カーオク利用約款 新旧対照表
(下線部は変更箇所です。)

改

定 前

改 定 後

本サイトのご利用には、株式会社ＦＴソリューション
ズ(以下「当社」といいます)が定める以下の約款(以下
「カーオク利用約款」といいます)が適用されます。ご
利用を希望される方は、カーオク利用約款の内容に同意
いただいたうえで、お申込みいただく必要があります。
お申込みいただいた場合、当社は、お客様が、これらに
当然に同意いただいたものとみなします。また、本サイ
トでお客様が選択されるサービスの種類によっては、カ
ーオク利用約款のほかに、別途当社とお客様間で締結す
る個別契約の適用を受けます。
当社は、カーオク利用約款またはこれに基づき当社が策
定する規則等の内容を任意に変更・廃止することができ
ます。但し、当社ホームページ上で変更内容を１ヶ月間
掲示し、経過後に変更後の規則等は適用されます。

第１条(サービスの内容)

本サイトのご利用には、株式会社ＦＴソリューションズ
(以下「当社」といいます)が定める以下の約款(以下「カ
ーオク利用約款」といいます)が適用されます。ご利用
を希望される方は、カーオク利用約款の内容に同意いた
だいたうえで、お申込みいただく必要があります。なお、
無料で提供しているサービスにつきましては、カーオク
利用約款にご同意いただく手続きに代えて、実際にご利
用いただくことでカーオク利用約款にご同意いただい
たものとみなします。
お申込みいただいた場合、当社は、お客様が、これらに
当然に同意いただいたものとみなします。また、本サイ
トでお客様が選択されるサービスの種類によっては、カ
ーオク利用約款のほかに、別途当社とお客様間で締結す
る個別契約の適用を受けます。
当社は、カーオク利用約款またはこれに基づき当社が策
定する規則等の内容を任意に変更・廃止することができ
ます。但し、当社ホームページ上で変更内容を１ヶ月間
掲示し、経過後に変更後の規則等は適用されます。
第１条(サービスの内容)
(現行どおり)

(省 略)
第２条(定義)
カーオク利用約款に使用する語句および用語の定義は
以下のとおりとします。
⑴
(省 略)
～
⑼
⑽「クレーム」とは、オークション規約で定められたクレ
ーム(内装、外装、電装、機関および機構等の不良、破損、
欠品および異常、出品申込書または出品リスト等の表示
違い等を含むがこれに限らない。)または当該オークショ
ン取引における落札者およびその他の者からカーオク利
用約款に係る債権債務の履行を拒まれるおそれのある主
張および行使を阻止できる抗弁をいう。

⒂

第２条(定義)
カーオク利用約款に使用する語句および用語の定義は
以下のとおりとします。
⑴
(現行どおり)
～
⑼
⑽「クレーム」とは、オークション規約で定められたクレ
ーム(内装、外装、電装、機関および機構等の不良、破損、
欠品および異常、出品申込書または出品リスト等の表示
違い、譲渡書類の提出遅延等を含みますがこれに限りま
せん)または当該オークション取引における落札者およ
びその他の者からカーオク利用約款に係る債権債務の履
行を拒まれるおそれのある主張および行使を阻止できる
抗弁をいう。
⑾
(現行どおり)
～
⒂

第３条(本サービスの対象車両)
(省 略)

第３条(本サービスの対象車両)
(現行どおり)

第４条(事前承諾)
１.

第４条(事前承諾)
１.

～

～

⑾

～

(省 略)

(省 略)
３.
４.お客様は、マイページ上にてヤフオク！または業者
向けオークションの最低売却価格に同意した際は、
当社にヤフオク！または業者向けオークションで販
売することを委任したこととなり、当社が当社の裁
量でヤフオク！または業者向けオークションでの手
続きを行うことに同意します。
５.
(省 略)
～
７.
８.業者向けオークションで落札された際には、落札日
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(現行どおり)
３.
４.お客様は、マイページ上にてヤフオク！または業者
向けオークションの最低売却価格に同意した際は、
当社にヤフオク！または業者向けオークションで販
売することを委任したこととなり、当社が当社の裁
量でヤフオク！または業者向けオークションでの落
札手続きを行うことに同意します。
５
(現行どおり)
～
７.
８.業者向けオークションで落札された際には、落札日

に当社とお客様間で車両買取り契約が成立します。
お客様は、当社と車両買取り契約を締結し、譲渡書
類および車両を、落札日より１週間以内に引渡すこ
とに同意します。

９.

に当社とお客様間で車両買取り契約が成立します。
お客様は、当社と車両買取り契約を締結し、譲渡書
類および車両を、落札日より１週間以内に引渡すこ
とに同意します。また、理由のいかんに関わらず、
出品前にお客様と協議して確定した引渡し期日ま
でに車両の引き渡しが完了しなかった場合は、お客
様は当社に対し、第21条に定める所定の違約金を支
払うことに同意します。
９.
(現行どおり)

(省 略)

第５条(契約締結の手続き)
(省 略)

第５条(契約締結の手続き)
(現行どおり)

第６条(利用申込み)

第６条(利用申込み)
(省 略)

(現行どおり)

第７条(車両状態の申告義務)
１.お客様は、出品代行サービスの申込みに際して、車
両情報に加え、以下の項目を正確に申告します。

第７条(車両状態の申告義務)
１.お客様は、出品代行サービスの申込みに際して、車
両情報に加え、以下の項目を正確に申告します。

⑴

～

⑴

～

(省 略)

⑼
(新 設)
２. 前項の申告内容の虚偽の事実があり、これを原因とし
て当社が落札者から損害賠償請求を受けたときは、出
品代行サービスの提供中か終了かを問わず、お客様に
ご負担いただきます。

第８条

～

(現行どおり)
⑼
⑽
装備品(車両に付属する装備)
２. 前項の申告内容に虚偽の事実があり、これを原因とし
てクレームの申告があった場合は、当該クレームを処
理するための費用および当社が落札者または業者向
けオークションから違約金、損害賠償請求またはその
他の費用請求を受けたときは、出品代行サービスの提
供中か終了かを問わず、当該費用は、お客様のご負担
となります。
第８条

～

(省 略)

(現行どおり)

第11条

第11条

第12条(利用料)
お客様は、当社所定の以下の利用料を支払うものとし、
別途当社とお客様間で締結する個別契約の定めに従う
ものとします。

第12条(手数料)
お客様は、当社所定の以下の手数料を支払うものとし、
別途当社とお客様間で締結する個別契約の定めに従う
ものとします。手数料は以下のとおりです。

第13条(決済・支払方法)
１.落札時
①お客様は、車両がヤフオク！または業者向けオ
ークションで落札し、お客様と当社が個別買取
契約を締結し、落札代金より出品代行サービス
費用を相殺し、お客様ご指定の口座にお振込み
いたします。振込手数料はお客様負担となりま
す。

第13条(決済・支払方法)
１.落札時
お客様の車両がヤフオク！または業者向けオークシ
ョンで落札された場合、お客様と当社が個別買取契
約を締結し、落札代金から第12条の手数料を相殺し
た金額を、お客様ご指定の口座にお振込みいたしま
す。

-2-

２.流札時
①お客様は、お客様の車両がヤフオク！または業
者向けオークションで流札またはキャンセルさ
れたときには、出品代行手数料実費(16,000円
(消費税別))を当社指定の口座にお振込みくだ
さい。

３.当社買取り
当社がお客様の車両を買い取ったときは、出品代行
サービスに関わる実費などの負担はございません。
買取り代金は、個別契約に基づき当社がお客様の口
座にお振込みいたします。

２.流札時
お客様の車両がヤフオク！および業者向けオークシ
ョンに各２回出品して流札となり、お取引が終了と
なった場合は、出品代行手数料は無料です。ただし、
以下の場合は、出品代行手数料をご負担いただきま
す。
①事故修復歴がないとご申告いただきましたが、
第９条の車両確認の結果、事故修復歴があるこ
とが判明したとき。
②メーター改ざんがないとご申告いただきまし
たが、第９条の車両確認の結果、メーター改ざ
んがあることが判明したとき。
③冠水およびひょう害等の災害車両ではないと
ご申告いただきましたが、第９条の車両確認の
結果、被災車両であることが判明したとき。
３.当社買取り
当社がお客様の車両を買い取ったときは、本サービ
スの手数料の負担はございません。買取り代金は、
個別契約に基づき当社がお客様の口座にお振込み
いたします。

第14条

第14条

～

～

(省 略)

第16条

(現行どおり)

第16条
(新 設)

第５章

キャンセルおよび違約金に関する事項

(新 設)

第17条(無料キャンセル期間)
本サービスお申し込み後、車両状態確認日の１営業日
前(但し、当該日が日曜、祝祭日および当社の休業日
にあたる場合は、その前営業日)の15時までの間は、
当社所定の方法で申告することによって無料でお取
引をキャンセルできます。

(新 設)

第18条(有料キャンセル期間)
前項の無料キャンセル期間以降、業者向けオークショ
ン開催日の２営業日前(但し、当該日が日曜、祝祭日
および当社の休業日にあたる場合は、その前営業日)
の17時までの間にお取引をキャンセルされる場合は、
キャンセル料をご負担いただきます。

(新 設)

第19条(キャンセル不可能な期間)
業者向けオークション開催日の２営業日前(但し、当
該日が日曜、祝祭日および当社の休業日にあたる場合
は、その前営業日)の17時から業者向けオークション
開催日(業者向けオークションの当日の全取引が終了
する時)までの間は、理由のいかんに関わらずキャン
セルできませんのでご注意ください。

(新 設)

第20条(キャンセル料の支払い及び支払方法)
１.お客様は、当社所定のキャンセル料を、当社指定の
銀行口座に振込送金の方法で支払うものとします。
２.キャンセル料は、次のとおりとします。
キャンセル料20,000円(消費税別)
３.本条の支払いにかかる費用は、お客様の負担とし
ます。

(新 設)

第21条(違約金の支払および支払方法)
１.お客様は、理由のいかんに関わらず、以下の各号の
いずれかに該当する場合は、違約金を当社指定の銀
行口座に振込送金の方法で支払うものとします。
①業者向けオークションでお客様の車両が落札さ
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れた後、出品前にお客様と協議して確定した引
渡し期日までに当該車両を引渡すことができ
ず、当該取引がキャンセル(取り消し)となった
場合・・・200,000円
②業者向けオークションでお客様の車両が落札さ
れた後、お客様が当該車両を保管中に発生した事
故、盗難および火災等により、当該車両およびそ
の付属品の一部または全部が破損、紛失および滅
失等し、当該取引がキャンセル(取り消し)となっ
た場合・・・200,000円
③業者向けオークションでお客様の車両が落札さ
れた後、重大な瑕疵(メーター改ざん、事故、ひ
ょう害、水害および盗難等の法的問題車両。以後
同じ)またはクレームが発生し、オークション規
約に基づく違約金が課された場合・・・当該違約
金の全額。
④ヤフオク！でお客様の車両が落札された後、重大
な瑕疵が判明し当該取引がキャンセル(取り消
し)となった場合・・・当社が請求する実費(修理
費用、陸送費用、落札者からの損害賠償請求額等
を含みますがこれに限りません)および支払い済
みの落札車両代金の全額を当社に返金するもの
とします。
２．本条の支払いにかかる費用は、お客様の負担とします。
第５章 付帯サービスに関する事項

第６章 付帯サービスに関する事項

第17条(車両の輸送)

第22条(車両の輸送)
(省 略)

(省 略)

第18条(名義変更手続きの代行)
(省 略)

第23条(名義変更手続きの代行)
(省 略)

第６章 本サービスの運営に関する事項

第６章 本サービスの運営に関する事項

第19条

～

第24条

～

(省 略)

第23条

(現行どおり)

第28条
第７章 一般規定

第８章 一般規定

第24条(資格制限)
１.お客様が未成年者または、満年齢が76歳以上でない
こと。

第29条(資格制限)
１.お客様が満年齢で20歳以上であること。ただし、当
社所定の方法で本サービスの利用について親権者等
の法定代理人の同意を得ていることが確認できる場
合を除きます。
２.
(現行どおり)
～
５.
第30条
(省 略)
～
第38条

２.

～

(省 略)

５.
第25条

～

(省 略)

第33条
（以下、余白）
2012年６月29日制定
2013年３月23日改定

（以下、余白）
2012年６月29日制定
2013年３月23日改定
2016年10月19日改定

以 上
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