
入札誌「銀座」（WEB入札）に関する規定と条件

～必ずご一読下さい～

このリストに記載された競売品は特に記載のない限りすべて真正品であることを保証します。
※ただし、 PCGS社・NGC社等のスラブ入コイン全般の評価に関しては、弊社では一切責任を負いません。
このりス卜に記載された表示額は競売品の販売可能な最低価格であり、これを下回る価格では入札できません。
 (全て無効となります)
入札対象のロット番号へ、お間違えのないよう正確に価格を入力の上、入札を確定して下さい。
(ロット番号・入札価格の誤記による、返品は認められません。)
※入札確定後、お客様のメールアドレスへ入札内容をメール致しますのでご確認ください。
このオークションに参加される応札者で当社が必要と判断した方には身分証明の提示、又は事前に入札保証金の
請求をする場合があります。また、100万円を超える応札は入札制限をかけている場合があります。応札希望

応札締切日は　　　　　　　　　　　　　　　と致します。 2018年6月10日(日)午後4時
落札は最高値の入札者に決定します。但し、同額での入札の場合は、受付日の早い方を優先と致します。
最高価格の入札者に、 2 番目に高い入札価格の一刻み上の価格   (5%前後)で落札となります。
　例)最高値が￥ 100，000 で 2 番目の価格が￥ 80，000 の場合は￥ 85，000 で￥ 100，000 で入札された方に
　落札します。
落札された方は落札価格に 10%の手数料と手数料に対する消費税（8％）を加算の上、締切日より、10日
以内にお支払下さい。（例､落札価格¥100,000の場合：手数料¥10,000､消費税¥800､お支払額合計¥110,800）
落札結果は締切日の翌日、すべての応札者へメール致します。
落札品が真正品でない事。名称の異なる品物である事。そして表示された状態とかなり遣う場合などの理由での
返品申立ては落札現品受領後、 1 週間以内に限り、受付けます。
但し下記の場合での返品は応じられません。
　○事前に下見をしている品物。
　○「返品不可」 、「審議品」  などの特記事項のある品物。
　○規定期限を経過した後に支払のあった場合。
　○出品者への清算が完了した後。
　○返品理由が著しく正当牲を欠き、当社が同意できかねる場合。
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については、応札締切２日前までに弊社までご連絡ください。
入札の取消、および現在価格(入札２番値に入札単位が足された金額)を下回る入札価格の変更は受付できません。5.

当入札誌へのご出品は常時受け付けておリます。
「出品申込書」ご希望の方はご請求下さい。
当入札誌へのご出品は基本的に 1口ットにつき最低価格を 5，000 円以上からとさせて頂きます。
ご出品物を郵送される方は当社へ連絡後、必ず書留にてご郵送下さい。お預かりした際に受領通知を致します。
出品物をお預かりし、鑑定・評価の上「お預かり証」を発行致します。
｢お預かり証」は開催回の２～３ヶ月前にご出品者様にご郵送致します。
ご出品物により、オークション不向きと判断致したお品物はご返品、ご返送させて頂く場合もございます。
また、最低価格は当社が決定させて頂くこともございます。
ご出品物が落札された場合、落札価格の10％の手数料と手数料に対する消費税（8％）を仲介料として申し受けます。
当社では落札の有無にかかわらず、出品料は一切いただいておりません。
落札品に対するお支払いは原則として落札者からこ入金が完了次第、ご連絡後お支払い致します。
入札誌製作に取り掛かった後のご出品物のキャンセルはご容赦願います。
ご出品物の落札支払において、当社が同意できる人災・天災等の理由で、落札者が支払いできない場合、
キャンセル扱いとさせていただく場合がございます。
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TERMS AND CONDITIONS OF SALE 

 

1. All items in auction's catalogue of GINZA COINS COMPANY(hereinafter referred to 

as the Auctioneer)are genuine (unless otherwise noted).Their grade of preservation is a 

reflection of our own opinion. On the other hand, we have established a reputation of 

being fair within the current grading standards. However, this guarantee does not 

apply If the opinion(s) of generally accepted scholar(s) and expert(s) at the date of sale, 

or the catalogue description indicated that there was a conflict of such opinions. 

Also, we don't take responsibility for coins of slab, such as PCGS and NGC. 

2. Registering and bidding in this auction sale constitute acceptance by the bidder of all 

the foregoing terms and conditions. Unknown or new bidders may be requested to 

identify themselves before the auction and provide financial references. The Auctioneer 

has the discretion to demand a security for a bid of them. 

The Auctioneer shall have absolute discretion to refuse any mail-bid, registration, or 

attendance at the auction of any person without giving any reason. 

3. The Buyer of any lot will be the highest bidder. In the event of any dispute, the 

Auctioneer shall have absolute discretion to settle the dispute as he thinks best. Any 

concerned parties participating in this auction should accept to his decision. 

4. The Buyer shall pay the Auctioneer a premium of 10% on the Hammer Price and 

VAT 8% to the Buyer s premium.The payment must be in Japanese yen. Full 

settlement will be expected within 14 days from the date of the sale. (unless credit 

terms have been arranged) 

 All lots must be paid for in full prior to delivery without exception. 

5. If a buyer fails to pay any lots within the term of payment, the Auctioneer shall 

charge interest at the going bank rate on the total purchase price. 

If any default of payment was found, the Auctioneer shall cancel the purchase of the lot 

and shall not deal with the Buyer. The Buyer shall compensate the Auctioneer for any 

and all loss and damage reasonably incurred or sustained by the Auctioneer due 

to the aforesaid cancellation. 

 6. All sales are final. Although any lot may be examined before bidding, no lots can be 

returned for any reason by mail or floor buyers(including those acting as agents for 

others). 

Any claims due to an error in the specification of the catalogue must be made in 

writing within 14 days from the date of sale. 

7. Payment to the seller is completed after payment from the successful bidder. 

Therefore, 



after thirty days have passed since the auction date, no objections, allegations will be 

accepted for any reason. 

8. If any lot has to be shipped, the Buyer shall also be responsible for the insurance 

charge and the postage. If payment incurred from abroad, such as customs duties, 

taxes, any bank and collection charges, the Buyer shall be liable for them in full. 

9. All the sale, matters, terms and conditions in the sale connected therewith shall be 

governed and construed in accordance with the law of Japan. Anything in this 

Agreement to the contrary notwithstanding, shall be construed in accordance with the 

law of Japan. 


