
ネット・ジーエス　サイト利用規約

この度は「NET･GS」（以下、「本サイト」といいます）をご利用いただき、誠にありが

とうございます。

本サイトは、ネット・ジーエス株式会社（以下、「当社」といいます）が運営しておりま

す。
NET･GS利用規約（以下、「本規約」といいます）は、当社が「NET･GS」の名称で運営

するプロダクト及びサービス（以下、「本サービス」といいます）の利用に関する条件を、

本サービスを利用するお客様（以下、「会員」といいます）と当社との間で定めるもので

す。

会員は、本サービスを利用するにあたり、本規約を承諾し、遵守しなければなりません。

よって利用者の皆様は、本サービスをご利用いただくことで、下記の規約に承諾していた

だいたこととみなさせていただきます。

第１章 総則

第1条 本サービスについて
1. 本サービスは、当社が、会員に対して、他の会員との間で車輌の売買の場・機会を提

供するもので、会員間の売買契約、出品購入等の保証等に関しては、すべて当事者会

員等の自己責任とし、当社は自ら売買を行うものではなく、売買の委託を受けるもの

ではありません。当社は売買契約の取消、解約、解除や返品、保証など取引の遂行に

は一切関知しません。
2. 会員は、会員間の取引に関する一切の事項（車輌の出品・購入、売買条件の交渉、車

輌の輸送、名義変更、売買代金等の支払い・受領、売買契約の取消・解除、車輌の瑕

疵担保責任、車輌の返品、売買代金等の返金等を含みます）について責任を負い、当

社の責任は本規約に定める業務に限定されます。従って、本サービスを利用した会員

間の売買取引に関してトラブルが生じた場合にも、当社は一切の責任を負いません。
3. 会員は会員間の取引にトラブルが発生した場合、ご自分の費用と責任で解決しなけれ

ばならず、当社にトラブルの解決を求めることはできません。ただし、当社は、本

サービスのために必要と当社が判断した場合、トラブルに介入できます。
4. 本サービスは、日本国内において日本語で提供されます。
5. 本サービスの提供時間は、1年 365日（閏年は 366日）24時間としますが、コンピュー

ターまたは回線の障害その他やむを得ない事情により、提供時間を短縮、または提供

を中止する場合があります。

第2条 定義
1. 「会員」とは、本規約を承認し、本サービスを利用するために当社指定の会員登録を
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行った個人を指します。
2. 「会員等」とは、会員・会員登録の申込者および閲覧者を指します。
3. 「登録」とは、本規約を承認し、販売希望車輌を本サイトへ登録することを指します。
4. 「販売者」とは、本サイトを通じた対象車輌の売却を希望する会員を指します。
5. 「購入者」とは、本サイトに掲載された対象車輌の購入を希望する会員を指します。
6. 「本規約」とは、本利用規約、各種サービスに関する特約、お客様情報取扱規約、及

び各種サービスに関するご利用ガイドの全てを指します。
7. 「コンテンツ」とは、会員等が、当社が提供する各種サービスのウェブサイトに掲

載・送信した画像・映像・言葉・文等を指します。
8. 「車輌」とは道路運送車輌法および道路運送車輌法施行規則で定められている四輪自

動車のうち、当社が指定する四輪自動車を指します。
9. 「成約」とは、購入者が購入の意思表示をし、出品者がその意思表示を承諾した後、

購入者がその承諾に対して同意した際に成立する売買契約の成立のことを指します。
10. 「代理店」とは、当社と代理店契約を締結している法人または個人を指します。本

サービスにおいては、査定業務・登録業務一式・納車業務を行う代理店を指します。
11. 「保証」とは、当社が委託業者により、対象車輌に付される購入後の保証を指します。
12. 本条の定義は、本利用規約、各種サービスに関する特約、プライバシーポリシー、及

び各種サービスに関するご利用ガイドにおいても、適用されます。

第3条 本規約への同意
1. 本サービスを利用するには、本規約に同意の上、会員となる必要があります。本規約

へ同意できない場合は、当社が提供する各種サービスを利用しないでください。
2. 本規約は、全ての会員に適用され、会員登録手続時及び登録後に、お守りいただくこ

とが必要となります。

第4条 個人情報の保護
1. 当社は、本サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、

別に定めるプライバシーポリシーによるものとします。但し、当社は、会員に対して、

当社のサービスに関連する情報等を送付することができるものとします。
2. 当社は、以下の各号の場合には、本サービスの利用に伴い当社が入手した会員の個人

情報を、一切の責任を負うことなく、第三者に開示できるものとします。
(1) 当社が、会員より承諾を得た場合
(2) 当社が、法令又は権限ある官公庁により会員の個人情報開示を求められた場合
(3) 第 31条（業務委託）に従い、本サービスのシステムに係る業務を委託した第三者

に、当該第三者が委託業務を行ううえで必要な範囲内において開示する場合
(4) 本サービスの技術的又は経済的機能向上のため必要な場合
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(5) その他、本サービスの運営に必要な場合

第5条 本サービスの中断・停止
1. 当社は、以下の何れかの事由に該当する場合、会員に事前に通知することなく本サー

ビスの一部もしくは全部を中断又は停止することがあります。
(1) 本サービスの提供のためのシステムの保守点検、更新を定期的に又は、緊急に行

う場合
(2) 火災、停電、天災等不可抗力により、本サービスの提供が困難な場合
(3) その他、運用上あるいは技術上当社が本サービスの一時中断、もしくは、停止が

必要であるか、又は当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
2. 当社は、本サービスの提供の一時中断、停止等の発生により、会員又は第三者が被っ

たいかなる不利益、損害について、一切の責任を負いません。

第6条 紛争解決について
1. 会員は、本サービスを利用するにあたり、本規約を遵守しなければなりません。なお、

会員が本規約に違反する行為を行ったと当社が認めた場合、当社は本規約に基づき保

護すべき者の利益保護に必要な措置を取るものとします。
2. 当社は、本サービスに関して会員間又は会員と第三者間で発生したトラブルについて、

原則責任を負いません。万一、トラブルが生じた場合、当事者間で解決するものとし

ます。なお、当該トラブルにより当社が損害を被った場合は、当事者は連帯して当該

損害を賠償するものとします。
3. 会員等及び第三者が当社の本サービスに関連して、他社と紛争を行う場合、各自の責

任や費用で解決するものとします。なお、会員等及び第三者は、当該紛争の対応のた

めに当社に生じた弁護士費用を含むあらゆる費用及び賠償金等を連帯して負担するこ

とに同意するものとします。
4. 会員等及び第三者は、当社との間で紛争が生じた場合、当該紛争に関連して当社に発

生した弁護士費用を含むあらゆる費用を、連帯して負担することに同意するものとし

ます。

第7条 通知方法
1. 当社（当社の委託先含む）は、会員に通知及び連絡の必要があると当社が判断した場

合、会員が登録した会員情報に記載されている 電子メールアドレス・電話番号又は住

所に対し、電子メール・電話又は郵便を用いて通知及び連絡を行います。
2. 当社からの通知及び連絡が不着であったり、遅滞などによって生じる損害において、

当社は一切の責任を負いません。
3. 会員が当社に通知、連絡、問い合わせをする必要が生じた場合、本サイト上に記載の
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窓口に対し電子メール又は書面による郵送をもって行うこととし、電話や来訪は受け

付けておりません。
4. 前項につき、会員から問い合わせがあった場合、当社は、その時点で社内的に定めて

いる方法により、会員の本人確認をできるものとします。また問い合わせに対する回

答方法（電子メール、書面による郵送、電話など）については、その都度当社が最適

と考える回答方法を利用して回答することができるものとします。またその回答方法

は会員が決めることはできないものとします。

第２章 会員登録

第8条 会員資格
1. 満 18 歳未満、成年被後見人、被補佐人、被補助人の方は、会員となることができませ

ん。
2. 満 18 歳以上であっても未成年の方が会員登録される場合は、会員となること及び本規

約に従って本サービスを利用することについて、事前に親権者の包括的な同意を得な

ければなりません。親権者の同意の有無につき、当社から親権者に対し確認の連絡を

する場合があります。
3. 会員が中古車の取引におけるルール及びモラルを遵守できないおそれがあると当社が

判断した場合、当社は当該会員による本サービスの利用をお断りする場合があります。
4. 本邦に定まった住所を有していない方は会員となることができません。
5. 暴力団、暴力団の構成員または準構成員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その構成

員（団体を含む）が違法もしくは不当な行為を行うことを助長し、または助長するお

それのある団体その他の反社会的勢力（以下「暴力団等」といいます。）に該当する

場合、暴力団等に支配されている場合および暴力団等と何らかの関係を有している方

は、会員となることができません。会員になろうとする方は、当社に対し、自らが暴

力団等に該当しないこと、暴力団等に支配されていないことおよび暴力団等と一切の

関係を有していないことを表明し保証したものとみなします。

第9条 会員登録
1. 会員登録は会員となる本人が行ってください。本人以外が行う会員登録は一切認めら

れません。
2. 会員は、会員登録時及び会員登録後に、当社が提供する本サービスを利用するにあた

り、虚偽の登録を行うことを禁止します。
3. 登録内容に変更がある場合は、会員は直ちに当社所定の手続きにより登録内容の修正

をするものとします。会員は、登録内容を管理・修正する責任を負うものとします。
4. 登録内容に変更があったにも関わらず、会員が変更のデータ更新をしていない場合、

当社は登録内容に変更のないものとして取扱うことができます。変更のデータ更新が
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あった場合でも、変更登録前に行われた取引や各種手続きは、変更登録前の情報に準

拠することがあります。
5. 会員が会員登録をしたことにより生じた損害に対し、直接損害か間接損害か否かを問

わず、当社は一切の責任を負いません。

第10条 会員 IDとパスワードの管理
1. 当社によるパスワードの発行に際し、会員には、虚偽・誤りのない正確な情報を入力

するものとし、当社が該当入力事項に虚偽・誤りが存在すると判断した場合、会員の

パスワード等の利用を停止し、本サービスの利用を停止いたします。
2. 登録された会員パスワード等の管理とその使用に関して、全て会員本人が責任を負う

ものとし、第三者に利用させたり、譲渡したり、売買したり、質入したり、貸与した

り、賃貸したり、その他形態を問わず処分してはならないものとします。
3. 会員本人の過失の有無を問わず、第三者によるパスワード等の使用は、会員本人によ

る使用とみなし、当該第三者使用により会員に損害が生じた場合でも、当社は一切の

責任を負いません。
4. 会員は、定期的にパスワードを変更し、トラブル回避に務める義務を負います。その

義務を怠った場合に生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
5. 当社は一定期間にわたって使用されないパスワード等を削除できるものとします。

第11条 会員資格の取消など
1. 当社は、会員が下記のいずれかに該当したと当社が判断した場合、事前の通知なく、

会員資格の取消、会員に関連するコンテンツや情報の全部もしくは一部の削除、全部

もしくは一部の本サービスへのアクセスの拒否などの措置をとることができるものと

します。その場合、当社は、その理由を説明する義務を負わないものとします。
(1) 法令又は本規約に違反した場合
(2) 不正行為があった場合
(3) 会員が登録した情報を当社が虚偽の情報であると判断した場合
(4) 他の会員や第三者に不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合
(5) 他の会員や第三者とのトラブルが、故意・過失を問わず、トラブル発生率が一定水

準を超えた場合
(6) パスワードの入力に関して当社が判断する一定回数以上の不一致があった場合
(7) 当社が定める一定期間内に一定回数以上のログインがなかった場合
(8) 第 8条の会員資格を満たさなくなった場合
(9) その他、当社が会員に相応しくないと判断した場合

2. 当社は、会員資格を取り消された会員に対し、将来に亘って当社が提供するサービス

の利用及びアクセスを禁止することができることとします。
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3. 当社は、本条の措置により生じる一切の損害について、直接的か間接的かを問わず、

一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は、本条の措置の時点で当該会員に支払われることとなっていた金銭について、

当社の判断により、一定期間その支払を留保したり、支払をせずに当社が指定する他

の方法により精算することができるものとします。

第12条 会員の退会

会員が退会を希望する場合は、当社所定の手続により退会することができます。

ただし、退会の手続を行った時点で、取引の決済や車輌の輸送など取引の手続が未完のも

のがある場合は退会することができませんので、会員は一連の未完の取引を本規約に従っ

て遅滞なく円滑に進め、完了させた後、退会手続きを行ってください。

第３章 会員等の責任

第13条 インターネット接続環境
1. 本サービスをご利用いただくためには、インターネットに接続する必要があり、会員

の費用と責任において、本サービスを利用するために必要となる回線・機器・ソフト

ウェアその他一切の手段をご用意いただくことが必要となります。その通信手段・機

器・ソフトウェアの設置や操作についても、会員の費用と責任において、適切に行っ

ていただく必要があります。
2. 当社は、前項の機器等の準備、設置、操作に関し、一切関与せず、会員に対するサ

ポートも行いません。
3. 会員は、本サービスを利用する過程で、種々のネットワークを経由することがあるこ

とを理解し、接続しているネットワークや機器等によっては、それらに接続したり、

それらを通過するために、データや信号等の内容が変更される可能性があることを理

解したうえで、本サービスを利用するものとします。

第14条 会員の行動規範
1. 会員等は、本規約、プライバシーポリシー、その他関連法令に違反してはいけません。
2. 会員等が、本規約、プライバシーポリシー、その他関連法令への配慮を怠ることによ

り生じる一切の責任及び損害は、当該会員が負担するものとし、それにより生じる当

社の損害を賠償することとします。
3. 当社は、会員等が、本規約、プライバシーポリシー、その他関連法令を遵守すること

を、一切保証しません。但し、当社は、会員が本規約、プライバシーポリシー、その

他関連法令に違反する行為があったと当社が認めた場合は、本規約、プライバシーポ

リシー、その他関連法令に基づき保護すべき者の利益保護に必要な措置を取るものと

する。
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4. 会員等は、当社から提供された他の会員等の登録氏名、住所、電話番号等の個人情報

を、本サービスを利用する目的でのみ利用するものとし、当該個人情報を第三者に提

供するなど、本サービス利用以外の目的でこれを利用してはならない。ただし、当該

会員間で「お問い合わせ」機能を用いること等により、自己の個人情報が開示された

会員が事前に同意した場合はこの限りでない。

第 15条　禁止行為
1. 当社は、本サービスに接した会員等及び第三者が、下記各号に掲げる行為や表現（以

下「禁止事項」といいます）を行うことを禁止します。「表現」とは、会員情報の登

録から車輌等の出品、会員が本サイト上に書き込むことができる全ての記述、並びに、

他の会員に対する電子メール、電話、配送商品に添付したレターなどにおける記述を

指します。以下の禁止事項は、当社より適宜追加修正される場合がありますので、会

員は、本サービスの利用にあたり、常に最新の内容を確認する義務を負うものとしま

す。
(1) 本規約（プライバシーポリシーを含む）に違反する行為と表現
(2) 当社の本サービス運営を妨げる行為と表現
(3) 公序良俗に反する行為と表現
(4) 他人が、理解することができなかったり、誤解や混乱をする虞のある行為と表現
(5) 当社から事前の承諾なく、当社のサービス外で、商業目的をもって、当社が提供す

るあらゆるサービス、コンテンツ、情報、システム、機能、プログラム等の全部又

は一部を利用する行為、商業用の広告、宣伝を目的とした行為と表現、当社が運営

する以外のウェブサイトやリソースへリンクを貼る行為及びウェブサイトやリソー

スのURLを書き込む行為
(6) その他、当社が不適切と考える行為と表現

2. 会員等が第 1項に掲げる禁止事項を行った場合、故意過失を問わず、当該会員が、当

該禁止事項により損害を受けた会員等及び第三者に対する損害賠償責任を含む、一切

の責任を負うこととします。当社は、当該禁止事項により生じる直接的及び間接的な

損害に関して、一切の責任は負わないものとします。
3. 会員等が第 1項に掲げる禁止事項を行ったことにより、当社が損害を被った場合は、

当事者は連帯して当該損害を賠償するものとします。

第 16条　利用契約の解除

当社は、以下の場合に利用者への通知により利用契約を即時に解除することができるもの

とします。
(1) 利用者が本規約に違反し、且つ書面により違反の是正を催告しても 7日以内に是

正しない場合
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(2) 利用者が破産、民事再生、会社更生、清算、特別清算等の申立を自ら行い、又は

第三者からかかる申立を受けた場合
(3) 利用者につき手形不渡その他支払の停止に該当する事由が生じた場合

前項各号のいずれかの事由が生じた場合、利用者は、当社に対する一切の債務について期

限の利益を喪失するものとします。

第 17条　知的財産権
1. 当社のサービスに含まれる工業所有権、ノウハウ、プログラム、著作権その他の知的

財産権及びそれらに関連する全ての権利は当社に帰属するものとし、事前に当社より

書面による承諾を得た場合を除いて、これらの複製、販売などはできないものとしま

す。
2. 本サイトに掲載されているコンテンツの著作権は、当社に帰属しています。ただし、

当社以外の著作者が存在する場合があり、その場合コンテンツの著作権は原則として

各著作者に帰属しています。

第４章 本サービスの利用

第 18条　出品について
1. 会員は、当社が定める出品手続きにしたがって、本サービスに車輌を出品することが

できます。
2. 会員は、車輌の販売価格について、自己の裁量で価格を掲載することができます。
3. 会員は、画像掲載に関して、車輌の所定の部位の写真を登録しなければならないもの

とします。
4. 当社は、会員が出品できる車輌の販売条件に制限を設けることができます。

第 19条　購入について
1. 会員は、当社が定める購入手続にしたがって、出品されている車輌を購入することが

できます。
2. 会員は、車輌の納品先を指定出来ないものとします。原則最寄りの代理店店舗での引

き渡しとなります。
3. 会員は、売買契約の成立後に、車輌の購入を原則キャンセルすることはできません。

キャンセルが発生した場合に生じる一切の損害について、直接的か間接的かを問わず、

当社は一切の責任を負わないものとします。

第 20条　対象車輌の条件

出品者が本サービスを通じて売却することができる車輌（以下、「対象車輌」といいま

す）は、次の各号に定める条件を満たしていることを条件とします。車輌が、以下の条件
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を一つでも満たさない場合は、本サービスの利用をお断りする場合があります。なお、以

下の条件を満たしているか否かに関わらず、本サービスの利用をお断りした場合の理由の

開示はいたしません。
(1) 会員が所有している車輌であること
(2) 公道上を走行するために必要な法令上の要件を満たしていること
(3) 質権、譲渡担保権、抵当権その他の約定担保権が設定されていないこと
(4) 留置権又は先取特権の対象となっていないこと
(5) 差押、仮差押又は仮処分の対象となっていないこと
(6) 当該車輌に関する未納の反則金又は放置違反金がないこと
(7) 名義変更のために必要な書類が完備していること、または取得できること
(8) 自動車税納税証明書（継続検査用）および軽自動車税納税証明書が完備しているこ

と、または、納税を行い、自動車納税証明書および軽自動車税納税証明書が取得で

きること
(9) 自走可能で、機関に問題ないこと、粗悪車でないこと
(10)車台番号が改竄されていないこと
(11)盗難車でないこと
(12)接合車でないこと
(13)メーター（走行距離計）が改竄されていないこと
(14)冠水車でないこと
(15)メーターが故障していないこと
(16)法令により売買が禁止されていないこと
(17)日本国内で登録され、日本国内に所在する車輌であること
(18)その他当社が別途定める条件を満たしていること

第 21条　対象車輌の掲載申込

出品者は、対象車輌に関する情報を本サイトに登録するに際して、以下の事項を遵守する

ものとします。
(1) 不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法その他の法令に違反しないこと
(2) 社団法人自動車公正取引協議会の規約、指針、指導、勧告等に違反しないこと
(3) 第三者の商標権、著作権、著作者人格権その他の権利を侵害しないこと
(4) その他当社が別途定めるルールに違反していないこと

第 22条　本サイトの掲載内容
1. 本サイトには、即売可能の指定がある車輌は、出品者が掲載申込をした対象車輌に関

する当社所定の情報及び販売価格等が掲載されます。
2. 出品者は前項の誤りがないかどうかについて、掲載申込に際して自己の責任で必ず行
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うものとします。また、出品者は、本サイトに掲載された情報に誤りがないかどうか

につき、掲載開始直後速やかに確認を行い、万一誤りがある場合には、直ちに本サイ

トを通じて訂正を行うものとします。
3. 売買契約の成立後に対象車輌の自動車検査証の有効期間が本サイトに掲載されたもの

よりも短いことが判明した場合、第 30条に定める損害金の支払い義務が発生します。
4. 本サイトに掲載された対象車輌に関する情報が法令又は本規約に違反する疑いがある

と当社が判断した場合、当社は出品者に事前に通知することなく、当該情報を削除又

は加工し、更に当該出品者による本サービスの利用を停止することができるものとし

ます。

第 23条　売買契約の締結
1. 購入者は、在庫が存在する旨の回答及び対象車輌の状態に関する回答があった対象車

輌の購入の申込みを行うことができます。購入申し込みがあった場合には、申込みを

受けた旨を、本サイトを通じて速やかに出品者に通知します。
2. 出品者は、前項の通知を受けた日から３日以内に、前項の申込みに対する諾否を、本

サイトを通じて回答するものとします。
3. 出品者は、第 1項の申込みを受諾する場合、本サイトを通じて前項の回答を行うもの

とします。
4. 出品者が第 1項の通知を受けた日から３日以内に申込みに対する諾否を回答しない場

合には、出品者と落札希望者の間で別段の合意をした場合を除き、申込みを拒絶した

ものとみなします。
5. 購入希望者は、第 2項の承諾の通知を受けてから３日以内に、同意の意思表示を、本

サイトを通じて回答するものとします。
6. 本サイトを通じた対象車輌の売買契約は、購入者が購入の意思表示をし、出品者によ

る受諾の意思表示を落札希望者に通知し、購入者がその受諾に対して同意した時点で

成立するものとします。
7. 売買契約が成立した場合においても、出品者及び購入者に関する情報は、購入者が車

輌の受取を完了するまでの間、相互に相手方に開示されません。
8. 取引中止となったお客様の取引は、本サービスにおいて、当初から売買契約が成立し

なかったものとみなされます。当社は取扱中止後の会員間取引について、車輌代金の

返金や車輌返品をサポートすることがあります。
9. 取引中止後の会員間の取引に関する問題は、自身の費用と責任で解決しなければなら

ず、当社に問題解決を求めることはできません。当社は取扱中止によって会員へ生じ

た損害や不利益について、一切の責任を負いません。

第 24条　対象車輌の書類の委託及び引渡し
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1. 出品者及び購入者は、名義変更に必要な当社が定める書類を、当社が書類郵送依頼の

通知をした日から 10日以内に、当社の指定する住所宛に送付する方法により当社に預

託するものとします。書類の送付に要する費用はそれぞれ出品者及び購入者負担しま

す。
2. 出品者及び購入者が本条に基づく書類の預託を遅延した場合、第 30条に定める損害金

の支払義務が発生します。

第 25条　売買代金等の委託及び支払について
1. 購入者は、対象車輌の売買代金を含む当社から通知した費用を、当社からの支払連絡

通知を受けた日から６日以内に当社の指定する振り込み方法により当社に預託するも

のとします。また、購入者は、売買代金等の預託と同時に売買成約手数料を当社に支

払うものとします。
2. 当社は、対象車輌の引渡しの完了を条件として、購入者から預託を受けた売買代金等

から出品者が当社に支払うべき売買成約手数料を控除した残額を、対象車輌を引き

取った旨の連絡が当社に通知された日から 5営業日以内に出品者に支払います。
3. 購入者が本条に基づく売買代金等の預託及び売買成約手数料の支払を遅延した場合、

第 30条に定める損害金の支払義務が発生します。
4. 購入者は当社に対して前項各号の実現に要した費用、税金その他の法定費用、当社の

売買成約手数料など、事前に購入者が受諾した諸費用の支払いを出品者への支払を為

すと同じ条件にて行うよう指示し、当社はそれを誠実に履行する義務を負います。
5. 購入者は、当社が指定した支払方法にて、次に定まる条件付き支払代行の資金として、

当社の指定する振込み資金保管専用口座に当社が指定する期日内に振り込むものとし

ます。

当社指定の支払方法

・銀行振込決済（ペイジー支払）

・提携ローン

第 26条　売買代金等の受領について
1. 出品者は、購入者が車輌を引取した時点以降、売買代金等を受領することができます。
2. 出品者は、売買代金等債権を第三者に譲渡することはできません。
3. 売買代金等の振込手数料は、購入者の負担となります。
4. 当社は、出品者の指定した銀行口座に購入者から預託を受けた売買代金等を振り込ん

だことにより生じた損害や不利益について、一切の責任を負いません。
5. 当社が売買代金等の振込先銀行口座を指定するよう出品者に通知したにもかかわらず、

出品者が、通知後 28日以内に、有効な振込先銀行口座を指定しない場合、当社は、出

品者が売買代金等を受領する権利を放棄したものとみなすことができます。
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6. 当社は、以下の場合、出品者に対して売買代金等の返還を請求することができるもの

とし、当社がかかる請求をした場合、出品者は、当社に対し直ちに請求額を現金で返

還するものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は、下記の場合を除き出品者

の負担とします。
(1) 出品者が、売買不成立となった売買代金等を受領した場合
(2) 車輌の売買に不正な行為があった場合
(3) 決済事業者または収納代行業者が当社に対して売買代金等相当額の返還を請求した

場合
(4) 決済サービス・収納代行サービスの過誤により過分な売買代金等を受領した場合

第 27条　対象車輌の引渡し
1. 当社は、購入者による売買代金等の預託及び売買手数料の支払いを受けた場合、出品

者に対し、速やかにその旨を通知します。
2. 出品者は、売買契約の成立後、速やかに対象車輌の引渡しの準備（対象車輌に付属す

る物品以外の積載物の除去及び社内の清掃を含む）を完了し、いつでも対象車輌の引

渡しを行うことができる状態を維持するものとします。
3. 購入者は、当社が指定する車輌輸送業者に対して、当社が別途定める条件で対象車輌

の引取及び輸送を委託するものとします。対象車輌の引取及び輸送に要する費用は、

購入者の負担とします。
4. 購入者は、当社が指定する車輌輸送業者と締結した日時・場所において、対象車輌を

引き取るものとします。
5. 対象車輌の所有権は、引渡しが完了した時点で購入者に移転するものとします。
6. 購入者は、対象車輌の引取及び輸送を委託した車輌輸送業者より、対象車輌の引取の

際に、車輌輸送業者及び代理店が発行する「車輌点検票」をご確認の上、署名または

記名捺印をして頂きます。
7. 出品者が本条に基づく対象車輌の引渡し、または、購入者が本条に基づく対象車輌の

引取りを遅延した場合、第 30条に定める損害金の支払義務が発生します。

第 28条　費用負担
1. 本サービスを通じて対象車輌の売買契約が成立した場合、当社に対し、売買手数料と

して

【販売者】

車輌価格：1,000,000 円未満　　手数料：52,500 円

車輌価格：1,000,000 円以上　　手数料：車輌本体価格の 5％

【購入者】

車輌価格：1,000,000 円未満　　手数料：車輌本体価格の 7％
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車輌価格：1,000,000～1,500,000 円未満　　手数料：車輌本体価格の 6.5％

車輌価格：1,500,000～2,000,000 円未満　　手数料：車輌本体価格の 6％

車輌価格：2,000,000 円以上　　手数料：車輌本体価格の 5％

かかる費用の支払いは、対象車輌の売買代金等の預託と同時に行うものとします。
2. 支払いに係る振込手数料、必要書類等の発送に係る郵送料は、それぞれ振込者負担、

発送者負担とします。

第 29条　売買手数料・オプション利用料について
1. 出品者は、本サービスを通じて対象車輌の売買契約が成立した場合、当社に対し、売

買手数料として

【販売者】

車輌価格：1,000,000 円未満　　手数料：52,500 円

車輌価格：1,000,000 円以上　　手数料：車輌本体価格の 5％

当社が購入者から預託を受けた対象車輌の売買代金等から控除する方法により行うも

のとします。
2. 購入者は、本サービスを通じて対象車輌の売買契約が成立した場合、当社に対し、売

買手数料として

【購入者】

車輌価格：1,000,000 円未満　　手数料：車輌本体価格の 7％

車輌価格：1,000,000～1,500,000 円未満　　手数料：車輌本体価格の 6.5％

車輌価格：1,500,000～2,000,000 円未満　　手数料：車輌本体価格の 6％

車輌価格：2,000,000 円以上　　手数料：車輌本体価格の 5％

かかる費用の支払いは、 対象車輌の売買代金等の委託と同時に行うものとします。
3. 対象車輌が引渡し前に滅失若しくは損傷した場合においても、売買手数料の支払い義

務は消滅せず、支払済みの使用料は返還されないものとします。
4. 購入者は、当社が提供する有料オプションサービスの提供を希望する場合、当社に対

し、当社指定の金額を支払うものとします。

第 30条　損害金
1. 以下の各号のいずれかに掲げる場合、出品者は、当社に対し、損害金として当該各号

に掲げる金額を支払うものとします。
(1) 必要書類の預託又は売買代金等の預託を遅延した場合：3 万円
(2) 対象車輌の引渡しを遅延した場合：3 万円
(3) 対象車輌が第 20条 1項 4 号、5 号、6 号又は 7 号の条件のいずれかに違反すること

が判明した場合：30 万円
(4) 対象車輌が第 20条 1項 9 号の条件に違反することが判明した場合：5 万円
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(5) 対象車輌の自動車検査証の有効期限が本サイトに掲載されたものよりも短いことが

判明した場合：10 万円
2. 以下の各号のいずれかに掲げる場合、購入者は、当社に対し損害金として当該各号に

掲げる金額を支払うものとします。
(1) 売買代金等の預託及び売買手数料の支払又は必要書類の預託を遅延した場合：3 万

円
(2) 対象車輌の引取りを遅延した場合：3 万円

3. 前各項に定める損害金の支払い義務は、売買契約が不成立された場合においても消滅

しないものとします。

第 31条　業務委託

当社は、本サービスの業務の全部又は一部を当社の責任において第三者に委託することが

できます。この場合、当社は当該第三者と守秘義務契約を締結の上、会員情報を開示でき

るものとします。
(1) 本サービスのローン利用については、当社の提携するローン会社に委託するものとし

ます。
(2) 本サービスの名義変更申請代行業務については、当社の提携企業に委託するものとし

ます。
(3) 本サービスの車輌輸送業務については、当社の指定する車輌輸送会社へ車輌の輸送を

委託するものとします。車輌の輸送費用は、購入者が負担します。また、対象車輌の

輸送中の事故による滅失又は損傷について当社は責任を負いません。

第５章 特記事項

第 32条　反社会的勢力の排除
1. 当社は暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、特殊知能暴

力集団、これらの者と密接な関わり（資金その他の便益提供行為含む）を有する者お

よびこれらに準じる者による本サービスの利用を禁止します。
2. 当社は会員等がこれらの者に該当すると判断した場合、事前に会員等に通知すること

なく、本サービスの提供を停止することができます。
3. 当社は、この提供停止によって生じた全ての損害や不利益について、一切の責任を負

いません。

第 33条　免責
1. 当社は、本サービス内に含まれる一切の情報について、その合法性、正確性、適切性、

妥当性、道徳性、権利許諾の有無を保証しないものとします。
2. 当社は、本サービスにおいて、会員相互間及び会員と第三者との間で生じた一切のト
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ラブル（違法又は公序良俗に反する行為の提案、名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害、

脅迫、誹謗中傷、いやがらせ等）に関して、当社に故意又は重過失がある場合を除き、

責任を負わないものとします。

第 34条　広告・リンク先に関する損害
1. 当社のウェブページに掲載されている広告や当社から会員に送信する電子メールに掲

載されている広告によって、会員等及び第三者に生じる損害に関し、当社は一切責任

を負いません。
2. 会員等が書き込んだ他のウェブサイトやリソース URLにより、そのリンク先で生じた

損害について、当社は一切責任を負いません。

第 35条　準拠法・裁判管轄

本規約は、日本法に基づき解釈されるものとします。会員等と当社の間で生じた紛争につ

いては、その訴額に応じ福山簡易裁判所または広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄

裁判所とします。

第 36条　規約の変更・追加
1. 当社は、会員等に事前通知することなく、本規約の全部又は一部を任意に変更でき、

また本規約を補充する規約・特約を新たに定めることができるものとします。規約の

変更・追加は、サービスを提供するウェブサイトに掲載した時点から効力を発するも

のとし、一切のサービスは、変更・追加後の規約によるものとします。
2. 会員等は前項の内容を十分に理解し、定期的に本規約の最新内容を確認する義務を負

うものとします。また当社に対して、規約の変更・追加に関する不知を申し立てるこ

とを禁止します。
3. 当社は、規約の変更・追加により会員等に生じた一切の損害について、直接損害か間

接損害か否か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負いません。

第 37条　当社へのお問い合わせ

当社へのお問い合わせは電子メールにて info@net-gs.co.jp宛てにご連絡いただくものとし

ます。（営業時間：10時～18時　※火曜日・日曜日を除く）

平成 28年 1月
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