
 

 

GUIA＆NORI パレードオークション規約
 

「GUIA&NORI パレードオークション（以下、「当オークション」）」にご参加されるお客様は、以下の規則を良くお読みいただき、ご了承の上「参加登録」並びに「オークションご参加」をお願い申し

上げます。なお、当オークションは株式会社 NDT と株式会社徳商事との共同開催です。以下『主催者』は、当該 2 社を意味します。 

 

オークション参加資格 

A-1-1 参加申請 

当オークションは会員制となっております。参加登録は www.guia.com の web 画面にて受

け付けております。登録画面に必要事項を登録の上、申請してください。主催者にて登録を

承認後、本規則（並びに手順）をご案内させていただいております。 

A-1-2 参加登録 

当オークションに参加される方は必ず、以下をご了解の上、登録を進めてください。 

①主催者と過去にお取引の無い当オークション入札参加希望者は、主催者の独自の基準に

より入札資格審査を行わせていただきます。 

②主催者より、保証金差入の要請が有った場合は、保証金を開催日以前に主催者指定口

座にお振込みください。保証金額は 50 万円以上とし、その額は主催者の審査によって決

定します（落札予算額の 10％以上が基準）。当オークションで商品を購入されなかった

場合には、保証金から銀行手数料を差し引いた金額をご指定いただいた口座に返却いたし

ます。商品を落札された方については、お支払金額と保証金とを対当額で相殺させていただ

きます。 

③保証金は無利息とします。 

保証金お振込み先： 

A) 株式会社 NDT 宛にお振込いただく場合 

振込み先口座： 口座名 株式会社 NDT（送金手数料は参加者のご負担となります） 

三井住友銀行 赤坂支店 普通 口座番号:8629998 

お振込み手続き後、必ず「送金証明書」もしくは「銀行受領印付送金依頼書」を 03-5501-

4821（FAX 番号）へ貴社名を記載の上、ファックス願います。 

B) 株式会社徳商事宛にお振込いただく場合 

振込み先口座 ： 口座名 株式会社徳商事（送金手数料は参加者のご負担となります） 

三菱 UFJ 銀行 大森駅前支店 普通 口座番号 : 1191784 

お振込み手続き後、必ず「送金証明書」もしくは「銀行受領印付送金依頼書」を 03-5763-

8291（FAX 番号）へ貴社名を記載の上、ファックス願います。 

※会員解約の日より満 3 年を経過しても、当該会員より保証金返還請求が無い場合は、主

催者はその返還義務を免れるものとします。 

④転売目的で落札される場合、日本国内で登記されている会社におきましては古物商許可

が必要となります。古物商許可を必要とする会員は古物商許可の情報（許可番号、取得

場所、取得者名）を主催者へ提示していただく必要があります。 

A-1-3 BIDDER’S NO の交付 

①当オークションに参加される方から登録申込みがあり、入札資格審査の結果、主催者にて参

加登録を承認した場合には、主催者は、申込者を会員として登録し、BIDDER’S NO を交

付します。 

②BIDDER’S NO の管理責任は全て会員にあり、BIDDER’S NO の紛失、漏洩によって生じ

る損害にかかる責任は当該会員が負うものとします。したがって BIDDER’S NO は大切に管

理ください。 

③主催者は、理由の如何を問わず BIDDER 登録を無効にできる権利を留保します。 

A-1-4 参加登録内容の変更が生じた場合 

参加登録内容（郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号、部署、役職名）に変更が生

じた場合は、速やかに主催者（GUIA オークション事務局  03-5501-4820（株式会社

NDT）若しくは、03-5763-8181（株式会社徳商事）までご連絡ください。 

資格確認は主催者の判断に従います。判断基準についてはご説明いたしかねますのでご了承

ください。審議の上、登録が認められない場合もございます。 

A-1-5 反社会的勢力の排除 

下記のような個人・団体の当オークションへの参加はお断りしております。 

④暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関連企業。 

⑤総会屋、政治活動標榜ゴロ、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団（振込め詐

欺など）等。 

⑥会員が自ら、または第三者を利用して以下に該当する行為した場合。 

・暴力的な要求行為 

・不当な要求行為  

・取引に関して、脅迫的な言動、または暴力を用いる行為  

・偽計、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 

⑦その他前各号に準ずる者 

会員の権利・義務等について 
会員は当オークションで会員として認められた機能を使用することができ、当オークションにおけ

る出品商品に対して入札、落札することができるものとします。 

A-2-1 会員の義務 

当オークションにおける出品商品の落札等すべての取引について、参加者は主催者の決定に

全て従うとともに、本規則に定める全ての規定を遵守しなければならないものとします。 

A-2-2 禁止行為 

当オークションでは以下の行為を禁止します。参加者がかかる禁止行為を行い、これにより主

催者に損害が生じた場合には、主催者は、当該参加者に対し損害賠償請求ができるものと

します。 

⑧当オークションの取引の最中及び当オークションの取引後における直接商談。 

⑨名義貸しによる入札、落札、BIDDER’S NO・パスワードの他人への貸与。 

⑩当オークションの運営を妨害する行為。 

⑪その他、法令、規則に違反する行為。 

A-2-3 損害等 

⑫やむを得ない事情により当オークションが中止され、続行が不能となったこと等により、参加者に

取引上の損害があったとしても、主催者は一切責任を負わないものとします。 

⑬システムの不具合等によりオークションが中止、続行不能となったときも主催者は一切責任

を負わないものとします。 

A-2-4 解約 

主催者は、会員が次のいずれかに該当する場合、事前通告をすることなく会員との間の本規

約等に基づく契約関係を解約できるものとします。この場合、当該会員は、解約と同時に会

員登録を抹消されるものとし、これに対して当該会員は異議の申立てはできないものとします。 

⑭当オークションの取引上の債務につき支払い義務を怠ったとき。 

⑮差押え・仮差押え・仮処分の申立て又は破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生

手続開始等の申立てをし、又は受けたとき。 

⑯手形小切手の不渡りを出したり、銀行当座取引停止処分を受けたとき。 

⑰当オークションの社会的信用を損ねる行為を行ったとき。 

⑱当オークションの定めた諸規定、規約等に違反したとき。 

⑲その他当オークションの運営上必要と判断したとき。 

上記の対象となった場合、主催者側の判断で、会員登録情報および退会理由を公表させて

いただく場合がございますが、これに対して当該会員は異議の申立てを行わないものとします。 

 

オークションルール 
A-3-1 オークション対象商品リスト 

ファイナルリストは当オークション開催時のリストにてご確認ください。 

A-3-2 入札及び落札 

当オークションは一番高い価格を入札した方を落札者といたします。一度入札された価格は、

いかなる理由があっても落札者から変更及びキャンセルはできません。 

当該入札対象機械の入札が締め切られた時点で、落札者の元へ主催者が落札確認書を

持参いたします。この時点で主催者と落札者との間で売買契約は成立するものとします。 

A-3-3 適用通貨 

全ての価格は日本円で取引されます。日本国内向取引の場合は落札者に別途消費税が付

加されます。 

A-3-4 取引条件 

当オークションに出品される商品は「在庫地（徳商事成田ヤード）渡し、現状有り姿」でのお

引渡しとします。これにつき、主催者は、業界における取引慣行及び信義に則って対応いたし

ますが、商品の品質・性状等につき、何ら保証を行うものではございません。尚、国内外の取

引規制（排気ガス規制・ＰＬ法・経済団体規制・環境規制・輸入規制・車種登録 他）

等に関わる事項については落札者にご対応いただくこととなりますので、ご了承ください。 

 

価格受渡（運送）条件 
A-4-1 製品価格・受渡（運送）条件 

全ての表示価格は「在庫地（徳商事成田ヤード）渡し、現状有り姿」の価格です。 

輸送、搬出、輸出費用、原産地証明等、その他費用の一切は落札者のご負担となります。 

A-4-2 落札手数料（出庫料） 

落札者は機械 1LOT につき 10,000 円(税別)の落札手数料（出庫料）を主催者に

お支払いただきます。 

A-4-3 追加費用 

特別水洗い、分解等、出庫において発生した作業料金は全て落札者のご負担となります。 

A-4-4 放射線量 

放射線量については、事前に主催者が市販のガイガーカウンターにて計測し、0.3 マイクロ

シーベルト以上の商品については、その旨を明記しておりますが、あくまで参考値であり、数

値含め主催者はその内容を保証するものではありません。 

A-4-5 商品の保管 

落札された商品の保管にはできうる限りの努力はしておりますが、盗難、火災等の人的被

害、自然災害等の被害、またはヤード、当オークション会場内における事故（操作中、静

止中にかかわらず）につきましては、過失を含め、主催者は一切の責任を負いかねます。 

 



 

 

落札時のご対応 
A-5-1 お支払方法 

①落札者は、商品引取り前に商品落札代金の他、請求書内に記載されている全ての経費

（A-4-3 に規定される費用、落札手数料、解体費用や引取り費用が発生する商品につ

いてはその経費）を含む支払いを完了させる必要があります。 

②支払いは日本円での現金送金（T/T）のみとなり、日本円以外の通貨および L/C 等

現金以外での決済は受け付けておりません。また、振込手数料等の振込にかかる経費

は落札者のご負担となります。 

③お支払いは落札決定日より 10 営業日以内とします。 

④主催者が認めた場合に限り、更に最長 10 日間（落札決定日から 20 日間）のお支

払期限延長を認めます。 

⑤売買契約成立後、支払い期限以内に代金支払いが確認できない場合、主催者は落

札者に起算日を支払期限の翌日として遅延日数に対し年利 7.3％の遅延損害金を

請求する権利を有します。また、支払期限を過ぎた段階で落札者に支払う意思がない

と主催者が判断した場合は、主催者の判断でキャンセル扱いにすることができるものとし

ます。 

⑥お支払遅延により、売買契約がキャンセルされた場合は、保証金相当額又は契約金

額の 25％相当額のうちいずれか高額な方を違約金として主催者にお支払いいただきま

す（50 万円以下の分については、預り保証金より没収）。この場合でも商品の所有

権は落札者に移転しません。 

⑦お支払遅延によるキャンセルの場合、主催者側判断により、キャンセル内容を公表させ

ていただく場合があります。 

⑧落札者による①記載の全ての支払が A-5-2 に従って完了し、且つ主催者がお振込み

確認を落札者に通知した時点で対象品の所有権は落札者に移転されます。 

A-5-2 お振込み先 

当オークションは株式会社 NDT と株式会社徳商事の主催によって開催されます。落札者

へは主催者のどちらか一方より落札通知等ご連絡させていただきます。その際のお振込先

は以下の通りです。  

A) 株式会社 NDT 宛にお振込いただく場合 

振込み先口座： 口座名 株式会社 NDT（送金手数料は参加者のご負担となります） 

三井住友銀行 赤坂支店 普通 口座番号:8629998 

お振込み手続き後、必ず「送金証明書」もしくは「銀行受領印付送金依頼書」を 03-

5501-4821（FAX 番号）へ貴社名を記載の上、ファックス願います。 

B) 株式会社徳商事宛にお振込いただく場合 

振込み先口座 ： 口座名 株式会社徳商事（送金手数料は参加者のご負担となりま

す） 

三菱 UFJ 銀行 大森駅前支店 普通 口座番号 : 1191784 

お振込み手続き後、必ず「送金証明書」もしくは「銀行受領印付送金依頼書」を 03-

5763-8291（FAX 番号）へ貴社名を記載の上、ファックス願います。 

A-5-3 お引取り 

①落札商品のお引取りは当該機械の落札決定日（日本時間）より 10 営業日以内としま

す。 

②事前連絡および、許可がない場合のお引取りはできません。引取りの際は前営業日時

間内までに主催者までご連絡ください。 

③法令に反した車輌でのお引取りはできません。また、積込み作業等で主催者が安全上

問題があると判断した場合は引取りをお断りすることがございます。 

④尚、上述のお引取り期日に遅れた場合には 1 日 1 ロットあたり 500 円の保管料を申

し受けます（配船の都合により保管料が発生した場合も落札者のご負担となります）。 

⑤船積手配をご依頼される場合は、主催者からの落札通知後、当日を含めて 5 日以内

にその旨をご連絡ください。 

A-5-4 当オークション落札決定日から 10 営業日以内にお引取りがない場合 

①落札者によって A-5-3 における規約が守られない場合、主催者側の指定場所へ当該商

品を移動させていただく場合がございます。その際に発生する移動費用（主催者からの提

示額）は落札者のご負担となります。 

②当オークション落札決定日から 10 営業日以内にお引取りがない場合、主催者は、落

札商品を独自の判断で転売することができます。 

③上記②の場合、主催者は、転売金額から違約金、当オークションの「ロジスティックガイ

ド」を参考にした保管料、及び転売に係る諸掛を差引いた上で、落札者に残額を返還い

たします。 

 

受渡（輸送） 
置場から指定港迄の輸送料等については「ロジスティックガイド」をご参照ください。 

 

特記事項 
A-7-1 危険負担 

落札商品の破損や盗難等に伴う損害は、A-3-2 に従って主催者とオークション落札者と

の間の売買契約が成立した時点で落札者に移転するものとします。 

A-7-2 商品変更や取り下げの権利保有 

主催者は当オークションに関わる方々にとって当オークションが有効な商談の機会となるべく

努めますが、いかなる場合においても、正当な理由を以って入札行為を無効とする権利を

保有します（例えば商品について正当な権利を有する第三者の出現等により、入札を無

効とする権利を保有します）。 

A-7-3 入札対象商品リスト及びオークションサイト上の情報の正確性 

①当オークションの為に用意しております「入札対象商品リスト（オークションリスト）」は飽

く迄もオークションに当たっての参考資料です。同リストにて、各々の商品のコンディション等

を詳細かつ正確に表現することは不可能であり、同リストの記載とお引渡し商品との齟齬

について、主催者は責任を負いかねます。予めご了承ください。 

②オークションリスト同様、主催者のホームページ上に掲載している写真、機械情報、

コンディションレポートに記載されている情報も参考資料であり、正確な情報を保証するも

のではございません。 

③『稼働時間』とは、機械本体のメーターに表示されている時間を表記したものであり、必

ずしも機械本体の実稼働時間を表すものではございません。 

④『年式』については、製造メーカーにより保証された場合を除き、近似値や導入年等から

推定した表記も含まれます。 

A-7-4 安全保障貿易管理 及び 制裁管理 

落札者は、落札商品を海外で使用、または海外に輸出する場合に、日本国の外国為替

及び外国貿易法と関連する全ての法律、規則、規制、同時に米国の再輸出規制及びそ

の他諸国の同様の法令、規則、規制（以下「輸出管理関連法令」という）を遵守頂き

ます。 

以下のいずれかに該当すると当オークション事務局が判断した場合、入札資格を取り消す、

または落札を取り消す事があります。 

①輸出管理関連法令のいずれかに違反している、又は違反する恐れがある場合 

②安全保障貿易管理上の不適切な輸出となる恐れがある場合 

③会員が米国・EU・国際連合他の制裁対象の法人又はその子会社 乃至 個人である

場合 

A-7-5 紛争の解決 

①落札者に落札商品を引き渡した後、落札者が落札商品の所有権に関するトラブルに

巻き込まれた場合、落札者が当該商品を第三者に転売する前であり、かつ、落札日から

1 ヶ月以内に落札者が徳商事成田ヤードに受渡時と同一商品コンディションにて主催者

に返還する場合は、主催者の判断により当該商品の売買契約の解除に応じることがあり

ます。 

このような場合でも、商品落札代金以外の全ての経費（A-4-3 に規定される費用、落

札手数料、解体費用や引取り費用が発生する商品についてはその経費等）は、落札者

に返金されないものとしますので、ご了承ください。 

②当オークションに伴い発生する一切の紛争等については日本法を準拠法とし、東京地

方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。 

A-7-6 規約や公式書類の変更 

当オークションに関わる規約や公式書類は主催者の了承なくして変更されることはありませ

ん。又、その解釈についても、主催者が日本法に基づいて最終判断する権利を有すること

といたしますのでご了承ください。 

A-7-7 言語 

本規約及び本サービスは日本語の内容を正とします。日本語の内容と参考とし

て使用される日本語以外の言語の内容が異なる場合は、日本語の内容が優先

されるものとします。 

A-7-8 規約の解釈に疑義が生じた場合 

規約の解釈に疑義が生じた場合、または規約に定められていない事項において問題が発

生した場合、主催者は、業界の取引慣行および信義に則って対応し、当該会員と両者で

協議の上、円満な解決を図るよう努力するものとします。 

A-7-9 自社機買い戻りの禁止 

当オークションの参加者は、参加者自身が委託出品した商品を買い戻すことはできません。 

A-7-10 その他 

規則の内容に関する変更及び追加は、会員への事前連絡なく行われることがあります。
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