
【買主様、売主様共通運用規定】

Ⅰ. 基本事項

1. TIMELESS AUCTION ONLINE（以下「オークション」という）は、株式会社タイ

ムレス（以下「当社」という）が入札方式で行う参加者登録制のオークションで

す。

2. 買主様、売主様は本運用規定及び「TIMELESS AUCTION 利用規約」に同意

の上、当社の提供するオークションサービスをご利用頂きます。

3. 買主様、売主様は所定の申込方法にて参加者登録を行って頂きます。

4. 参加者登録後、各オークションへの都度の参加費用は掛かりません。

Ⅱ. 用語

1. 現在価格

「現在の最高入札額」を指します。

2. 入札価格

「買主様が入札する金額」を指します。なお、入札価格は現在価格より高い金額

でなければならず、現在価格に最低上乗せ額又は入札単位を加算したものであ

る必要があります。

3. 上乗せ額

「現在価格に対して上乗せする金額」を指します。

4. 最低上乗せ額

「現在価格に対して上乗せできる最低単位の金額」を指します。詳細は【買主様

運用規定】Ⅰ条をご確認ください。



5. 入札単位

「現在価格に対して上乗せすることができる金額」を指します。詳細は【買主様運

用規定】Ⅰ条をご確認ください。

Ⅲ. オークション

オークションは、以下の通り開催致します。

項目
オンライン時計宝石オーク

ション
オンラインバッグオークション

取扱商材

・時計

・ルース

・ノンブランドジュエリー

・ブランドジュエリー

・バッグ

・小物

通常オーク

ション　※１

入札開始

毎月３日　午前９時

（土日祝問わず）

毎月第３木曜日　午前９時

（祝日問わず）

入札終了

※２

※３

毎月９日（土日祝問わず）

・時計：午後４時

・ルース：午後４時半

・ノンブランドジュエリー：午後

５時

・ブランドジュエリー：午後５時

毎月第４水曜日 午後５時半

（祝日問わず）



項目
オンライン時計宝石オーク

ション
オンラインバッグオークション

LIVEオーク

ション　※４

入札開始

毎月３日に、会員専用ページ

内及びメールにてご連絡致し

ます（商品ごとの入札開始時

間については、事前のご連絡

は致しません）

開催致しません。

入札終了

商材を問わず、当社オーク

ショニアの判断によりこれ以

上の入札が無いと判断された

場合、最後に入札を行った買

主様を落札者として当該商品

についての入札を打ち切り、

次の商品の競りへと移行させ

て頂きます。

開催致しません。

出品申込

※５

受付開始
受付開始日は設けておりません。締切日までにご送付くださ

い。

締切 開催月の前月20日午後７時
荷受締切日を起算日として、

５日前の午後７時

出品商品送付

受付開始
受付開始日は設けておりません。締切日までにご送付くださ

い。

締切 開催月の前月25日必着 毎月第１火曜日必着

項目
オンライン時計宝石オーク

ション
オンラインバッグオークション



実地下見会

※６

オークションシステム内またはメールにてお知らせ致します。

交渉

※７

開始

自動延長機能も含め、全ての商品についての競売が終わり

次第、交渉期間に入ります。

なお、交渉対象商品の売主様には、別途メールで交渉期間の

開始をお知らせ致します。

締切

毎月10日午前12時

（延長等はありません。）

毎月第４木曜日午前12時

（延長等はありません。）

※１　「通常オークション」とは、オークションシステム上で買主様に入札価格をご入力頂く

入札方式によるオークションを指します。詳細は【買主様運用規定】Ⅰをご参照下さ

い。

※２　入札締切には自動延長機能があります。（５分単位）

※３　記載の入札締切時刻は変更される場合がございます。変更がある場合は、オーク

ションシステム上で都度お知らせいたします。

※４　「LIVEオークション」とは、「通常オークション」開催期間中に、「通常オークション」に

出品されている一部の商品について、当社オークショニアがオンラインにてリアルタイ

ムで商品をご紹介し、買主様が当該商品紹介及び現在価格を見て、画面上に表示さ

れる複数の上乗せ額の選択肢の中から、上乗せしたい金額に近い上乗せ額をご選択

頂く方式によるオークションを指します。詳細は【買主様運用規定】Ⅱをご参照下さい。

※５　所定のメールアドレス宛に「出品商品リスト」を送信頂くことで、出品申込完了とさせ

て頂きます。「出品商品リスト」提出の詳細については【売主様運用規定】Ⅱをご参

照下さい。

※６　実地下見会への参加にはご予約が必要となります。ご予約はオークションシステ

ム会員ページより行うことが可能です。また、下見会場は常時監視カメラで録画させ

て頂いております。当該録画データはオークション運営及び防犯上の目的でのみ利

用させて頂きます。



　※７　オークションの中で指値が届かず「保留」となった商品は、入札期間終了後、交渉

期間中にオファー機能を用いて価格交渉を行うことが出来ます。

① オファーは売主様から買主様に対して、金額を提示する形で行います。

② 買主様は売主様よりオファーを受け取ったら、提示された金額での落札を承諾す

るか否かを回答します。

③ 交渉期間中に落札金額についての交渉がまとまらなかった場合は、不落札扱い

と致します。

Ⅳ．オークションシステムに係るログインID及びパスワードの発行

1. オークションシステムのご利用には、ログインID及びパスワード（以下「認証情

報」という）が必要となります。

2. 下見会場にて実際に下見をされる担当者様については、その場で本人確認を行

い、認証情報を付与致します。

3. 下見会場に来場せず、オンラインオークションのみに参加される担当者様につ

いては、本人限定郵便を発送し、その到着を確認した上で認証情報を付与致し

ます。

4. 認証情報は担当者様ごとに発行するものとし、前二項で認証情報を取得したご

担当者様が、当社の主催するオンラインオークションへご参加するものと致しま

す。

5. ２回目以降は、認証情報をオークションシステムにご入力いただくことにより、ご

参加いただけます。

Ⅴ．その他

1. 当社は、民法第548条の4に基づき、本運用規定を変更することがあります。

2. 当社は、前項の定めにより本運用規定を変更する場合、その効力発生日を定

め、効力発生日までに、当社ホームページへの掲載その他の適切な方法によ

り、（1）本運用規定を変更する旨、(2)変更後の本運用規定の内容及び(3)効力

発生日を周知するものとします。



3. 会員は、認証情報を第三者に開示、貸与、共有しないようにするとともに、第三

者に漏洩することのないよう厳重に管理（パスワードの適宜変更を含む）するも

のとします。

4. 認証情報の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用などにより会員及びその

他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。

5. 第三者が会員の認証情報を用いてオークションを利用した場合、当該行為は、

会員自身による利用とみなされるものとし、会員はかかる利用に対する利用料

金の支払い、その他の一切の債務を負担するものとします。また、当該行為によ

り当社が損害を被った場合、会員は当該損害を補填するものとします。

6. 会員のオークションの利用に対するセキュリティを確保するため、当社は、緊急

の場合を含みいかなる場合であっても、電話による認証情報の確認又は再発行

の請求には応じないものとします。紛失などにより認証情報の確認又は再発行

が必要な場合、会員は、当社が別途定める方法によりこれを請求するものとしま

す。

7. 第三者へアカウントを使用させた事が判明した場合や、不正アクセスその他の

方法により自社のアカウント以外のアカウントでログインし、商品を落札した場

合、税抜落札金額相当の違約金をお支払い頂くと共に、オークションを含め今後

一切のお取引をお断りさせて頂きます。

8. LIVEオークションの入札開始等について、会員様が会員専用ページ内のお知ら

せや配信されるメールを見落としていたことを理由とするクレームについては、

一切お受けすることができません。

9. オークションシステム上に存在する情報（商品情報、商品画像等）の一切の著作

権その他の権利は当社に帰属しており、無断での転用等はお断りさせて頂いて

おります。

【買主様運用規定】

Ⅰ. 通常オークションのルール

1. オークションは、会員様専用ページ内で買主様により入札金額をご入力頂くことで

入札希望額を競り上げる方式にて執り行います。

2. 最低上乗せ額及び入札単位は以下の通りとします。



現在価格
最低上乗

せ額
入札単位

1千円未満 100円 100円以上100円単位

1千円以上 10千円未満 500円 500円以上100円単位

10千円以上 50千円未満 1,000円 1,000円以上1,000円単位

50千円以上 100千円未満 3,000円 3,000円以上1,000円単位

100千円以上 300千円未満 5,000円 5,000円以上1,000円単位

300千円以上 10,000千円未満 10,000円 10,000円以上1,000円単位

10,000千円以上 50,000千円未満 10,000円
10,000円以上10,000円単

位

50,000千円以上 100,000千円未

満
50,000円

50,000円以上10,000円単

位

100,000千円以上
100,000

円

100,000円以上10,000円単

位

3. 入札を行う際は、以下の注意点を確認し、慎重な入札をお願いします。

① 入札金額が同額だった場合は、先着順とします。

② 入札後の入札取り消しを行う事はできませんが、入札金額については、

入札後に買主様ご自身により変更することが可能です。ただし、金額を変更

する場合にあっては、入札直前の現在価格より低い価格に変更することは

できません。

③ 落札後のキャンセルは、本運用規定及び利用規約に定める場合を除き、

一切お受けできません。



④ 商品の状態は、オークションシステム上に掲載されている商品情報（出

品商品の画像、商品名、説明、商品状態等。以下同じ）又は実地下見会で

ご確認ください。

4. 競売は外税方式で行うこととし、落札金額の他、手数料、別途消費税及び地方

消費税（以下「消費税」という）をお支払い頂きます。

5. オークションの入札開始後、買主様はすべての商品について事前入札を行うこ

とができます。事前入札とは、対象商品を落札するために支出する最大額（以下

「事前入札価格」という）を事前に設定することを指します。事前入札価格を設定

いただくことで、当該商品の現在価格が当該事前入札価格に達するまでは、他

の買主様が当該商品に対して入札を行った場合に、当該他の買主様の入札価

格に最低上乗せ額を加算した金額を、オークションシステムが買主様に代わり

自動で入札致します。この場合において、オークションシステムが買主様に代

わって自動で入札した価格が現在価格となったままオークションが終了した場

合、当該価格を落札価格と致します。なお、事前入札については以下の注意点

にご留意ください。

① 自社が出品した商品に対して事前入札価格を設定することはできませ

ん。

② 事前入札のキャンセルはできません。

③ 事前入札価格の修正は、現在価格を下限として行うことができます。

Ⅱ. LIVEオークションのルール

1. オークションは、会員様専用ページ内にあるLIVEオークション専用ページにおい

て、予めページ内に表示されている上乗せ額の候補のボタン（以下「上乗せ額ボ

タン」という）を買主様に押下して頂くことで、入札希望価格を競り上げる方式に

て執り行います。なお、LIVEオークションに出品される商品に対して前条に定め

る事前入札を行っていた場合においては、現在価格が当該事前入札価格に達

するまではオークションシステムが買主様に代わって入札を行います。この場合

の入札は前条に定める最低上乗せ額ではなく、上乗せ額ボタンの中で一番低い

価格を以て行うこととします。



2. オークションの運営は当社の裁量で行います。原則として、当社オークショニア

によりこれ以上の入札が無いと判断された場合に、その時点で当該商品に対し

て最高額の入札を行っていた買主様を落札者と致します。

3. 上乗せ額については、LIVEオークション専用ページ内に表示される上乗せ額ボ

タンをご確認ください。なお、表示される上乗せ額については当社の裁量で決定

するものとします。

4. 入札を行う際は、以下の注意点を確認し、慎重な入札をお願いします。

① 複数の買主様が同時に異なる金額の上乗せ額ボタンを押下した場合、

最も高額の上乗せ額ボタンを押下した買主様の結果が採用されます。な

お、ここでいう「同時」とは「当社システム内において同時と判断される時間

内」を指します。

② 複数の買主様が同時に同額の上乗せ額ボタンを押下した場合、一番早く

上乗せ額ボタンを押下した買主様の結果が採用されます。ここでいう「同時」

の定義は前号をご参照ください。

③ 上乗せ額ボタン押下後のキャンセル及び修正はできません。

④ 落札後のキャンセルは、本運用規定及び利用規約に定める場合を除き、

一切お受けできません。

⑤ 商品の状態は、オークションシステム上に掲載されている商品情報又は

実地下見会でご確認ください。

5. 競売は外税方式で行うこととし、落札金額の他、手数料、別途消費税及び消費

税をお支払い頂きます。

Ⅲ. 注意事項

1. 商品ランクの基準は下表の通りです。ただし、以下の基準はあくまで当社基準であ

り、記載された商品ランクが買主様や他企業のランク設定基準と異なることを理由

としてのクレームや返品希望等のお申し出は、下見の可能不可能に関わらず受け

付けることができませんのでご注意ください。

ランク 条件

N 新品



S 未使用品

SA 非常にきれいな中古品

A 状態の良い中古品

AB 状態は良いが小さい傷の確認できるもの

B 中古品として標準的な使用感、傷の確認できるもの

BC 使用感が目立ち、傷の確認できるもの

C 機能面で問題のあるもの

J ジャンク品

2. 付属品の状態に関するクレーム等については、お受けすることができません。

3. 落札はすべて買主様ご自身の判断で行うものとします。商品情報又は実地下見

会でご確認いただける外見等に関するクレーム等は、落札後一切お受けできま

せん。

4. 落札された商品が【売主様運用規定】Ⅱ条第２項に定める不適格商品（以下「不

適格商品」という）であったと判明した場合、当社及び買主様は、当該商品の落

札日から１年以内に限り、当社と買主様の売買契約を解除できるものとします。

5. 落札された商品に商品情報もしくは実地下見会で確認できない瑕疵があった場

合又は商品情報に誤りがあった場合、買主様は当該商品の落札日の翌日から

１ヵ月（利用規約「当オークションの運営」第13項本文の手続きを経た場合は２ヵ

月）以内に限り、当社との間の売買契約を解除又は当該商品の落札金額の減

額を当社に対して求めることができるものとします。ただし、買主様が落札時点

で当該瑕疵又は商品情報の誤りについて知っていた場合又は当該瑕疵若しくは

商品情報の誤り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。商材ごとの減額・解除対象となる事項については別表１をご確認くださ

い。

6. 前二項の規定により契約を解除する場合、当該商品を当社に返品して頂いた

後、当社より税込落札代金、税込落札手数料及び真贋判定に直接要した税込



費用等を返金いたします。減額の場合は、商品の本体落札価格に係る税込減

額金額を決定し、これに真贋判定に直接要した税込費用等を加算した額から、

当該減額分に係る税込手数料を差し引いた金額を返金いたします。ただし真贋

判定等については、以下の点にご留意ください。

・真贋判定等で外部鑑定機関に商品を預ける際は、必ず事前に当社までご

相談ください。事前のご相談なく自己の判断において外部鑑定機関等を利

用した場合、当該真贋判定費用等のお支払いは致しかねます。

・事前相談なく外部鑑定機関等に商品を預けた結果、商品が変形した場合

においては、真贋判定費用等をお支払いしない他、返品対応に応じないこと

があります。

・真贋判定の結果、真物であることが確定した場合、又は、外部鑑定機関に

おいても真贋が不明である場合には、当該真贋判定費用等のお支払いは

致しかねます。

・ジュエリー及びルースの真贋判定について、利用する鑑定機関は当社と

買主様、当社と売主様の協議の上決定するものとします。利用する鑑定機

関について買主様の希望と売主様の希望とが一致しない場合には、当社判

断により利用する鑑定機関を指示させて頂くことがあります。なお、当社に

おける利用鑑定機関の決定は以下の順序で行います。

(1)GIA（Gemological Institute Of America / 米国宝石学会）

(2)CGL（CENTRAL GEM LABORATORY Co., Ltd / 株式会社中央宝石

研究所）

(3)GIA、CGL以外の鑑定機関

時計、及び、バッグ小物については、利用する鑑定機関はそのメーカーとし

ます。

7. 商品情報については、お問合せフォームよりお問い合わせ頂ければ当社基準内

でご回答致します。

8. 宝石ルースについては概算ではなく、ピース代金で競るものと致します。

Ⅳ. 手数料、代金精算及び商品発送について



1. 落札手数料は、商材を問わず以下の様に定めます。

落札手数料：税抜落札金額の３％（消費税別）

2. お支払いは、オークション終了後翌３営業日以内（後交渉が生じた場合は後交

渉明細書交付から3営業日以内）に落札金額、落札手数料及びこれらに係る消

費税の全額を振り込みにより行うこととします。入金の確認が出来次第、当社

は、当社の選択する配送業者に対し、買主様の指定する場所（日本国内に限

る）への対象商品発送手続を行います。

3. 落札後（後交渉が生じた場合は後交渉明細書交付後）、翌３営業日を経過して

も振り込みの確認が取れない場合は取引を無効とする場合がございます。

4. 落札後に振り込みをして頂けない等、当社が悪質と判断する場合は、警察及び

弁護士等に相談する他、振込遅延補填金として落札代金及び落札手数料に消

費税を加算した金額に加え、当該落札代金に20%を乗じた金額をお支払い頂く

ことがございます。

5. ご登録の名義とお振込みの名義に相違があった場合、全額を当社よりご返金

後、ご登録の名義で再度お振込みいただきます。

6. 落札代金の振込手数料は買主様負担となります。

7. 落札商品の送料（商品保険含む）は買主様負担となります。

8. 当社が第２項に基づく発送手続を終えた時点で当社の買主様に対する引渡しは

完了したものとさせていただきます。商品発送後、輸送中に発生した事故（破損

や紛失等）については、当社は一切の責任を負いません。

9. 通貨は日本円のみとなります。

10.買主様が、同一のオークションにおいて出品も行っている場合、当社へお支払

い頂く金額と当社がお支払いする金額との差額を、当社へ振込み、又は当社よ

りお振込みする方法で精算させて頂きます。

Ⅴ. その他

1. 当社会員サイトに掲載された商品は、諸事情により事前の予告なく変更される

場合があります。

2. LIVEオークションの現在価格の表示や動画配信については、オークション開催

時に買主様の置かれた電波環境によってラグや遅延が発生する可能性があり



ます。当社は当該ラグや遅延により買主様に発生した一切の損害について、そ

の責任を負いません。

【売主様運用規定】

Ⅰ. 基本事項

1. 売主様は、本運用規定に同意の上、所定の申込書により当社に商品のオーク

ションへの出品及び保管を申し込むものとします。申込内容を当社が適当と認

めたときに限り、お客様と当社との間に委託契約が成立します。また、オークショ

ンにおいて商品が落札された時点をもって、当社と売主様の間の売買契約が成

立します。

Ⅱ. 出品について

1. 原則として、商材を問わず以下を出品基準とさせて頂きます。

出品基準：落札見込金額が税抜５万円以上

2. オークションに出品される商品については、前項に定める基準の他、当社基準

を設けてその適合性を判断しており、次の各号に該当するような商品を不適格

商品として出品を制限しております。

① コピー商品、類似商品、ワシントン条約に違反する商品その他の法令又

は公序良俗に違反する又は当該法令等に照らして不適切な商品

② 盗品及び遺失物など、犯罪行為その他の不当な手段によって入手され

た商品

③ その他、当社の基準に照らして不適当と判断する商品

3. 出品を希望される場合は、所定のメールアドレスに、商材並びに点数を事前に

当社までご連絡下さい。なお、商材は【買主様、売主様共通運用規定】Ⅲに定め

る「取り扱い商材」の中からご選択下さい。なお、メールアドレスは参加者登録後

に当社よりお知らせいたします。

4. 出品を希望される場合は、当社指定の「出品商品リスト」（Excelデータ、当社

ホームページからダウンロード可能）に必要事項を入力していただき、【買主様、

売主様共通運用規定】Ⅲに記載の期限までに前項に定めるメールアドレスに送

信してください。必要事項は別表２をご確認ください。



5. 出品商品には、前項に定める「出品商品リスト」と照合できるような簡易的なタグ

を付けて下さい。出品商品と「出品商品リスト」との照合が困難な場合は、出品

自体をお断りすることがあります。

6. 出品商品は、当社に事前連絡の上、【買主様、売主様共通運用規定】Ⅲに記載

の期限までに売主様負担にて事務局に送付してください。事前連絡がない場

合、又は商品の送付が【買主様、売主様共通運用規定】Ⅲに記載の期限までに

間に合わない場合、出品受付はいたしません。

※発送伝票に必ず「〇〇月大会出品分（時計）」など開催月、開催日とジャンル

の記載をお願いいたします。

7. 売主様から当社への商品発送中に発生した事故（破損や紛失等）については、

当社は一切の責任を負いません。

8. 商品到着後、当社で検品した際に、規格外、本条第１項に定める出品基準以下

又は本条第２項に定める不適格商品と判断される商品は出品不可商品として、

オークション開催期間後に返送させていただきます。なお、返送された商品に係

る送料の補填は致しかねます。また、当社による検品後、売主様と当社との間

に商材区分に関する見解の相違が発生した場合、当社の商材区分判断を優先

するものとします。

9. 出品点数に制限はありません。ただし、各大会で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。

10.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各

大会開催前に事務局に申し出てください。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。あらかじめご了承ください。

11.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、出品商品の希望落札最低金額（以下

「指値」という）がある場合は、「出品商品リスト」の金額欄に指値をご入力くださ

い。ただし、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、売主様

に指値の変更をお願いすることがあります。



12.LIVEオークションに出品する商品は、タイムレス社が独自の基準で選定いたし

ます。

Ⅲ. 注意事項

1. 商品情報に記載されるランクについては、当社の基準で設定させて頂きます。

売主様及び他企業とのランク設定基準の違いについてのクレームや、ランク変

更のお申し出にはご対応することができません。ランクの設定基準については

【買主様運用規定】Ⅲ条第１項をご確認ください。

2. 当社は、売主様がご入力した「出品商品リスト」をもとに商品情報を記載します。

3. 売主様の出品された商品について落札日から１年以内に前条第２項に定める不

適格商品であると当社が判断した場合又は当該買主様よりこれを理由として解

除の申し出があった場合には、当社と売主様の売買契約を解除させて頂きま

す。この場合において売主様は、解除に伴う返金に応じるものとし、当該商品に

係る販売代金から手数料額を差し引いた金額を当社に振り込むものと致しま

す。

4. 落札された商品に商品情報又は実地下見会で確認できない瑕疵があった場合

又は商品情報に誤りがあった場合（当社の入力ミスその他の当社の責めに帰す

べき場合を除く）で、落札日の翌日から１ヵ月（利用規約「当オークションの運営」

第13項本文の手続きを経た場合は２ヵ月）以内に買主様からこれを理由に売買

契約の解除又は減額交渉がなされた際には、当社と売主様の売買契約につい

ても解除又は減額対応させて頂きます。この場合において売主様は、解除に伴

う返金又は減額に応じるものとし、解除の場合は、当該商品に係る販売代金か

ら手数料額を差し引いた金額を、減額の場合は、商品の本体落札価格に係る税

込減額金額を決定し、これに真贋判定に直接要した税込費用等を加算した額か

ら、当該減額分に係る税込手数料を差し引いた金額当社に振り込むものと致し

ます。商材ごとの減額・解除対象となる事項については別表１をご確認ください。

5. 前項に定める解除又は減額が発生し、売主様が当社に振り込むべき金額を当

社が売主様に通知した場合において、売主様が当該金額を当社に振り込まない

まま次回のオークションが開始した場合は、売主様に通知の上、当該オークショ

ンに係る代金の精算時に、当該売主様に対して当社がお支払いする金額から



前条に定める当該解除又は減額に係る金額を差し引かせて頂くことがありま

す。次回オークションに当該売主様が参加せず相殺による精算が行えない場合

については、損害遅延金として当該解除又は減額に係る代金の税込合計額の

20%に相当する代金を、別途お支払い頂くことがあります。また、悪質な場合に

ついては警察及び弁護士等に相談することがあります。

6. 商品ごとの注意事項については別表２をご確認ください。

Ⅳ. 手数料、代金精算および商品返送について

1. 当社は、オークション終了後翌３営業日以内（後交渉が生じた場合は後交渉明

細書交付から3営業日以内）に、落札金額と落札金額に係る消費税の合算額か

ら、本条第２項に定める出品手数料、第３項に定める不落札手数料及びこれら

に係る消費税の合算額を差し引いて、売主様指定の口座に振り込みます。ただ

し、落札金額及びこれに係る消費税の合算額が、本条第２項に定める出品手数

料、第３項に定める不落札手数料及びこれらに係る消費税の合算額に満たない

場合には、売主様は差額を当社指定の口座に振り込むものとします。

2. 出品手数料は、以下の様に定めます。

【出品手数料】

① 時計：税抜落札金額の３％（消費税別）

② ルース：税抜落札金額の３％（消費税別）

③ ジュエリー（ブランドジュエリーを含む）：税抜落札金額の３％（消費税別）

④ バッグ、小物：税抜落札金額の５％（消費税別）

3. 不落札手数料は、商材を問わず以下の様に定めます。

不落札手数料：原則として、以下のいずれかに該当する場合に１商品ごとに５０

０円（消費税別）

・当社への商品送付後、オークション開催前に出品が取りやめとなった場合

・出品後、オークション開催中に出品が取りやめとなった場合

・出品後、落札されなかった場合

4. Ⅱ条第８項及び第９項の定めに基づき返送する事となった商品及び不落札と

なった商品については、オークション開催期間後翌３営業日以内に当社より返



送致します。なお、返送に際して発生する送料、保険料などは売主様の負担とな

ります。

5. 売主様が、同一のオークションにおいて落札も行っている場合、当社へお支払

い頂く金額と当社がお支払いする金額との差額を、当社へ振込み、又は当社よ

りお振込みする方法で精算させて頂きます。

6. 当社は、売主様と異なる名義の口座にはお振込み致しません。振込先はご本人

様名義の口座に限らせて頂きます。

7. 通貨は日本円のみとなります。

（別表１）減額・解除の対象

減額・解除の対象となる場

合

減額・解除の対象とならな

い場合

時計 ・機械内部に不動・サビが

あった場合

・クォーツ時計において回路

交換が必要な場合

・自動巻き時計、手巻き時計

の日差、精度等が商品情報

と異なる場合

・品位(YG、WG、PT)及び

純度が商品情報と異なる場

合

・付属品の有無に関して、商

品情報と相違がある場合

・その他当社が相当と認め

る場合

・落札時点で商品の瑕疵

や商品情報の誤り（以下

「瑕疵等」という）について

知っていた場合

・ケース、文字盤、ブレス・

バンド等の外装部品、カレ

ンダー不良、ベルト故障、

リューズ不良、クロノ不良、

針ズレ、リダン、他社革ベ

ルト及び他社尾錠など、商

品情報・実地下見会にお

いて瑕疵を確認できる場

合

・パテックフィリップやアン

ティーク時計（ロレックス4

桁モデルや自社基準のア



ンティーク品）の内、裏蓋を

開けた状態で内部の機械

が掲載されている時計、及

び、商品情報に「保証なし」

「アーカイブ保証なし」と表

記のある商品についての

申出の場合

・付属品の状態に起因す

る場合

・ロット出品の場合

・スマートウォッチについて

の申出の場合（スマート

ウォッチは全て「現状」での

取り扱いとなります） ・その

他当社が相当と認める場

合

ブランドジュエ

リー、

ノンブランド

ジュエリー、

ルース

・商品の詳細（金性、品位

(YG、WG、PT等)、純度、ブ

ランド、石名、石目、サイズ、

充填・着色・LDH処理の有

無、付属品の有無等）が商

品情報と異なる場合 ・その

他当社が相当と認める場合

・落札時点で商品の瑕疵

や商品情報の誤り（以下

「瑕疵等」という）について

知っていた場合

・印台の金性、品位、純度

等（以下「金性等」という）

につき記載がない場合で、

買主が想定した金性等と

異なった場合

・「色石」とのみ記載がある

場合で、買主が想定した

石名と異なった場合



・「石目不明」と記載がある

場合で、買主が想定した

石目と異なった場合

・刻印の記載がない場合

・リングのサイズ直し痕な

ど、商品情報・実地下見会

で瑕疵等が確認できる場

合

・付属品の状態に起因す

る場合 ・その他当社が相

当と認める場合

バッグ、小物 ・商品の詳細（ブランド、ライ

ン名、モデル名、色、形状、

付属品の有無等）が商品情

報と異なる場合

・商品に社外加工・修理の

痕跡がある場合 ・その他当

社が相当と認める場合

・落札時点で商品の瑕疵

や商品情報の誤り（以下

「瑕疵等」という）について

知っていた場合

・商品情報で瑕疵等が確

認できる場合

・付属品の状態に起因す

る場合 ・その他当社が相

当と認める場合

（別表２）出品に関する注意事項及び商品リストに入力すべき事項

注意事項
商品リスト（商品情報）に入

力すべき事項



時計 ・自動巻き時計及び手巻き

時計（アンティーク時計は

除く）は、いずれも動作確

認が済んでいること。な

お、クォーツ時計の電池切

れ記載は、動作を保証する

ものとみなす。

・検品時にクォーツ時計

（電池切れ記載のあるもの

を除く）及びソーラー時計

について、当社による検品

時に止まっているものがあ

る場合、当社にて商品情報

に「現状」と表記をする場

合があること。

・永久カレンダーなど、特殊

な機能を持つ時計を出品

する際は、操作方法や取り

扱い方法をあらかじめ事務

局に知らせること。 ・商品

状態の確認の際、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

あるため、外すことを希望

しない商品に関しては、

「出品商品リスト」に入力し

た上で、事務局に連絡する

こと。

・商品の詳細（金性、品位

(YG,WG,PT等)、純度、ブラ

ンド、日差、精度、サイズ、

重量、付属品の有無、クォー

ツ時計についての電池切れ

記載等）

・（電波時計及びGPS機能

搭載の時計について、やむ

を得ず動作を保証できない

場合）「現状」の記載 ・その

他特記事項



ブランドジュエ

リー、

ノンブランド

ジュエリー、

ルース

ダイヤモンド、ルビー、サ

ファイア、エメラルド等の石

の保証をしない場合は、

「出品商品リスト」に色石と

入力すること。

・商品状態の確認の際、開

封を希望しない商品に関し

ては、「出品商品リスト」に

入力すること。

・「出品商品リスト」に指値

を記入する場合、宝石ルー

スについては概算ではなく

ピース代金での指値を記

入すること。

・売主が出品した商品につ

いて、当社が買主様より真

贋判定についての相談を

受け、真贋判定を行う場合

において、利用する鑑定機

関は当社と買主、当社と売

主の協議の上決定する。

利用する鑑定機関につい

て買主と売主の希望が一

致しない場合には、以下の

順序で利用鑑定機関の決

定を行う。

(1)GIA / 米国宝石学会

・商品の詳細（金性、品位

(YG,WG,PT等)、純度、ブラ

ンド、石名、石目、サイズ、

重量、付属品の有無等）

・充填、着色、LDHなどの処

理や合成の有無（あらかじめ

判明している場合） ・その他

特記事項



(2)CGL / 株式会社中央宝

石研究所 (3)GIA、CGL以

外の鑑定機関

バッグ、小物 ・ロット商品の出品は不可

であること。 ・出品商品に

ついて社外加工、社外修

理の痕跡がある場合、売

主様が一切の責任を負担

すること。

・商品の詳細（ブランド、ライ

ン名、モデル名、色、形状、

付属品の有無等） ・その他

特記事項

附則

2020年12月3日 制定

2020年12月23日 改定

2021年8月31日 改定

2022年4月12日 改定

2022年7月1日 改定

2022年10月20日 改定

2022年12月28日 改定


