
【手数料】

（１）出品者は出品した商品が落札された場合、落札額の３％の手数料を主催者にお支払ください。

（２）手数料には別途消費税がかかります。

【消費税】

外税方式のため、消費税（１０％）は落札金額に別途課税されます。

【決済】

（１）支払方法は、振込みまたは現金とさせて頂きます。

（２）出品者様にお支払いたします落札された商品の代金は、オークションの翌日より銀行３営業日以内

に出品者の指定した口座に振込み致します。尚、銀行振込手数料は主催者にて負担いたします。

【出品商品の送料及び注意事項】

（１）出品商品の送料は出品者負担となります。運送中の事故につきましては主催者は責任を負いか

ねます。発送の際の保険に関しましては出品者負担となります。

（２）主催者による補償は主催者が契約する損害保険の規定に従いますが、地震・津波・台風・水災等

の自然災害は保険の免責条項にあたり、補償の対象外となります。

【出品手続き】

（１）出品商品には必ず出品リストと同じ枝番号の商品札をつけてください。

（２）出品リストには出来る限り詳細を入力してください。

【出品制限基準】

当オークションに出品することが出来ない商品は以下のとおりとします。

①粗悪商品

　粗悪商品とは商品本体及びその付属品等を問わず、通常使用を超えるダメージや機能に著しく欠陥

　を生じた商品という。

②不正品

　不正品とはコピー商品、加工商品、商標権及び意匠権等の第三者の知的財産権を侵害している商　

　品のことをいう。

③盗難品、遺失物等の出品者が所有権を有しない商品

④上記②～③の疑いのある商品

⑤当オークションでの取引を困難と判断した商品

【出品商品の取り消し】

事情により出品を取り消す場合、商品の返却は原則としてオークション終了後となります。落札成立

後の取戻し、取り消しは出来ません。

【成行と指値】

（１）商品はすべて成行での取引となります。最低落札希望価格を設けたい場合は指値の受付をしま

出品者様への規約及び参加者注意事項
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すので出品リストの指値欄に指定金額を入力ください。事前に指値設定をしていない商品の落札金額

に関する事後交渉はお受け出来ません。また、指値金額が落札予想金額を大幅に上回ると主催者が

判断した場合、指値金額の変更をお願いする場合があります。

（２）指値の下限設定については以下の通りと致します。

時計　　　・・・・・・・・・・・・・５万円以上

バッグおよび小物・・・・・・３万円以上

ブランドジュエリー　・・・・・５万円以上

ノンブランドジュエリー・・・５万円以上

ダイヤモンドルース・・・・・５万円以上

（３）指値の設定単位は千円単位とします。

（４）下限設定未満の指値を入れたい場合は主催事務局まで連絡ご相談ください。連絡がない下限設

定未満の指値につきましては、指値解除とさせていただきます。

（５）入札金額が出品者の指定する指値金額に届かず、「保留」とした商品は主催者によってウェブサ

イトなどで告知する期間中に交渉します。但し、時間の関係上、出品者または入札者との価格交渉が

行えず、そのまま不成立扱いとする場合があります。

（６）落札者および保留交渉により最終落札者が確定した時点が正式な取引成立の日時、その金額が

正式な取引金額となります。日時はシステムサーバー上の時間を基準としてします。

（７）入札締め切り、保留交渉の締切等の日時はシステムサーバー上の時間を基準といたします。ご利

用パソコン等の時間が受付内であったとしても、システムサーバー上の時間が過ぎていた場合は入札・

保留交渉は受理されませんので、余裕をもってご参加ください。

【出品数の制限】

出品は１箱１０点以内とします。

【出品商品のクオリティ維持】

出品商品は以下の金額を目安として出品をお願いいたします。目安金額を下回ると主催者が判断した

場合は、出品をお断りするか、ロット出品にする場合がございます。

ロット出品の際は単品ごとの画像、商品詳細のご用意は出来かねます。

時計　　　・・・・・・・・・・・・・５万円以上

バッグおよび小物・・・・・・３万円以上

ブランドジュエリー　・・・・・５万円以上

ノンブランドジュエリー・・・５万円以上

ダイヤモンドルース・・・・・５万円以上

【返品時の送料及び注意事項】

（１）不落札の場合の返品商品の送料は出品者負担となります。出品取り消しした商品をやむを得ない

事情でオークション前に返却希望される場合の送料は出品者負担とさせていただきます。運送中の事故

につきましては主催者は責任を負いかねます。返送の際の保険に関しましては出品者負担となります。

（２）主催者による補償は主催者が契約する損害保険の規定に従いますが、地震・津波・台風・水災等

の自然災害は保険の免責条項にあたり、補償の対象外となります。

（３）不落札商品の確認は荷物到着後速やかにお願いします。荷物受け取り後、日時が経過してからの

商品の有無や状態変化に対するお問い合わせはお断りさせていただきます。擦り傷などの状態変化に
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つきましてはオークションの「下見」の仕組み上、やむ得ないことがございますので補償対象外となります。

又、もともとの商品状態に起因する故障・破損に関しましても保証対象外となります。(ハンドル劣化による

破損、動作不安定な時計の故障等)

【出品商品の箱番号予約と出品商品の受付・集荷】

出品は箱番号予約制とします。

箱番号予約、出品商品の受付、集荷締切についての詳細は当オークションサイトにてお知らせしますの

で、そちらでご確認ください。

【出品商品データ入力】

出品リストには可能な限り詳細をご入力ください。詳細についてのあきらかな相違や不足分、過剰分は

事務局にて訂正させていただくことがあります。

【出品者保証及びジャンルごとの注意事項】

（１）全品目共通

①商品の真贋については出品者保証となります。また外見上判断出来ない部分の不良や瑕疵は出品

　者保証となります。

②破損しやすく、繊細な取扱いを必要とする商品の出品はお断りさせていただく場合があります。

③主催者は出品商品の品質やコンディション等一切の責任を負いかねます。また、出品商品については、

　メーカー、行政機関、その他関係先からの通知・要請などにより、主催者の判断で制限する場合が

　あります。

④事後交渉にてメーカー出し連絡を受けた際、キャンセル料等の負担交渉がある場合があります。ご承

　諾いただけない場合はメーカー修理出しをお断わりして返品交渉に移行することも可能ですので、

　その際は判断をお願いいたします。

⑤「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に抵触する商品の出品(主に象牙製品、

　うみがめ科(タイマイ)の甲)はお断りします。オークション終了時に同法に抵触することが判明した場合も

　事後交渉の対象となります。

（２）時計

①刻印（型番・シリアル等）改変については事後交渉の対象となります。

②経年劣化（摩耗・腐食）、故意、過失を問わず、刻印（型番・シリアル等）が判読不能な場合は事後

　交渉の対象となります。事後交渉において判読可能・不可能の判断は最終的に主催者判断とさせ

　ていただきます。但し、「シリアル消え」や「シリアル薄い」と明記されている商品、下見で判断できる

　状態になっている商品については事後交渉対象外となります。

③外見にて判別できない機械のサビ・故障等があった場合、またはメーカーにて適応外の指摘を受け

　た商品は後日の返品、値引き交渉の対象となります。予め分かっている商品は出品リストに入力を

　してください。

④パワーリザーブ・３０分計・１２時間計等の動作、また、簡単な動作検品や下見時に確認できない内

　部の破損に関しても出品者保証とさせていただきます。

⑤アンティークや永久カレンダーなど特殊な機能の時計を出品する場合は、操作方法や取扱い方法を

　あらかじめ主催者にお知らせください。
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⑥動作確認済の正常品での出品をお願いします。動作保証できない商品を出品の際は必ず出品リス

　トに「現状」との入力をお願いします。入力がないものはすべて出品者保証となります。

⑦電池切れの商品は電池を入れて出品してください。電池式時計は全て動作保証とします。「現状」と

　明記されず、回路交換が必要とされる不良品は事後交渉の対象となります。

⑧定価、型式番号は可能な限り出品リストに入力してください。ロレックスの型番は出品者保証となり

　ます。

⑨地金製品の目方はグラムにて計量し、出品リストに入力してください。

⑩ダイヤベゼル、ダイヤブレス等、宝石装飾部分が明記されている場合に関しては、メーカー純正保

　証とみなします。該当商品がメーカー純正品でなかった場合は事後交渉の対象となります。型番が

　明記されている場合はメーカー純正保証と同義とさせていただきます。

　宝飾部分を保証できない場合は出品リストの特記事項に「ダイヤ保証なし」「ダイヤ見た目」等を入力

　してください。

⑪出品商品にラップフィルム等の保護テープが巻かれている場合、程度確認の為それらをはがすこと

　があります。新品等ではがせない場合は出品時にあらかじめ連絡をください。連絡がない場合の交

　渉には応じかねます。ラップフィルム等をはがさない場合は、動作保証及びキズ等は事後交渉対象

　になります。

⑫パティ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か月かかることもある為、商品とアーカイブ

　の内容に差異が認められる場合、返品対象となります。但し、裏蓋を開けた状態で内部の機械が

　掲載されている時計および出品リストに「見た目」「現状」「保証なし」と表記のある商品はアーカイブ

　取得後も事後交渉はお受けいたしません。

⑬スマートウォッチは全て「現状」と致します。「新品」記載があるものは保証と致します。

⑭電波時計・ＧＰＳ時計は出品者の動作保証と致します。やむを得ず、動作を保証出来ない場合は

　「現状」にて出品してください。

⑮メーカーの正式な回答が得られないブランドの真贋判断につきましては、主催者判断とさせていた

　だきます。

⑯本来の外装飾と異なった色のメッキ処理を行った時計は不正品とみなします。

⑰装飾・カスタム・加工されていると主催者で判断したロレックスの商品はロレックスとしては出品を

　お受けすることができません。

　出品リストに記載、入力いただくロレックスの型番は出品者保証となります。

⑱下見中の取り扱いは十分に注意いたしますが、下見中に生じたスリ傷等は補償致しかねます。

（３）宝石・ブランドジュエリー

①出品リストに記載の金性、石名、石目、重量等を保証対象とさせていただきます。

②貴金属はグラムにて計量し、出品リストに小数点第１位まで入力してください。

③色石類は出品者が出品リストに登録した内容に準じて出品致します。落札後の鑑別結果が申告

　内容と相違した場合は事後交渉の対象となります。

④ルビー・サファイア・エメラルド・翡翠等、石の保証をされない場合は出品リストの【中石】には「色石」

　と入力してください。リストに石を表す表記、Ｒ（ルビー）、Ｓ（サファイア）、Ｅ（エメラルド）などの記載が

　ある場合も出品者保証となります。

⑤充填、コーティング、着色、貼り合わせ等の合成や処理等が施された商品を出品する場合は出品リ
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　ストに明記してください。明記がなく落札後判明した場合は事後交渉の対象となります。

⑥「ノーヒート」「ノンオイル」などの記載がされており、鑑別の結果に相違があった場合は事後交渉の

　対象となります。

⑦ソーティング及び鑑定書のない商品でダイヤモンド含浸・ＩＬＤ・ＨＰＨＴ・トリート・コーティング・ＬＤＨ、

　コランダム含浸、翡翠含浸、ドーピング、拡散処理は事後交渉の対象となります。

　また、透明度・色の変化を目的としたエンハンスメントと見なされないトリート処理、鑑別無または他

　鑑で「パパラチア」「パライバ」と記載され、当オークションで認めた鑑定機関で認められない場合は

　返品対象となります（拡散加熱処理の検査はＣＧＬまたはＧＲＪを必須とします）

⑧エンハンスメントなど通常利用される処理（コランダムのグラスヒート、翡翠のワックス加工、エメラ

　ルドの含浸、珊瑚の充填、ピンクトリマリンの照射処理）は事後交渉の対象外と致します。

⑨出品リストに石目の入力が無い場合でも、商品本体に石目刻印がある場合は主催者にて入力する

　場合があります。

⑩石目を出品者が保証しない場合、出品者は出品リストの特記事項に「石目保証なし」と入力して

　ください。

⑪付属品がある場合は必ず出品リストに登録してください。登録していない付属品の保証はいたしか

　ねます。

⑫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

　品をお断りします。

⑬落札後の鑑別、鑑定、ソーティング費用は落札者負担といたします。但し、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。

⑭ダイヤモンド一個石0.5ｃｔ以上の石目は出品者保証となります。

⑮落札者が石目確認のため商品の枠を裁断・分解した結果、出品リスト及び製品への刻印と実測の

　石目に相違があり返品になる場合、出品時の状態に戻せず現状返却（破壊された枠の状態）となる

　ことがあります。

⑯宝石ルースの代金はガイ計算ではなく、ピース代金です。

⑰ダイヤおよび色石のメレについての出品は全て保証なしでの取り扱いとなります。

⑱ブランドジュエリーの場合は、ブランド名・定価・型式番号を可能な限り登録してください。

⑲ブランドジュエリーはメーカー修理が受けられず、その理由を主催者が妥当と判断した場合は、事後

　交渉対象となります。

⑳外見にて判断できないもの、固有番号が書き換えられているもの、または判読できないものは返品

　の対象となります。

㉑ブランドジュエリーの商品への装飾が施されたものは、「アフター」「見た目」と表記がない限り、全て

　メーカー純正品とみなします。万が一、「アフター」「見た目」の記載なく当該商品がアフターと判明した

　場合は返品等の交渉対象となります。

㉒ブランドジュエリーのメッキ処理及び他社仕上げ、加工、サイズ調整等の理由による事後交渉は受

　付けません。

㉓出品リストに「Ｋ18」等の金性記載がある商品については出品者の含有率保証となります。

　後Ｋ、Ｐｍ刻印は全て見た目とし、事後交渉の対象とはなりません。

㉔地金素材を偽る目的で施されたメッキにつきましては、商品価格に大きくかかわるため事後交渉の

　対象となります。返却時の状態については現状返却となります。

㉕ガラス製品、陶磁器製品、枝サンゴ等、繊細な取扱いを必要とする商品の出品はお断りいたします。

　なお、万が一ご出品頂いた場合でも品質、コンディション等、一切の責任を負いかねます。
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㉖鑑定機関は中央宝石研究所、ジェムリサーチジャパン（ＧＲＪ）、ＧＩＡを最高信用機関とし、それ以外は

　全て他鑑とさせていただきます。

（４）バッグおよび小物

①出品リストに入力いただく内容に相違があった場合は事後交渉対象になる場合があります。

②ダイヤ等、商品への装飾が施されたものは、アフターと記載がない限り全てメーカー純正品とみなし

　ます。出品表にアフターと記載なく該当商品がアフターと判明した場合は後日、返品値引き交渉の対

　象となります。

③付属品は記載が無い場合は事後交渉対象外となります。他メーカーのものは検品をする際に処分す

　ることがありますのでご了承ください。　

④出品商品にラップフィルム等の保護テープが巻かれている場合、程度確認の為それらをはがすことが

　あります。新品等ではがせない場合は出品時にあらかじめお知らせください。

【事後交渉】

（１）主催者への事後交渉期間はオークション終了後の翌日から２週間以内、宝石に限りオークション翌

日から１ヶ月以内となります。その期間を経過した事後交渉は一切お受けいたしません。但し、メーカー

修理等、主催者が妥当な理由と判断した場合は、事後交渉期間の延長をお願いすることがございます。

（２）宝飾品類の事後交渉で当オークションが判断基準とする鑑別・鑑定機関は中央宝石研究所（ＣＧＬ）

、ジェムリサーチジャパン（ＧＲＪ）、ＧＩＡの３機関といたします。それ以外の機関で取得した鑑別書及び

鑑定書等の結果と３機関の結果が異なった場合、３機関を優先します。

【不正品、盗品及び遺失物】

落札後にその商品が盗難被害品、遺失物、不正品と判明した場合は該当オークション翌日から原則１年

以内は事後交渉の対象となります。

【盗難被害品、遺失物、不正品として押収・没収された出品商品の事後交渉】

落札後に該当する商品が、盗難被害品、遺失物、不正品と判明した場合は、利用規約第１４条（４）に基

づき取引が無効となり返品の対象となります。その際に警察より発行される「押収目録交付書」を基に出

品者へ返品請求を行います。メーカー修理依頼時に盗難被害品、遺失物、不正品であることが発覚した

メーカーによる商品没収につきましても、同様に没収の旨を記載した書面の写しを基に出品者へ返品請

求を行ないます。盗難被害品、遺失物、不正品での返品請求時は売り手数料は返金致しません。
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【手数料】

落札手数料は以下の通りとします。落札手数料には別途消費税がかかります。

時計：０％　バッグ・財布・小物：３％　宝石・ブランドジュエリー：買歩３％

【消費税】

外税方式のため、消費税（１０％）は落札金額に別途課税されます。

【決済】

（１）支払方法は、振込みまたは現金にてお願いいたします。クレジットカード決済や掛け払い等はお

受け出来ません。

（２）落札商品はお振込みの入金確認が完了次第発送となります。オークション翌日より銀行3営業日

以内に入金完了となるようお手続きをお願い致します。

（３）落札代金をお支払される際の振込手数料は落札者負担となります。

（４）落札者は主催者が定めた期日までに支払いを怠った場合、その結果主催者に損害が生じた場合

には主催者の損害金を主催者に支払わなければならないものとします。

【入札方式】

（１）入札金額については会員がウェブサイトで自身のＩＤでログインし、入札金額を入力してください。

入力金額の間違いなどについては主催者は一切の責任を負わないものとします。

（２）落札者および保留交渉により最終落札者が確定した時点での日時、金額が正式な取引内容となり

ます。日時はシステムサーバー上の時間を基準としてします。

（３）入札締め切り、保留交渉の締切等の日時はシステムサーバー上の時間を基準といたします。ご利

用パソコン等の時間が受付内であったとしても、システムサーバー上の時間が過ぎていた場合は入札・

保留交渉は受理されませんので、余裕をもってご参加ください。

（４）入札期限内に最高金額で入札した会員が落札権利を得ることができます。但し、複数の会員が

同額の最高金額を入札した場合は、応札順をもって落札の権利を得るものとします。

（５）入札者が複数いた場合で２番目に高額な入札金額が出品者の指定する指値金額を上回っている

場合、または指値金額の指定のない場合は、２番目に高額な入札金額に対して主催者が以下に定め

る金額を上乗せした金額が１番目に高額な入札をした人の落札金額となります。

なお、上乗せする金額は以下の通りとします。

　　　入札金額 上乗せする金額

1,000円～99,999円　　　　　　　・・・・・・・・1,000円

100,000円～499,999円　　　　・・・・・・・・・5,000円

500,000円～999,999円　　　　・・・・・・・・・10,000円

1,000,000円以上　　　　　　　　・・・・・・・・・20,000円

（６）前号に定める上乗せ金額付加後の金額が最高入札額を超過した場合は、最高入札額を落札金

額とします。

（７）入札者が複数いた場合で指値金額が１番目と２番目の高額な入札金額の間となる場合、指値金

額が1番目に高額な入札をした人の落札金額となります。

（８）指値金額の指定がない商品において入札者が１社のみの場合は、入札金額が落札金額となりま

落札者様への規約及び参加者注意事項
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す。

（９）指値金額を超える入札者が１社のみの場合は、入札金額が落札金額となります。

（１０）入札金額が出品者の指定する指値金額に届かず、「保留」とした商品は主催者によってウェブサ

イトなどで告知する期間中に交渉します。但し、時間の関係上、出品者または入札者との価格交渉が

行えず、そのまま不成立扱いとする場合があります。

（１１）入札単位は千円単位と致します。

【落札商品の送料・配送業者指定】

（１）落札された商品を送る際の送料は落札者負担となります。運送中の事故につきましては主催者

は責任を負いかねます。配送の時の保険に関しましては落札者負担となります。

（２）落札商品の配送は当オークションが指定配送業者に依頼するものとし、落札商品数により、規定

の梱包方法にて配送を行います。落札商品の配送において、当オークション指定以外の配送業者を

利用して配送することは原則できないこととします。

（３）主催者による補償は主催者が契約する損害保険の規定に従いますが、地震・津波・台風・水災等

の自然災害は保険の免責条項にあたり、補償の対象外となります。

【落札商品到着の確認】

落札商品が納品されたときは速やかにその状態を確認し、落札商品と出品情報に相違があった場合、

事後交渉に定める期間内に主催者指定の方法で申告してください。お受け取り後、日時が経過してか

らの商品の有無や状態変化に対するお問い合わせはお断りさせていただきます。

【不正品、盗品及び遺失物】

落札後にその商品が盗難被害品、遺失物、不正品と判明した場合は該当オークション翌日から１年以

内は事後交渉の対象となります。その期間を過ぎてからの事後交渉は一切お受け致しません。

【下見会場での注意事項】

（１）ご来社時は必ず受付をしてください。

（２）下見会場への入室は会員登録されている所属の方のみとなります。他社の方や一般の方は入室

不可とさせていただきます。

（３）ボールペンの使用は禁止です。受付に鉛筆がございますので、そちらをご使用ください。商品にペン

跡をつけたりするなどの行為が発覚した場合は弁償をお願いする場合もございます。

（４）写真撮影は禁止しておりませんが、使用は個人に限定とします。他者との共有、ＨＰやＳＮＳへの掲

載など不正行為が発覚した場合は当オークションへの出入りをお断りする場合もございます。

【商品保証及びジャンルごとの注意事項】

（１）全品目共通

①商品の真贋については出品者保証となります。また外見上判断出来ない部分の不良や瑕疵は、原

則として出品者保証となります。

②配布する出品リストの商品情報及び付属品情報等はあくまで参考及び目安となります。記載漏れ、

　あきらかな記載ミス等は事後交渉の対象となりません。なお、商品毎に添付している画像に誤りが

　あった場合は品物（現物）を優先とします。品物の状態は下見会場にてご確認をお願いします。

③出品リストに記載の定価は出品者の申告通りとしております。定価違いにより事後交渉はお受けい
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　たしません。

④落札者が落札した商品をメーカー修理しようとする場合、修理費用が高額になることが予想される

　商品については必ず事前に主催者事務局にご連絡ください。まず出品者にメーカー修理での修理

　費用負担の事後交渉が可能かどうか、修理キャンセルになった場合の費用負担が可能かどうかの

　確認を取らせていただきます。回答によってはその時点で返品交渉に移行させていただく場合があ

　ります。事前確認のないまま修理に出された場合、修理費用または修理キャンセル費用等が発生し

　ても補償しかねますのでご注意ください。

　エルメスなど海外本社に商品を送ることになる場合、商品が没収され回収出来なくなる商品もござい

　ます。メーカー出しするリスクがある商品については事務局に事前連絡いただき、出品者に確認を取

　らせていただきます。

（２）時計

①真贋は出品者保証となりますが、「見た目」明記がある場合やダイヤベゼル、ダイヤブレス、宝石装

　飾部分が明記されていない場合に関しては、全て「見た目」にて判断をお願いします。

②下見にて確認出来る事項（カレンダー不良・ベルト故障・リューズ不良・クロノ不良・不動・剣ズレ・

　リダン・エト汚れ・他社革ベルト及び他社尾錠・外装の傷や瑕疵）での事後交渉はお受け出来ません。

③「現状」と明記されている商品の動作及び内部状態については事後交渉対象外です。

④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いたしかねます。精度交渉は一切

　受け付けいたしません。

⑤電池式時計は全て動作保証とします。動作不良の場合は事後交渉の対象となります。「現状」と明

　記されず、回路交換が必要とされる不良品は事後交渉の対象となります。

⑥金性は出品リストを優先します。リストに記載がない場合は「見た目」と致します。

⑦真贋や刻印(型番・シリアル等）改変については事後交渉の対象となります。返品可能な事後交渉

　期間はオークション開催日より一年間となります。その期間を過ぎた事後交渉は一切お受け致しま

　せん。

⑧刻印（型番・シリアル等）が判読出来ないものは事後交渉の対象となります。但し、「シリアル消え」

　や「シリアル薄い」と明記されている商品、下見で判断出来る状態になっている商品については

　事後交渉対象外となります。

⑨下記商品については写真で判断できない瑕疵、商品詳細に記載のない瑕疵、動作に関する不具合

　等が落札後に見つかった場合においてもすべて保証なし、現状扱いとし事後交渉の対象外となります。

・アンティーク(ヴィンテージ)と思われる商品

・「見た目」「保証なし」「現状」と記載された商品

・ロレックスの4桁型式商品

・ロット出品の商品

・裏蓋を開けた状態で内部の機械が掲載されている商品

⑩付属品の交渉は原則として保証書違いやシリアル相違のみ対象と致します。また付属品の個数は

　保証はいたしません。(コマやピンなどの数量に関しては下見にて確認をお願いします)

⑪ロット出品された商品の付属品の個数は保証いたしません。

⑫メーカーの正式な回答が得られないブランド真贋判断につきましては、主催者判断とさせていただ

　きます。

⑬下見期間中の商品の取扱いは注意していただくようにお願い致します。故意又は過失により故障が

　生じた場合には弁償をお願いする場合もございます。
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（３）宝石・ブランドジュエリー

①出品リストに記載の金性、石名、重量等が保証対象となります。

②グラム表記に関して、±0.2g以内は事後交渉の対象外となります。

③落札後の鑑別、鑑定等の結果が出品リストの内容と相違した場合は事後交渉の対象となります。

　但し、石目に関してダイヤモンドおよび色石一個石0.5ｃｔ未満は出品リストの内容と相違があっても事後交渉

　は受け付けません。また、珊瑚やパール等の寸法についての出品リストの記載サイズは、あくまで参考

　となります。相違があっても事後交渉の対象外です。

④落札後のソーティング代等は落札者負担となります。但し、値引き・返品が発生した場合は交渉後

　の商品所有者負担となります。

⑤色石類で出品リストに「色石」と記載があるものは保証対象外となります。

⑥ソーティング及び鑑定書のない商品でダイヤモンド含浸・ＩＬＤ・ＨＰＨＴ・ＬＤＨ・トリート・コーティング、

　コランダム含浸、翡翠含浸、ドーピング、拡散処理は事後交渉の対象となります。

　また、透明度・色の変化を目的としたエンハンスメントと見なされないトリート処理、鑑別無または他

　鑑で「パパラチア」「パライバ」と記載され、当オークションで認めた鑑定機関で認められない場合は

　返品対象となります（拡散加熱処理の検査はＣＧＬまたはＧＲＪを必須とします）

⑦エンハンスメントなど通常利用される処理（コランダムのグラスヒート、翡翠のワックス加工、エメラ

　ルドの含浸、珊瑚の充填、ピンクトリマリンの照射処理）は事後交渉の対象外と致します。

　但し、出品リストに「ノーヒート」「ノンオイル」などの記載がされており、鑑別の結果に相違があった

　場合は事後交渉の対象となります。

⑧宝石ルースの代金はガイ計算ではなく、ピース代金です。

⑨印台、石目不明、又は記載のない商品は「見た目」にて判断をお願い致します。

　(例：石の傷、枠の傷、オパールのカン、ひび割れ、金具不具合など）

⑩ブランドジュエリーはメーカー修理が受けられず、その理由を主催者が妥当と判断した場合は、事後

　交渉対象となります。

⑪外見にて判断できないもの、固有番号が書き換えられているもの、または判読できないものは返品

　の対象となります。

⑫ブランドジュエリーの商品への装飾が施されたものは、「アフター」「見た目」と表記がない限り、全て

　メーカー純正品とみなします。万が一、「アフター」「見た目」の記載なく当該商品がアフターと判明した

　場合は返品等の交渉対象となります。

⑬ブランドジュエリーのメッキ処理及び他社仕上げ、加工、サイズ調整等の理由による事後交渉は受け

　付けません。

⑭出品リストに「Ｋ18」等の金性記載がある商品については出品者の含有率保証となります。

　後Ｋ、Ｐｍ刻印は全て「見た目」とし、事後交渉の対象外となります。

⑮地金素材を偽る目的で施されたメッキにつきましては、商品価格に大きくかかわるため事後交渉の

　対象となります。返却時の状態については現状返却となります。

⑯付属品の交渉は原則として保証書違いやシリアル相違のみ対象と致します。また付属品の個数は

　保証はいたしません。

（４）バッグおよび小物

①出品リストに記載内容はあくまで参考となります。原則すべて「見た目」にて判断をお願い致します。

②出品リストに記載の定価は出品者様の申告となります。記載ミス、漏れ、定価違いによる事後交渉は
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　　お受け致しませんのでご了承ください。

③付属品の記載がない場合は事後交渉の対象外となります。また、付属品の個数を保証いたしません。

④ロット出品された商品は全て見た目・現状扱いとし、付属品の個数は保証いたしません。

⑤状態の悪い商品に関しては、オークション「下見」の仕組み上、より状態が悪化する場合がございます。

　(劣化に伴う部品の破損など)出品時の商品状態に起因する故障・破損に関しては事後交渉の対象外と

　なります。ご了承の上ご入札ください。

【事後交渉】

（１）主催者への事後交渉期間はオークション終了後の翌日から２週間以内、宝石に限りオークション翌

日から１ヶ月以内となります。その期間を経過した事後交渉は一切お受けいたしません。メーカー修理

等やむを得ない理由により事後交渉期間の延長を希望する際は、当オークションウェブサイトにて２週間

ごとの延長継続の手続きをお願い致します。当該商品の出品者が了承した場合、所定期間終了日の翌

日から２週間延長となります。なお、それ以降も延長を希望する場合は都度２週間ごとに延長継続のお

手続きをお願い致します。延長継続の連絡がない場合の事後交渉は一切お受けいたしません。電話等

によるウェブサイト以外での延長申し込みは受け付けできません。また、当オークションからの確認の連

絡はいたしません。

（２）宝飾品類の事後交渉で当オークションが判断基準とする鑑別・鑑定機関は中央宝石研究所（ＣＧＬ）

、ジェムリサーチジャパン（ＧＲＪ）、ＧＩＡの３機関といたします。それ以外の機関で取得した鑑別書及び

鑑定書等の結果と３機関の結果が異なった場合、３機関を優先します。

令和　３年　３月　１６日制定

令和　３年　３月　２４日改訂

令和　３年　４月　　３日改訂

令和　３年　４月　１０日改訂

令和　３年　８月　２６日改訂

令和　４年　５月　１３日改訂

令和　５年　１月　　７日改訂
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