
【参加者様同意事項】 

当同意事項は当社が運営する「APRE オークション」について適用されます。 

 

【出品委託者様へ】 

【出品委託手数料】 

1. 出品委託手数料は、ダイヤルース「3%」、ジュエリー「5%」、時計「落札価格 5万円未満：5%」「落札

価格 5万円以上：3%」、ブランド品「落札価格 1万円未満：500円/点」「落札価格 1万円以上：3%」

となります。また落札者がなくオークション不成立の場合には出品委託手数料はかかりません。 

2. 出品委託手数料には別途消費税がかかります。 

 

【消費税】 

最終支払価格は外税方式の為、最終落札額に対する消費税をお支払いいたします。 

 

【代金のお支払】 

原則、オークション終了日の翌日より銀行 3営業日以内に落札商品代金から出品手数料を控除した残金

のお振込みとさせていただきます。尚、銀行振込み手数料は当オークション負担といたします。 

但し、当該期間内に落札者からの商品代金全額の振込が確認できなかった場合、原則当社への代金全額

振込完了の確認を待ってからのお振込みとさせていただきます。 

振込口座につきましては名義人が出品者の会社名、名義人等と一致する必要があります。 

登録会員の情報と異なる名義である場合は振込口座が異なる理由を確認させていただき代金のお支払い

をお断りする場合がございます。 

 

【送料の負担】 

1. 出品委託商品の当オークションへの送料は出品委託者負担となります。 

2. 不落札品を出品委託者へ返却する送料は、出品委託者負担となります。 

 

【輸送中の事故・損害補償】 

1. 出品委託者から当社への輸送中の商材破損等については、当社は一切の責任を負いかねます。 

2. 天災・地震など不可抗力に起因する商材損傷は免責とします。 

 

【出品委託商品の締め切り】 

商品につきましては、下見初日の 7日前までの本オークション必着とさせていただきます。ただし各締

め切り日が土日祝祭日および年末年始など、当社の休業日にあたる場合は、締め切り日を変更いたしま

すので、その場合当オークションよりご案内を致します。 

 

 



【出品委託商品の取り消し及び変更】 

諸事情により出品取り消した場合、オークション終了後のご返却となります。 

尚、売買成立後の取り消しはできません。 

1. 出品予定商材情報の必要事項等が空欄の場合や、出品委託者が登録した出品予定商材情報と実際の商

材に相違点がある場合は、出品取消しとなることがあります。 

また、当社基準外商品は取り消しになります。 

2. 万一、商材の売却希望金額の変更、出品取り消し及び公開予定の商材情報の内容に相違があった場合

は、オークション開催前の 17時までに当社に電話にて通知をお願いします。また、当社の判断で、

提供された商材情報が不適切なものと認められる場合は、提供された情報を削除・変更することがあ

ります。 

 

【出品取消し手数料】 

出品取消し手数料については次の通りとします。 

 

1. 当社に商材が到着した時点から出品前日の当社営業時間内の受付 

・・・１商材につき 500円（税別） 

2. 出品当日の当該商材が出品されるまでの受付 

・・・１商材につき 1,000円（税別） 

 

【取引の無効】 

落札された商品が、不正品、盗難品、遺失物と判明した場合には、取引が無効になり、返品・返金対応

の対象となる場合があります。 

 

【出品の制限】 

出品委託数の制限はありませんが、不落札が著しく多いと当オークションが判断した場合は出品の制限

をさせていただく場合があります。 

 

【出品者による指値】 

出品委託者による指値はダイアルース 2万円、宝石 3万円、時計 3万円、ブランド品は 2万円以上と 

し、希望額がある場合は商品リストに記載してください。指値の記載がない商品および指値が上記金額 

に満たない商品については成り行きによる出品となります。 

 

【包装品等の扱い】 

確認の為、包装品等を剥がす場合があります。新品などで剥がせない場合は商品リストに記載をお願い 

いたします。 

 

【出品委託者による保証】 

外見上で判断できない部分は出品委託者保証とします。 



【事後交渉期間】 

APREオークション利用規約第 6条第 2項、第 3項および第 5項に定める通りとします。 

 

【事後交渉の仲介】 

事後交渉に関し、オークション主催者として、仲介業務の範囲内のみでしか行いません。 

 

【取引金額の確定】 

出品委託者者の指値を上回る最高額入札者が確定した時点の金額が取引成立の金額となります。 

 

【取引契約の成立】 

落札者への落札品の引き合わせ終了時点が正式な取引成立日時となります。 

商品の所有権は、落札者が定められた支払期限内に落札代金等を当社に支払った時点で、出品委託者か

ら落札者に移るものとします。 

 

【状態ランク等の表示及び状態確認について】 

1. 出品の際のランクは非表示での出品となります。 

2. 出品物の状態確認の写真枚数は基本 3枚以上となりますが、商品特性などを鑑み、当社の判断で写真

枚数を増減させることがあります。 

3. 出品物の状態についての確認は下見会および写真のみとなります。状態確認材料についてのクレーム

については一切受け付けません。 

 

【注意事項】 

【宝石】 

1. 商品リストに記載されている内容はすべて出品委託者保証となります。 

内容に相違があった場合は返品、値段交渉の対象になります。 

2. 詳細の分からない石は「色石」と記載をお願いいたします。 

3. リストに「色石」と記載した場合は、入札者の混乱を避けるため、鑑定書および鑑別書は送付しない

で下さい。商品と同封で送付されてきた場合は、当社の判断で出品しない場合があります。 

4. 地金の含有率は保証対象外ですが、商品リストに K18や Pt900などの記載があるものに関しては出品

者保証となります。 

5. 商品を合わせて出品委託される場合は（リング、ネックレス、ブレスレット、ピアス、イヤリング、

ブローチ等）同じ種類の製品で合わせていただく様お願いいたします。 

6. ダイヤモンドやカラーストーンのソーティングは事前に取得後、出品をお願いいたします。 

7. 鑑定書・鑑別書・ソーティングの有無は商品リストの備考欄に記載をお願いいたします。 

8. 出品委託商品は、重量を計測後商品リストに記載お願いいたします。 

9. ダイヤモンド（1個石）に限り、0.5ct以上はソーティングを取得していただき、極力ルースでの出

品をお願いいたします。 



10. 天然石以外の場合は、合成、模造、処理の情報は、必ず商品リストに記載をお願いいたします。 

11. リストへの記載漏れは、返品、値段交渉の対象となります。 

12. エメラルド以外の含浸、レザードリル（LDH）、トリートメント、HPHT、KMプロセス（ILD）等、通常

加熱、エンハンスメント以外は鑑別書、ソーティングが付いていても必ずリストにも記載をお願いし

ます。 

13. オパール類の「カン」の出品委託者の保証期間は 2か月となります。 

14. 金具類の不良の記載が無い場合は返品、値段交渉の対象になります。 

15. ブランド名の記載がある場合で模造品であった場合は返品交渉の対象になります。 

16. 商品はすべて申告通り出品させていただきます。ただし落札後の鑑別、鑑定結果が、商品リストの内

容と相違があった場合は返品、値段交渉の対象となります。 

17. 当オークションが事後交渉の判断基準とする鑑別、鑑定機関は、CGL（中央宝石研究所）、GIA（米国

宝石学会）、GRJ（ジェムリサーチジャパン株式会社）、GRS（ジェムリサーチスイスラボ）、の 4社と

します。ただし鑑定機関相互の鑑別、鑑定結果、及び同一の鑑定機関において鑑別、鑑定結果が異な

った場合、出品当初の鑑別、鑑定結果を優先するものとします。 

18. ダイヤモンド、カラーストーンの落札後のソーティング代金は落札者負担となります。但し、鑑定結

果と商品リストに相違があった場合には、出品者負担となります。 

19. ブランドジュエリーのメーカーから修理が受けられない場合、返品、値段交渉の対象となります。 

20. 真贋判定や修理、ソーティング取得等でメーカーからの回答が交渉期間内に出ない旨の連絡が入った

場合は出品委託者へ確認の上、返品、値段交渉期間を延長させていただきます。 

21. 商品リスト及び商品への刻印と実際の石目に相違がある場合、落札者が石目確認の為、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・分解された枠でご返却となる場合があります。 

 

【バッグ】 

1. 記載いただく商品リストに相違があった場合は、返品、値段交渉の対象となる場合があります。 

2. リストに付属品の記載していない商品の場合は、付属品に対する保証はしません。 

3. 運営側の判断でセット出品する可能性があります。その場合、指値が入っているものに関しては合

算して出品します。 

4. 「セット」または「まとめ」で出品される場合は、リストに個々の商品名は入れないでください。

商品名が入っている場合は、出品委託者保証の対象となります。 

 

【時計】 

1. 地金の含有率は保証対象外ですが、商品リストに K18や Pt900などの記載があるものに関しては出品

委託者保証となります。 

2. 原則、動作確認済みの商品を出品お願いいたします。 

  電池切れの商品は全て不動品となります。 

  動作保証ができない商品を出品する際は、必ず商品リストに（動作保証なし、または不動）記載を 

お願いいたします。記載がないものはすべて、出品委託者保証とします。 

3. クォーツ時計は、動いている状態での出品を極力お願いいたします。 



4. 商品リストに記載されているブランド名は、中の機械のみの保証となります。 

5. 特殊な機能を持つ商品に関しては、予めお知らせください。 

6. 宝石装飾部分の純正保証をしない場合は、必ず商品リストに純正保証なしと記載してください。 

7. 製造番号が消されている時計、番号が書き換えられている時計等は出品できません。 

8. 箱、保証書などの有無は、商品リストに記載をお願いいたします。 

9. 落札後、機械不良が発見された場合は、返品、値段交渉の対象となります。 

ただし、商品リストに以下の項目（動作保証なし、または不動）の記載がある場合は交渉対象外とな

ります。 

10. クォーツ時計の回路交換が必要とされる不良品は、返品、値段交渉の対象となります。ただし、商品

リストに以下の項目（動作保証なし、または不動）の記載がある場合は交渉対象外となります。 

11. 真贋判定や修理、ソーティング取得等でメーカーからの回答が交渉期間内に出ない旨の連絡が入った

場合は出品者へ確認の上、返品、値段交渉期間を延長させていただきます。 

12. 「セット」または「まとめ」で出品される場合は、リストに個々の商品名は入れないでください。商

品名が入っている場合は、出品委託者保証の対象となります。 

 

【ダイアルース】 

1. 商品リストに記載されている内容はすべて出品委託者保証となります。 

2. ダイアのソーティング付、無しに関わらず、小数点第 2位迄で記載をお願い致します。 

3. ルースダイアがソーティング袋と相違していた場合の返品交渉の期間は、落札者に商品が到着してか

ら 5営業日以内となります。 

 

【共通事項】 

1. 事後交渉の内容は、修理代請求交渉、値引き交渉、返品交渉等となります。 

2. 出品委託された商品の付属品などに記載のある情報に関して当社側での削除は一切いたしません。 

3. 下見中の取扱いは十分注意しますが、下見中に生じた不具合等は保証いたしません。 

4. 事後交渉期間内に判別できない重要案件に関しては、事後交渉期間後においても取引を無効とさせて

いただく場合もございます。 

5. 出品委託者の指値が当オークションにおいて適正価格でないと事務局が判断した場合は、不適切な出

品（テッポウ）とし、不落札扱いとさせていただきます。 

6. 本オークション終了後に、落札商材の品質及び機能動作について、落札者から落札商材について ク

レーム申告があった場合、運営規定に基づいて当社が出品委託者、落札者双方の調停処理、又は裁定

を行います。 

7. 裁定の結果については出品委託者、落札者双方ともこれに従っていただきます。 

8. クレーム及びトラブルの処理に関して、当社の会員以外の第三者との交渉は一切受け付けないものと

します。 

9. 出品委託者様より出品委託された商品について当社は当オークションへ掲出し、入札を募るもの で

あり、当社は当該商品の所有を経由いたしません。 

10. 出品委託者様は、出品委託した商品について、当社に対して当オークションへ掲出、入札の募集・管



理、落札者からの落札代金の受領等、オークション運営のために必要な権限（代理権）を予め 付与

したものとみなされます。 

 

 

【入札(落札)者様へ】 

【手数料】 

1. 落札手数料は、最終落札額に対して、ダイヤルース「3%」、ジュエリー「3%」、時計「3%」、 

ブランド品「5%」といたします。 

2. 落札手数料には、別途消費税がかかります。 

  

【消費税】 

最終支払価格は外税方式の為、最終落札額に対する消費税をお支払い下さい。 

 

【精算】 

精算方法は原則振込とさせていただきます。 

商品代金に落札手数料を加算の上、お支払いください。 

本オークションで定めた期限内に精算が行われない場合、解約事由となることがあります。 

 

【振込期日】 

振込は、落札決定後当オークション 2営業日の入金完了とし、当事務局において入金確認が完了次第、

落札商品の発送となります。 

 

【振込手数料】 

落札代金を振込する際の手数料は落札者様負担となります。 

 

【送料の負担】 

落札した商品を本オークションより発送する場合の送料は落札者様負担となります。 

 

【輸送中の事故・損害補償】 

1. 落札商材輸送中の事故・損害等については、配送業者の運送保険が定める保険内容に則るものとし、

当社は一切責任を負わないものとします。 

2. 天災・地震など不可抗力に起因する商材損傷は免責とします。 

 

【入館方法】 

本オークションの初回入場時に入館証を発行いたしますので、下見および本番時は携行してください。 

※入館証は原則再発行いたしませんので毎回必ずご持参ください。 

【入札方法】 



入札期日までに本オークションで用意する端末を使用して入札を行ってください。 

「【取引金額の確定】」に従い、最高額で入札した方が落札者となります。 

また一度入札された金額の下方修正や取り消しはできませんので入札は慎重に行ってください。 

落札確定後のキャンセルは一切お受けいたしません。 

 

【保留交渉】 

オークション終了時の価格と最高入札額に差があった場合、保留交渉の開始価格は、最高入札額からの

開始となります。 

 

【落札品の引き合わせ】 

受け取りに来られる落札品の引き合わせは、本オークション係員立会いの上でお願いいたします。 

 

【事後交渉期間】 

APREオークション利用規約第 6条第 2項、第 3項および第 5項に定める通りとします。 

 

【事後交渉の仲介】 

事後交渉に関し、オークション主催者としての仲介業務の範囲内のみでしか行いません。 

 

【取引契約の成立】 

落札品の引き合わせ終了時が正式な取引成立日となります。 

商品の所有権は、定められた支払期限内に落札代金等を当社にお支払いいただいた時点で、出品委託者

から落札者に移るものとします。 

 

【取引金額の確定】 

出品委託者の指値を上回る最高額入札者が確定した時点の金額が取引成立の金額となります。 

 

【取引の無効】 

商品落札後にその商品が盗品と判明した場合は、在庫の有無の問い合わせや、運営事務局と落札者様と 

話し合いのうえ、取引を無効とし返品・返金対応とさせていただく場合があります。 

 

【状態ランク等の表示及び状態確認について】 

1. 出品の際のランクは非表示での出品となります。 

2. 出品委託物の状態確認の写真枚数は基本 3枚以上となりますが、商品特性などを鑑み、当社の判断で

写真枚数を増減させることがあります。 

3. 出品委託物の状態についての確認は下見会および写真のみとなります。状態確認材料についてのクレ

ームについては一切受け付けません。 

 

【注意事項】 



【宝石】 

1. 商品リストに記載されている内容は、全て出品委託者保証となりますので、リストに記載されていな

い内容は、全て見た目で判断してください。ただし、内容に相違があった場合は返品、値段交渉の対

象になります。 

2. リストに「色石」と記載されている場合、その石に対しての出品委託者保証は一切ありません。 

3. 地金の純度に関しては保証対象外ですが、K18、Pt900等の刻印記載があるものは、出品委託者保証

となります。 

4. ルースダイヤモンド、ルースカラーストーンは、ガイ計算ではなく、ピース代金での競りとなります。 

5. 落札後の鑑別、鑑定結果が商品リストの内容と相違があった場合は返品および値段交渉の対象と 

なります。 

6. 当オークションが事後交渉の判断基準とする鑑別、鑑定機関は、CGL（中央宝石研究所）、GIA（米国

宝石学会）、GRJ（ジェムリサーチジャパン株式会社）、GRS（ジェムリサーチスイスラボ）、の４社と

します。ただし鑑定機関相互の鑑別、鑑定結果、及び同一の鑑定機関において鑑別、鑑定結果が異な

った場合、出品当初の鑑別、鑑定結果を優先するものとします。 

7. 天然石以外の場合は、合成、模造、処理の情報のリストへの記載漏れがあった場合は返品、値段交渉

の対象になります。ただし、色石の記載がある商品は見た目でお願いいたします。こちらの商品は返

品、値段交渉の対象にはなりません。 

8. エメラルド以外の含浸、レザードリル（LDH）、トリートメント、HPHT、KMプロセス（ILD）等、通常

加熱、エンハンスメント以外は、鑑別書、ソーティングが付いていても、リストに記載が無かった場

合は返品、値段交渉の対象となります。 

9. オパール類の「カン」は返品、値段交渉の対象となります。 

10. 金具類不良の記載が無い場合は、返品、値段交渉の対象になります。 

11. ブランド名の記載がある場合で模造品であった場合は返品、値段交渉の対象となります。 

12. ダイヤモンド、カラーストーンの落札後のソーティング代金は落札者様負担となります。但し、鑑定

結果と商品リストに相違があった場合には、出品委託者負担となります。 

13. ブランドジュエリーのメーカー修理が受けられない場合の事後交渉は原則お受けいたしません。 

 

【バッグ】 

1. 下見会にて確認できる事項（内外装の傷、破れ、ベタ、ヤケ、パーツ不良、付属品有無、社外パーツ、

社外修理、社外改造、リカラー（塗りなおし））に関する申し出は、落札後一切お受けいたしません。 

2. 落札商品の下見期間中に起きた商品の事故（破損等）等については当オークションは一切保証いたし

ません。そのため下見時と落札後の商品の状態の差異等についての交渉等の申し出についてはお受け

できません。また当オークション事務局は当該申し出による出品委託者への交渉の仲介などの関知は

一切いたしません。 

3. 全て落札者において商品状態等を判断頂き責任をもっての落札をお願いいたします。そのため商品の

返品、返金についてはお受けいたしません。ただし、当オークションの設ける基準外の商品の場合の

み返品、返金をお受けする場合がございます。 

4. 商品リストに相違があった場合は、返品、値段交渉の対象となります。 



 

【時計】 

1. 商品リストに記載されているブランド名は、機械のみの保証とします。 

2. 宝飾時計（ベゼル、ブレス）については商品リストに純正保証なしと記載がある場合には、全て見た

目でお願いいたします。 

3. 地金の純度に関しては保証対象外ですが、K18、Pt900等の刻印記載があるものは、出品委託者保証

となります。 

4. 商品リストに（動作保証なし、または不動）と記載がある場合は、出品者の保証はありません。 

5. 商品リストに記載のない項目は、全て見た目で判断とします。 

6. 下見会にて確認できる項目（外装の傷、文字盤の汚れ、リューズ不良、クロノ不良、カレンダー不良）

に関しては出品リストに記載がない場合でも返品、値段交渉の対象外とします。下見会にて確認が出

来ない項目（部品破損、日差・精度不良）に関しては、商品リストに記載がない場合でも交渉の対象

となります。 

日差に関しては、プラスマイナス 90 秒以上の場合は返品、値段交渉の対象になります。 

ただし、アンティーク、またはヴィンテージ時計（約 1990年代以前）は交渉の対象外とします。 

7. クォーツ時計で電池交換をして動く時計に関しましては、出品委託者の保証はありません。クォーツ

時計で電池切れの商品は全て不動品扱いとなります。 

8. 商品リストに動作保証なし、または不動記載がある場合（内部の液漏れ、動作不良）は交渉の対象外

とします。商品リストに動作保証なし、または不動記載がないものはすべて、出品委託者保証としま

す。 

 

【ダイアルース】 

1. 商品リストに記載されている内容はすべて出品委託者保証となります。 

2. リストに記載がない内容は全て見た目で判断してください。 

3. ルースダイアがソーティング袋と相違していた場合の返品交渉の期間は、商品が到着してから 5営業

日以内となります。 

 

【共通事項】 

1. 保留として一旦引かせて頂いた商品の出品者との交渉は当日のオークション終了時までとしす。 

2. 出品委託者の指値が当オークションにおいて適正価格でないと事務局が判断した場合は、不適切な

出品（テッポウ）とし、不落札扱いとさせていただきます。 

3. 下見期間中の商品の取扱いは十分注意していただくようお願いいたします。故意により破損、故障、

キズ、汚れが生じた場合には弁償をお願いする場合もあります。 

 

4. 商品の状態確認は下見会および写真で確認して判断を行って頂きます。そのため商品の落札後、商

品の状態に対するクレームは一切受付けしないものとします。 

5. 当オークションにおいて事務局側の入力手続きなどで商品内容および数量に関し誤記載等があっ

た場合、入札または取引そのものを落札確定後も事務局の判断で取消させて頂く場合がございます。



この場合、補償等は一切行いませんのでご了承下さい。 

6. 商品の付属品などに記載のある情報に関して、当社側ので削除は一切いたしません。 

7. 落札商品到着後の問い合わせ、交渉は一切受け付けません。 

8. 本オークション終了後に、落札商材の品質及び機能動作について、落札会員から落札商材について

クレーム申告があった場合、運営規定に基づいて当社が出品委託者、落札者双方の調停処理、又は

裁定を行います。 

9. 裁定の結果については出品委託者、落札者双方ともこれに従っていただきます。 

10. 上記クレーム及びトラブルの処理に関して、当社の会員以外の第三者との交渉は一切受け付けない

ものとします。 

11. 落札された商品の売買契約は出品委託者との間で成立します。 

 
 
 


