同様、申出をお受けすることはできません。 

 

３．ルース 

(１)出品表などに記載されている内容（商品状態等）は、あくまでも参考表示であり、商品の表示内容と

現品が異なる場合には現品を優先します。下見にてご確認ください。 

(２)ダイヤモンド及び色石等、落札後のソーティング代金は、落札者の負担となります。 

なお、鑑別結果に対して出品表などと相違があった場合には上記の限りではございません。 

(３)ノーソーティングのダイヤモンドの落札に関しては、如何なる処理（LDH、照射等）が発覚した場合

でも、弊社に対して申出はできないものとしますので、あらかじめご了承ください。 

 

４．アパレル、靴、毛皮、シルバーブランド 

(１)商品は下見にてご確認ください。 

(２)下見で確認頂ける外見等（傷、欠け及び破損等）に関する申出は、落札後お受けすることができませ

ん。 

(３)石目が不明な商品や、刻印の記載がない商品に関しては、現品の状態を下見にてご確認ください。 

 

５．アクセサリー 

出品表などに記載されている内容（商品状態等）は、あくまでも参考表示であり、商品の表示内容と

現品が異なる場合には現品を優先します。下見にてご確認ください。 

 

第８条（後交渉） 

１．落札した商品に見た目で判別できない隠れた瑕疵があった場合、落札者は、当オークション開催日の

翌日から２週間以内に、当社に対し後交渉を申し出るものとします。ただし、当該落札者が当該瑕疵に

ついて知っていた場合、又は瑕疵があっても契約の目的を達成しうる場合はこの限りではありません。

なお、当該期間を過ぎた申出はお受けすることができません。 

２．落札した商品に関し、鑑定機関やメーカーへの確認のため、やむを得ず２週間以上の期間を要する場

合は、落札者は、当オークション開催日の翌日から２週間以内に当社へ後交渉期間延長の旨を申し出る

ものとします。当該申出に基づき、当社において、出品者と協議のうえ、後交渉期間の延長の可否につ

いて決定いたします。なお、後交渉期間が延長された場合は本来の交渉期間よりさらに３０日間延長す

るものとします。 

３．落札者から当社に対し本条第１項に定める申出があった場合、当社は出品者に対し、当該申出があっ

た旨を速やかに通知するものとします。なお、その後の後交渉については、当社の仲介のもと、出品者
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と落札者との間で直接行っていただきます。 

４．落札した商品に見た目で判別できない隠れた瑕疵があった場合、当該瑕疵に対する責任は出品者が

負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、当該瑕疵を原因としてその商品に関

する落札者と出品者との売買契約が解除された場合、両者は速やかに当社に報告し、出品者は当該商品

において受領済みの代金を当社に返金するものとし、当社は出品者からの当該代金受領後に、速やかに

入札者に当該代金を返金するものとします。 

５．落札後にその商品が不正品、盗難品又は遺失物と判明した場合は、本条第１項の後交渉の期間を経過

していても、落札者は後交渉を申し出ることができるものとします。この場合、後交渉については、当

社の仲介のもと、出品者と落札者とが協力して解決にあたるものとします。 

 

第９条（商品の出品） 

１．出品者は、商品の出品を希望する場合、次項で定める方法により当社に事前連絡のうえ当社が指定す

る住所に商品を持参又は郵送をしてください。この際の郵送費用は出品者負担となります。 

２．当社への事前連絡は、当社指定の「出品表」（Ｅｘｃｅｌデータ）に必要事項を入力し、当社宛

（info@mrauction.jp）にデータをメールにて送信してください。なお、事前連絡がない場合、出品受

付はいたしません。 

３．配送中に発生した事故（破損や紛失等）について当社は一切の責任を負いません。 

４．出品商品には、「出品表」と照合できるような簡易的なタグを付け、オークション開催日前日の午前

１２時までに到着するように手続きをしてください。 

５．出品商品が前項日時までに届かない場合や、出品商品と「出品表」との照合が困難な場合は、商品の

受付又は出品自体をお断りすることがあります。 

６．商品到着後、当社で検品した際に規格外又は予想落札金額が出品基準以下と判断される商品や、オー

クションへの出品が不適切と当社が判断した商品は出品不可商品として、返送させていただきます。 

７．出品点数に制限はありません。ただし、当社が予定している出品予定点数に達した場合は、出品を締

め切らせていただくことがあります。 

８．事情により商品の出品を取り消したい場合は、出品を予定するオークションの開催日前日１８時０

０分までに当社に申し出てください。ただし、運営の都合上取り消しを受け付けることができない場合

もございます。また、オークション開催期間中の申出は、お受けすることができません。また、商品を

取り消した後の商品返送は、オークション開催期間後となりますので、あらかじめご了承ください。 

９．商品の落札価格は、商品の評価及び値付けはオークション参加者の自由裁量に委ねるという「成行」

で決定しますが、出品商品の落札最低金額に希望がある場合（以下「指値」といいます）は、「出品表」

の金額欄に指値をご入力ください。なお、指値金額は最低２０，０００円以上とします。 

１０．指値が入力されていない商品は、オークションにおける最大金額での落札とし、出品者からの後交

渉は一切受け付けません。 

１１．指値が落札価格を大幅に上回ると当社が判断した場合は、出品者に指値の変更をお願いすること

があります。 

１２．出品取消し、又は不落札商品等の返送作業に伴う送料は、出品者負担となります。 

１３．宝石ルースの代金は概算ではなく、ピース代金です。 
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１４．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。 

１５．出品者は付属品がある場合は必ず出品表に記入してください。 

１６．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。 

１７．オークションの特性上、下見等で擦り傷等が生じる場合があります。この場合の補償は致しかねま

す。 

１８．出品商品、並びに不落札商品、返品商品の送料、保険加入料は出品者の負担となります。 

１９．落札された商品が、オークション後に不正品、盗難品、並びに遺失物と判明した場合は、後交渉期

間を経過していても返品の対象となります。 

 

 

第１０条 出品者向け注意事項（ジャンル毎） 

１．時計 

（１）商品の詳細（不良箇所やアフター等の入力を含む）を必ず「出品表」に入力してください。なお、

出品商品と「出品表」の情報に相違があった場合、当該相違については出品者が責任を負うことと

なります。 

（２）時計の機械は出品者保証となります。また、クォーツ時計は出品者が動作確認をしてから出品して

ください。電池切れの場合、動作は出品者保証（電池交換後動作保証を行う）となります。機械式時

計に関して、下見時に確認できない内部的な原因による故障等は、出品者に負担していただきます。 

（３）オートマティック時計及び手巻き時計は、いずれも動作確認が済んでいることが出品の条件とな

ります。（アンティーク時計は除きます。） 

（４）クォーツ時計の電池切れは、全て故障品としての取り扱いとなります。電池切れである旨を「出品

表」に入力してください。出品者は、やむを得ず動作保証ができない時計を出品する場合、出品表に

「動作保証なし」と記入してください。 

（５）出品者が、出品表にダイヤベゼル、ブレスダイヤ、文字盤ダイヤと記載した場合は、当社はその商

品をメーカー純正品とみなし、出品者保証とします。また、出品者が出品表に「アフター」と記載し

なかった場合も出品者保証とします。 

（６）商品状態の確認のために、時計の文字盤等に貼付されているシールを取り外すことがあります。外

すことを希望しない商品に関しては、「出品表」に入力いただくと共に、必ず事務局にご連絡いただ

きますようお願いします。シールの取り外しを希望しない商品であっても、落札後に傷があることが

判明した場合は、入札者と交渉をしていただくことがあります。 

（７）オークション下見期間中の商品取り扱いについては十分注意いたしますが、下見期間中に生じた

破損、電池切れ等は、当社では保証いたしかねます。 

（８）出品者は永久カレンダー等、特殊な機能を持つ時計を出品する際は、機能の概要を出品表に記載

し、操作方法や取り扱い方法をあらかじめ当社にお知らせください。 

（９）含有率は瑕疵の対象に足りませんが、出品表に「Ｋ１８」等の金性記載がある商品については出品

者保証（含有率の保証）となります。 

（１０）出品表に記載された商品の型式は出品者保証となります。 
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２．ブランドジュエリー、ノンブランドジュエリー 

（１）商品の詳細（金性、ブランド、石名、石目、サイズ等）を必ず「出品表」に入力してください。 

なお、出品商品と「出品表」の情報に相違があった場合、当該相違については出品者が責任を負うこ

ととなります。 

（２）ルビー、サファイア、エメラルド、翡翠等の石の保証をしない場合は、「出品商品リスト」に色石

と入力してください。当社は、入力された内容のとおりに出品します。 

（３）商品状態の確認のために、商品を一度開封いたします。開封することを希望しない商品に関して

は、「出品表」への入力と、事務局への連絡が必要となります。開封を希望しない商品であっても、

落札後に傷があることが判明した場合は、入札者と交渉をしていただくことがあります。 

（４）リング、ネックレス、ブレスレット等は、重量を「出品表」に必ず入力してください。 

（５）出品者は、充填、着色、張り合わせ等の合成や処理があらかじめ分かっている宝飾品類を出品する

際は、必ず出品表に記載してください。 

（６）色石類は、出品者が出品表に記入した内容に準じて出品いたします。落札後の鑑別結果が申告内容

と相違した場合は、後交渉の対象となります。 

（７）オークション下見期間中の商品取り扱いについては十分注意しますが、下見期間中に生じた破損、

石取れ等は、当社では保証いたしかねます。 

（８）含有率は瑕疵の対象に足りませんが、出品表に「Ｋ１８」等の金性記載がある商品については出品

者保証（含有率の保証）となります。 

 

３．バッグ、小物 

（１）商品の詳細（タグ No.、ブランド、商品名、付属品、備考、指値等）を必ず「出品表」に入力   

してください。なお、出品商品と「出品表」の情報に相違があった場合、当該相違につ 

いては出品者が責任を負うこととなります。 

（２）オークション下見期間中の商品取り扱いについては十分注意しますが、下見期間中に生じた破損

等は、当社では保証いたしかねます。 

（３）傷や金属疲労等、当社の責めに帰すべからざる事由での破損は、当社では保証いたしかねます。 

 

４．ルース 

（１）商品の詳細（宝石名、形状、4C、重量や合成石、模造石、処理石等）を必ず「出品商品リスト」に

入力してください。なお、出品商品と「出品表」の情報に相違があった場合、当該相違については出

品者が責任を負うこととなります。 

（２）「出品表」には、ソーティングや鑑定書の有無についても入力をお願いします。 

ソーティングは、出品者にて取得していただきますようお願いします。鑑定書が付いていない商品

は、受付することができません。 

（３）オークション下見期間中の商品取り扱いについては十分注意しますが、下見期間中に生じた破損

等は、当社では保証いたしかねます。 

 



9 

 

５．アパレル、靴、毛皮、シルバーブランド、アクセサリー 

（１）商品の詳細（タグ No.、ブランド、商品名、付属品、備考、指値等）を必ず「出品表」に入力    

してください。なお、出品商品と「出品表」の情報に相違があった場合、当該相違につ   

いては出品者が責任を負うこととなります。 

（２）オークション下見期間中の商品取り扱いについては十分注意しますが、下見期間中に生じた破損

等は、当社では保証いたしかねます。 

（３）傷や金属疲労等、当社の責めに帰すべからざる事由での破損は、当社では保証いたし   

  かねます。 

 

第１１条（出品者の禁止行為） 

出品者による以下の行為は禁止します。 

１．販売する意思がないにもかかわらず出品すること。 

２．販売の対象を明確にしないこと。 

３．同じ商品を、他社のサービスやその他の方法によって、二重に出品すること。 

４．商品等と適合しないカテゴリに出品すること。 

５．落札者の入金を商品調達に充当することを前提に出品すること。 

６．入札者に誤解を与えるような表示をすること。 

７．出品物以外の商品やサービスなどを、内容についての説明が不十分なまま「おまけ」などとして付加

すること。 

８．出品物と直接関係のない画像や単語を商品タイトルや商品説明に掲載すること。 

９．自身の出品したオークションに入札行為を行うこと。なお、入札の成否を問いません。 

１０．進行中のほかのオークションを妨害すること。 

１１．落札者に以下の料金以外を請求すること。 

（１）落札代金 

（２）送料等 

（３）返品・交換する際の送料及び振込み手数料や出品・落札における手数料 

１２．その他、当社の判断で不適当とみなす行為、当オークションの運営方針に外れるとみなす行為。 

 

第１２条（出品禁止物） 

以下の商品等の出品は禁止します。 

 

１．たばこ 

国産、外国産、入手経路（海外からのおみやげなど）を問いません。また、ニコチンを含有する電子

たばこも含みます。 

２．医薬品 

動物用医薬品、漢方薬、薬機法に基づく承認前後にかかわらず、自ら製造（他人に委託して製造する

場合を含みます）又は輸入したものも、一律出品できません。 

また、海外では健康食品とされている商品でも、日本国内では医薬品とみなされる成分を含んでいる
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場合がありますのでご注意ください。 

３．人体、臓器、細胞、血液 

４．医療機器のうち、以下に該当するもの 

（１）高度管理医療機器（コンタクトレンズも含みます） 

（２）特定保守管理医療機器 

（３）薬機法に基づく承認前の医療機器 

（４）自ら製造（他人に委託して製造する場合を含みます）又は輸入した医療機器 

（５）針の付いた注射器、注射針及び穿刺（せんし）針 

５．毒物及び劇物 

毒物及び劇物取締法に基づく販売業の登録の有無にかかわらず、出品できません。 

６．危険ドラッグ、精力剤、媚薬（びやく）、毒性植物などの、法令により販売などが禁止されていなく

ても、人体その他の生物体への毒性や刺激、興奮、精力増強等のために使用される性質を持つ、薬物、

食品、植物等 

７．食品や食材のうち、以下に該当するもの 

（１）食品衛生法及び都道府県条例の規定に違反しているもの 

（２）個人が作ったもので、販売にあたり法令上必要な要件を満たしていないもの 

（３）開封済みのもの、賞味期限や保存期間の短いもの、賞味期限が切れているもの 

（３）ふぐなど、取り扱いが難しいもの 

８．動物の生体のうち、以下に該当するもの 

（１）ほにゅう類 

（２）鳥類 

（３）はちゅう類 

９．特定外来生物に該当する動物の生体及び植物（卵や種子も含みます） 

１０．希少野生動植物種の個体等のうち、種の保存法に基づいて必要とされている登録がないもの 

象牙、トラやヒョウの毛皮・はく製、アジアアロワナなどの国際希少野生動植物は、種の保存法に基づ

いて発行された国際希少野生動植物種登録票がなければ出品できません。 なお、イヌワシなどの国内

の希少な動植物は販売自体が禁止されています。 

象牙のカットピース、端材、印材、製品及びタイマイ等の背甲や端材を事業として出品する場合には、

経済産業省へ特定国際種事業の届け出を行ったうえでお申し込みください。 

１１．製品安全 4法が指定する商品（ガスこんろ、石油ストーブ、ライターなど）について、安全基準を

満たす「PSマーク」がないもの 

１２．放射線障害防止法に基づき規制されるもの 

トリチウム等、放射性同位元素を含む商品で、放射線障害防止法に基づき使用、販売等に関して許可又

は届出が必要な商品は、出品できません。 

１３．レーザーポインター及びレーザーポインターに類する機能を有するもの 

ただし、国の定めた技術上の基準に適合した旨の PSCマーク（特別特定製品証）を写真で明示している

レーザーポインターは除きます。 

１４．銃器、弾薬あるいは主として武器として使用される目的を持つもの 
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銃砲刀剣類所持等取締法の規制対象に限らず、以下に該当するものを出品禁止とします。 

（１）銃器類（同法第 14条に基づき美術品又は骨董（こっとう）品として価値があるとして都道府県の

教育委員会に登録された火縄式銃砲等の古式銃で、現代銃に改造されていないものを除きます） 

（２）弾丸（使用済みも含みます） 

（３）刀剣（上記同法第 14条に基づき美術品として価値のある刀剣類として都道府県の教育委員会に登

録がある太刀、刀、脇差し、短刀、やり、なぎなた、ほこを除きます） 

（４）ダガーナイフ 

（５）ボウガン 

（６）スタンガン 

（７）スリングショット 

（８）催涙スプレー 

（９）秘匿性の高い刃物 

（１０）ヌンチャク 

（１１）ナックルガード 

（１２）特殊警棒 

（１３）摸擬銃器、模造けん銃や改造エアガン、それらの部品 

（１４）その他当社が該当すると判断した商品 

１５．携帯電話のうち、以下に該当するもの 

（１）利用制限がかかったもの 

（２）契約者の名義変更ができないもの（通話可能であっても、使用者本人の名義へ変更することを前提

としないもの） 

（３）不正に入手された携帯電話 

１６．自動車・オートバイのうち、道路運送車両法上の所有者の変更登録が直ちにできない、又はそのお

それがあるもの 

１７．記名済みの航空券 

１８．議決権行使書面 

１９．個人情報、不正競争防止法に定める営業秘密 

２０．公的機関等の発行による免許、許可証、証明書 

２１．診断書、領収書などの詐欺・脱税の手段として用いられるおそれのあるもの 

２２．開錠工具、錠と一対になっていない鍵、マスターキーなどの、窃盗の手段として用いられるおそれ

のあるもの 

２３．盗聴器、超小型カメラ、赤外線カメラなどの、盗聴及び盗撮の手段として用いられるおそれのある

もの 

２４．犯罪の手段として悪用された場合に、生命・身体に直接危険がおよぶ可能性が高いと当社が判断し

たもの 

２５．使用済み体操服、スクール水着、学生服 

２６．使用済み下着 

ただし、補正用、ウエディング用及びマタニティー用のインナーウエア（下着）は除きます。 
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２７．使用済みアダルトグッズ 

２８．不衛生な使用済み商品 

２９．児童ポルノ又はそれに類する商品等 

服装、肢体、タイトル、商品説明などから、18 歳未満の者の性的な姿態を連想させるもので、漫画・

アニメーション、フィギュアなどの商品も含みます。 

３０．盗撮、レイプなどを題材とする商品及び被撮影者の意思に反して撮影されたなどの事情により当

社が不適切と判断したアダルト商品 

３１．DVD、動画、書籍など無修正のアダルトコンテンツ 

３２．特定商取引法で定める特定継続的役務 

３３．特定継続的役務以外の役務（サービス）のうち、以下に該当しないもの 

（１）映像・音楽制作、写真撮影、イラスト・アート制作、インターネット関連のコンテンツ制作 

３４．金融商品取引法に定める金融商品 

３５．宝くじ 

３６．勝馬投票券 

３７．著作権、商標権、パブリシティー権などを侵害する商品等 

（１）偽ブランド、真贋（しんがん）が不明であることを示唆している商品等 

（２）無断複製した音楽 CDや映画、ゲームソフト、コンピューターソフト、書籍、海賊版、テレビを録

画したもの、あるいはそれらを記録した電子機器など 

（３）権利者から貸与されている実態があると当社が判断した CD、DVD、ゲームソフト、コンピューター

ソフト、書籍など 

（４）アイドルなどのコラージュ画像（アイコラ） 

（５）その他、当社が上記権利を侵害すると判断できるもの 

３８．著作権を侵害するコンテンツのダウンロード先や入手方法を案内又は提供するもの、 及び著作

権を侵害する態様でコンテンツを電子的手段で送付するもの 

３９ 販売に際して法令で義務づけられている許認可や資格条件を満たしていない商品等 

４０ 法令により所持や売買が禁じられている商品等 

４１．盗品など不正な手段で入手した商品等 

４２．商慣習上、相当な範囲を超えて現金等を取得させることを目的とした商品等、又はそれらの可能性

があると当社が判断した商品等 

４３．犯罪に使用されるおそれがあると当社が判断した商品等 

４４．公序良俗に反するもの、又はそれらの可能性があると当社が判断した商品等 

４５．反社会的なもの、又は反社会的勢力に関連するもの、あるいはそれらの可能性があると当社が判断

した商品等 

４６．その他、法令に違反している又はその可能性があるほか、当社の判断で不適当とみなす商品等や当

オークションの運営方針に外れた商品等 

 

第１３条（利用料・手数料） 

１．会員は、当オークションに参加し、商品を出品又は落札するにあたって、当社に対し、「参加費」を
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支払うものとします。 

２．落札者は、当社に対して、前項の参加費とは別に、「落札手数料」を支払うものとします。 

３．出品者は、出品した商品が落札された場合、当社に対して、第１項の参加費とは別に、「出品手数料」

を支払うものとします。 

４．当オークションの利用料，落札手数料及び出品手数料は、次の通りとします。 

（１）参加費 

当オークション開催時における当オークションホームページ記載の方法によって算出される金額

とします。 

（２）落札手数料 

商品落札時における当オークションのホームページ又は当オークション会場で周知されている方

法によって算出される金額とします。 

（３）出品手数料 

商品落札時における当オークションのホームページ又は当オークション会場で周知されている方

法によって算出される金額とします。 

５．落札した商品の代金を振り込む際の振込手数料は落札者の負担、当社から出品者へ代金を振り込む

際の振込手数料は当社負担とします。 

６．参加費、落札手数料及び出品手数料については、当オークションホームページに加えて、当オークシ

ョン会場においても周知するものとし、当オークションホームページと当オークション会場で周知さ

れている内容に齟齬がある場合には、当オークション会場で周知されている条件が優先して適用され

るものとします。 

 

第１４条（決済等） 

１．落札者は、落札した商品の代金（以下「落札商品代金」といいます。）及び前条第４項（２）に定め

る落札手数料の合計額（以下、併せて「落札代金等」といいます）を、当社にお支払い下さい。当社に

おける着金確認をもって決済とします。 

２．前項のお支払いは、当オークションの開催中に開催場所において現金で行うものとし、売掛は一切し

ないものとします。但し、落札者が、やむを得ずオークション開催中に支払いを完了できない場合、当

社の事前の承諾を得たうえで、翌営業日までに当社の下記指定口座へお振り込みいただくことで支払

いを行うことができるものとします。 

記 

金融機関名  ： りそな銀行  

本支店名   ： 新都心営業部 

預金の種類  ： 普通 

口座番号   ：  ３５５３６３２ 

口座名義   ： 株式会社プレジオ 

 

３．当社は、前項に定める支払期限内に落札代金等の支払いが確認された後、落札者に対し、速やかに商

品を引き渡します。 
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４．落札した商品に関する売買契約は、落札者が第２項に定める支払期限内に落札代金等を当社に支払

った時点で成立するものとします。落札者が、第２項に定める期限内に落札代金等の支払いを行わなか

った場合、売買契約は不成立とし、当社は当該商品を出品者に返品するものとします。 

６．落札者が第２項但書にもとづき当社の事前の承諾を得たうえで落札代金等を振込送金する場合にお

いて、会員登録の名義とお振込みの名義に相違があった場合には、全額を当社より返金後、ご登録の名

義で再度お振込みいただきます。 

７．当社は、オークション開催日の翌日から２営業日以内に、出品者に対して取引明細通知書を発行しま

す。 

８．当社は、落札者から当社への落札代金等の支払いを確認した日の翌日から３営業日以内に、出品者に

対し、落札商品代金から出品手数料を控除した残金を予め登録された出品者の取引口座に振込送金し

ます。 

９．当オークションに関する代金の決済は取引毎に行うものとし、異なる取引で発生した債権債務との

相殺は行わないものとします。 

 

第１５条（所有権） 

商品の所有権は、落札者が前条第３項に定める支払期限内に落札代金等を当社に支払った時点で、出品

者から落札者に移るものとします。 

 

第１６条（その他） 

 

１．出品者の指値と落札予定者の価格との開きが大差であると主催者が判断した場合には契約不成立扱

いとします。 

２．当オークションの取引データ・会員情報は、相場の分析及び当オークション改善等に役立てるため当

社グループで使用いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則 

１．運用規程の改訂を主催者が必要と判断した場合、随時任意に改訂し、会員に書面、メール又はＷＥＢ

サイト上にて随時通知します。 

２．運用規程は平成２９年１２月１２日より施行いたします。 
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開催日 ホームページに記載 

取扱商品 バッグ、ジュエリー、時計など 

参加費 ホームページに記載 

出品手数料 ホームページ及び当オークション会場に記載 

落札手数料 ホームページ及び当オークション会場に記載 

商品予約受付期間及び

受付方法 

出品予約・出品リストデータ：開催日前日の午後１２時まで 

受付方法：電子メールにて受付 

商品必着期間 開催日前日の午後１２時まで 

指値 ２万円～ 

 

 

 

 


