第1条	
 

目的

Ancar 利用規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社 Ancar（以下「当社」といいます。）が運営す
る本サービス（第 3 条（12）にて定義します。）に関し、会員が、遵守すべき事項及び会員と当社との関係
を定めるものです。

第2条	
 
1.

本規約の適用

本規約は、会員が本ウェブサイトにおいて、同意する旨の意思を表示することにより、適用されま
す。

2.

当社が本ウェブサイト（第 3 条（11）にて定義します。）上で随時掲載する本サービスに関
するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。

第3条	
 

定義

本規約において、以下の用語は以下の意味を有するものとします。
(1) 「会員」
本規約に同意し、本サービスを利用するための会員登録を行った方をいいます。
(2) 「購入希望者」
本サービスで出品されている自動車について、購入の申込みを行った会員をいいます。
(3) 「購入者」
本サービスを利用して買主として自動車に関する売買契約を締結した会員をいいます。
(4) 「査定士」
出品される自動車に関して品質調査の為の査定を行うために当社から委託された事業者をいいます。
(5) 「出品」
本サービスを利用して自動車について購入の申込みの誘引を行うことをいいます。
(6) 「出品者」
本サービスを利用して自動車の出品を行った会員をいいます。
(7) 「整備店」
出品される自動車の整備を行うために当社から委託された事業者をいいます。
(8) 「対象自動車」
本取引の対象とされた自動車をいいます。
(9) 「提携事業者」
整備店、査定士、その他本サービスに関する業務について当社から委託された事業者の総称をいいま
す。
(10) 「販売者」
本サービスを利用して売主として自動車に関する売買契約を締結した会員をいいます。
(11) 「本ウェブサイト」
本サービスのために当社が会員の利用に供するウェブサイト（理由の如何を問わず当社のウェブサイト
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のドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。）をいいます。
(12) 「本サービス」
当社が、会員に対して、自動車を売買する機会を提供するサービス（理由の如何を問わずサービスの
名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。）をいいます
(13) 「本取引」
販売者と購入者との間で締結された自動車の売買契約をいいます。
(14) 「利用契約」
第 5 条第 4 項に定義される「利用契約」をいいます。

第4条	
 
1.

本取引における当社及び会員の基本的な地位・法律関係

当社は、会員が自動車の売買を行うためのシステムを提供し、これにより会員間で本取引を行う機
会を提供します。本取引に係る契約は販売者と購入者との間で直接成立するものであり、当社は
本取引に係る契約の当事者とはならず、本規約で定める場合を除き、本取引について一切の責
任を負いません。

2.

業として自動車を購入・販売している者は、当社が特に認める場合を除き、本サービスを利用する
ことはできません。

3.

会員は、本サービスを利用するにあたり、本規約、特定商取引に関する法律、不当景品類お
よび不当表示防止法、古物営業法、その他の法令及びガイドラインにつき、自らの責任に
おいてその適用の有無を判断した上で、これらを遵守しなければなりません。

4.

当社は、本サービスにおいて、本取引が成立した後の対象自動車の納車、車検証の引渡し・名義
変更等に関する必要な業務について、当社が必要と判断する協力を行います。

5.

会員は、会員間の取引にトラブルが発生した場合、ご自身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判断
した場合、当該トラブルに介入できますが、この場合でも、当該トラブルに一切の責任を負わないも
のとします。

6.

当社は、自己の裁量に基づき、本サービスに関する業務（査定・点検に関する業務を含みますが、
これに限られません。）の全部又は一部を提携事業者を含む他の第三者に再委託することができ
るものとします。

第5条	
 
1.

会員登録等

本サービスを利用しようとする者は、本サービスの利用に先立って、本規約の定めにしたがい、
Ancar 会員登録を行うものとします。会員は、当社の定める一定の情報（以下「登録情報」といいま
す。）を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を
申請するものとします。

2.

会員登録は会員となる本人が行うものとし、本人以外が行う会員登録は一切認められません。また、
登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりま
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せん。
3.

当社は、以下の者が Ancar 会員登録の申込みを行った場合、当該申込者による会員登録を認め
ません。また、当社は、会員登録がなされた後、会員が以下のいずれかに該当する者であることが
判明した場合には、当該会員の会員登録を抹消することができます。
①

法人（ただし、当社が特に認める場合は除きます。）

②

業として自動車の販売・購入を行う者（ただし、当社が特に認める場合は除きます。）

③

独立して法律行為を行うことができない未成年者（ただし、法定代理人の同意がある場合は
除きます。）

④

成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、後見人､保佐人又は補助人の同
意等を得ていなかった者

⑤

過去に本規約に違反したことがある者

⑥

本規約に違反するおそれがあると当社が判断した者

⑦

当社に提供された情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった者

⑧

反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を
意味します。以下同じ。）である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運
営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を
行っていると当社が判断した者

⑨
4.

その他、会員登録を認めるのが相当でないと認められる者

当社は、前項その他当社の基準に従って、登録希望者の登録の可否を判断し、当社が登録を認
める場合にはその旨を登録希望者に通知します。かかる通知により登録希望者の会員としての登
録は完了し、本規約の諸規定に従った本サービスの利用にかかる契約（以下「利用契約」といいま
す。）が会員と当社の間に成立します。

5.

会員は、会員登録の際に当社に提供した情報に変更があった場合、常に最新の正しい情報に更
新しなければなりません。当社は、会員が登録した情報に誤りがあったことにより当該会員に生じ
た損害や不利益について、一切の責任を負いません。

6.

本サービスにおける自動車の売買においては、会員の登録情報が、当該会員が保有する運転免
許証に記載されている事項と一致していることを前提としています。会員登録の情報と運転免許証
の記載に齟齬がある場合には、本サービスを利用した自動車売買ができなくなってしまうことがあり
ます。

7.

当社は、会員登録を行った会員に対し、会員ＩＤ及びパスワードを付与します。会員は、当該会員Ｉ
Ｄ及びパスワードを善良なる管理者の注意をもって適切に管理するものとし、これを第三者に使用
させ、又は、譲渡、担保提供その他の処分をすることができないものとします。

8.

当社は、会員による本ウェブサイトの利用にあたり、会員ＩＤ及びパスワードにより会員の本人確認
を行うものとします。会員ＩＤ及パスワードを利用してなされた行為は、当該ＩＤ及びパスワードを付
与された会員による行為とみなします。

9.

会員 ID 又はパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員
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が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
10. 会員は、会員 ID 又はパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、
直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。

第6条	
 
1.

利用料・手数料

本サービスは無料で利用することができます。ただし、本条第 2 項から第 6 項に定める場合を除き
ます。

2.

購入者は、本サービスを通じて本取引が成立した場合、当社に対し、システム利用料として別途当
社が定める額を支払うものとします。かかる支払いは、第 12 条に定めるところにより、当社が購入者
から預託を受けた対象自動車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。

3.

販売者は、本サービスを通じて本取引が成立した場合、当社に対し、システム利用料として別途当
社が定める額を支払うものとします。かかる支払いは、第 12 条に定めるところにより、当社が購入者
から預託を受けた対象自動車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。

4.

出品者は、一度自動車を出品した場合、いかなる理由であっても出品を取り下げる際には整備店
又は査定士が行う、点検及び査定等に係る実費相当額を負担するものとします。出品者は、かか
る実費相当額を支払うまでは、出品を取り下げることはできません。

5.

出品の取り消し、本取引の解除、その他当社が会員間の取引に関する本サービスの提供を中止し
た場合においても、その理由を問わず、出品者は、整備店又は査定士が行う、点検及び査定等に
係る実費相当額を負担するものとし、当社の請求に従って当該実費相当額を支払うものとします。

6.

本取引成立後に対象自動車が滅失若しくは損傷した場合においても、システム利用料の支払い
義務は消滅せず、支払済みの利用料は返還されないものとします。

第7条	
 
1.

査定・点検

会員が本サービスで自動車を出品するには、自動車の価値を客観化させるために当社の委託を
受けた提携事業者による査定・点検を受けることが必要です。査定・点検を受けることができる自動
車は、次条の規定により本サービスで出品することが認められるものに限定されます。

2.

査定の申込みは、本ウェブサイトを通して行うこととします。会員は、査定の申込みを行うためには、
当社所定のフォームにしたがい、必要な情報を登録する必要があります。

3.

査定は出品者の自宅近辺の自動車が駐車している場所その他出品者の希望地のうち当社が承
認した場所において実施します。査定を受ける場合、当該自動車の車検証のほか、下記に定める
書類をご準備頂く必要があります。
(1) 当該自動車の所有者自身が査定を求める場合
当該自動車の所有者であることを証する書面
(2) 当該自動車の所有者ではない者が査定を求める場合
当該自動車の所有者から委任を受けたことを証する書面

4.

当社は、査定士又は整備店によって実施される合理的な査定と法定 12 ヶ月点検相当の点検作業
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から、会員に対して、査定に基づく推奨価格の提示、その他の情報提供やアドバイスを行うことが
ありますが、その正確性、信憑性、適切性、有用性を保証するものではありません。当社は、会員
が当社の情報提供やアドバイスに依拠した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.

当社は、売却に先立つ自動車加修の提案は行いません。ただし、整備店は、整備店独自の判断
に基づき、自動車加修の提案を行うことがあります。その際の費用は会員が負担するものとしま
す。

6.

会員は、その他整備手続については当社もしくは整備店の指示に従うものとします。

7.

査定・点検の結果、自動車が次条に定める当社の出品基準に適合せず、かつ、適合させる為の
加修も行わなかった場合や次条第 15 項に該当する場合には、当社は出品者に対して査定及び
点検等に係る実費相当額を請求し、出品者は直ちに、当該実費を支払うものとします。

第8条	
 
1.

出品

会員は、当社が定める出品手続に従って、本ウェブサイトで自動車を出品することができます。会
員は出品する自動車の台数、価格、その他の条件を定めることができます。

2.

当社は前項に基づいて会員が定めた出品する自動車の台数、価格、その他の条件が本サービス
の利用に適さないと当社が判断した場合、出品者に対して、条件の修正を求めることができ、出品
者はそれに従うものとします。

3.

会員は出品にあたり、虚偽の記載、違法・不当な記載や表示、誤解や誤認を招く記載や表示を行
ってはならないものとします。

4.

会員は当社所定のフォームに記入・登録し、当社がそれを確認した上で、会員が記入・登録した
内容について承諾することで出品は確定するものとします。

5.

会員は、出品が確定した日から 30 日間、本サービス以外では出品された自動車を売却しないもの
とします。

6.

会員は本ウェブサイトで自動車を出品する場合、会員、当社、査定士又は整備店が撮影した当該
自動車の写真を本ウェブサイトに掲載します。会員は、当該写真についての著作権（著作権法第
27 条及び第 28 条に定める権利を含みます。）は当社又は会員を除く撮影者に帰属することを確認
するとともに、当社又は当社が指定する者による当該写真の利用について、著作者人格権の行使
することはできません。また、当社又は当社が指定する者による当該写真の利用について、一切の
異議を述べないものとします。

7.

会員は、以下の自動車は出品することができません。出品手続き開始後に以下の自動車であるこ
とが判明した場合には、当社は、当該自動車の出品を取り消すことができるとともに、違約金として
10 万円を請求することができるものとします。本項の規定は、当社の会員に対する当該違約金の
定めを超える損害賠償請求を妨げるものではありません。
(1) 真に販売する意思の無い自動車
(2) 出品者が所有権を有しない自動車。ただし、出品者が書面により所有者から委任を受けたこ
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とを明らかにした場合はこの限りではありません。
(3) 修復歴がある自動車
(4) 自動車税納税証明書（継続検査用）及び軽自動車税納税証明書が完備していない、又は納
税を行わず取得できない自動車
(5) 第 7 条に定める査定・点検時において、自動車検査証の有効期間の残日数が 30 日以下の
自動車
(6) 走行に必要な安全性を欠く等、自動車の基本性能に重大な瑕疵がある自動車。ただし、整
備店などにおいて、自動車の状態が改善された場合はこの限りではありません。
(7) 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る自動車
(8) 留置権、先取特権、差押、仮差押、仮処分の対象となっている自動車
(9) 未納の反則金又は放置違反金がある自動車
(10) 用途登録関係なく、実態として事業に使用する機会がある車両
(11) 改造の程度が著しい自動車、自動車検査登録制度（車検）の登録を受ける事が出来ない自
動車
(12) その他、当社が出品することが不適当であると判断する自動車
8.

出品期間は、出品確定時から起算して 30 日とします。

9.

出品者は、前項に定める出品期間満了時から 30 日を経過した後でなければ同一自動車の出品
はできないものとします。

10. 出品者は、出品する自動車の価格を 20 万円以上に設定するものとします。
11. 出品者は、出品した自動車や売買条件について、真実で正確な説明を行う義務を負います。たと
えば、整備店等を通して本ウェブサイトに掲載された情報の正確性について、速やかに確認し、誤
りがある場合には直ちに修正しなければなりません。
12. 出品者は、出品者自身の責任で、出品する自動車の売買について適用のある法令や監督官庁の
指示・指導を遵守しなければなりません。
13. 出品者は、他の会員と出品された自動車に関する売買契約が成立するまで、当社所定の方法に
より、売却申出価格の変更をすることができます。
14. 出品者は、出品期間中、第 7 条に定める査定・点検時から起算して 200 キロメートルを超えて、出
品した自動車を走行させることはできません。
15. 当社は、出品者に本規約違反に該当する行為があった場合、出品者の出品を取り消すことができ
ます。
16. 出品者は、当社が認めた場合を除いて、出品の取り下げをすることはできません。
17. 出品者は、出品が確定した場合、当社が定める手続にしたがって、出品された自動車の名義変更
等に要する書類その他当社所定の必要書類を、当社が指定する期日までに、当社又は当社が別
途指定する提携事業者に引き渡さなければなりません。
18. 出品者は、当社に対し、購入希望者からの購入申込みの意思表示を受領する権限を付与するも
のとします。
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第9条	
 

出品中の車両状態の変化

出品者は、出品中に出品された自動車の状態に重大な変更が生じた場合、遅滞なく再度の査定を受
けなければなりません。この査定で前条第 7 項各号のいずれかに該当すると認定された場合、当社は、
当該自動車の出品を取り消すことができるものとします。

第10条	
  購入申込
1.

会員は、当社が定める方法にしたがって、本ウェブサイトに出品されている自動車の購入申込をす
ることができます。

2.

本サービスで出品されている自動車は、出品から本取引成立後の納車までの間、出品者が継続
的に使用できるものです。そのため、購入希望者は、出品された自動車が、納車時には出品の際
に登録された情報と齟齬が生じている可能性があることを了解したうえ、購入申込を行うものとしま
す。

3.

会員は、次条の定めにより本取引が成立するまでは、自動車の購入申込を撤回することができま
す。

4.

購入希望者は、当社所定の方法により、出品者に対し、当社を介して自動車の状態等を問い合わ
せることができるものとします。ただし、当社は、購入希望者の問合せが、出品者に対して本サービ
スを介さない直接取引を求めるものである場合、その他当社が相当でない内容を含むと判断した
場合には、出品者に対して当該問合せ内容を通知しない又は、購入希望者の会員登録を抹消す
ることができるものとします。

5.

出品者は、購入希望者から前項所定の問合せを受けた場合、当社所定の方法により、これに回答
することとします。ただし、当社は、出品者の回答が購入希望者に対して本サービスを介さない直
接取引を求めるものである場合、その他当社が相当でない内容を含むものと判断した場合には、
購入希望者に対して当該回答内容を通知しない又は、出品者の会員登録を抹消することができる
ものとします。

6.

会員は、本サービスを通じて知った又は知り得た他の会員との間で、本サービスを利用せず、自
動車の販売に関する契約を締結する行為、その他自動車の販売に関する取引を進展させようと持
ちかける行為をしてはならないものとします。

7.

前項に違反した場合、当社は、当該違反を行った会員に対し、違約金として 10 万円を請求するこ
とができるものとします。本項の規定は、当社の当該会員に対する当該違約金の定めを超える損
害賠償請求を妨げるものではありません。

8.

会員は、他の会員が、第 6 項に定める行為を行っていると知った場合には、直ちに、当該事実を当
社に報告するものとします。

第11条	
 
1.

売買契約の成立

本取引は、購入希望者が支払い金額を確認の上、購入する意思を当社及び出品者に対して発信
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し、これが当社及び出品者に到着したときに成立するものとします。
2.

当社は、前項の定めにより本取引が成立した場合でも、当社は、販売者及び購入者に対し、本取
引の相手方の氏名、住所等の情報を開示する義務を負わないものとします。

3.

販売者及び購入者は、第１項の定めにより本取引が成立した場合、当社の承諾なく、本取引を合
意解除することはできません。

第12条	
  対象自動車の代金
1.

購入者は、対象車両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 7 日以内に当社の指定する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、当社が別途定めるシステム利用料を当社に支払うものとします。

2.

購入者が当社から支払連絡通知を受けた日から 8 日以上経過しても当社から通知した費用が預
託されていない場合は、当社は、事前に通知又は催告することなく、本取引を解除することができ
るものとします。

3.

当社は、対象自動車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購入
者及び出品者が当社に支払うべきシステム利用料を控除した残額を、対象自動車を引き取った旨
の連絡が購入者から当社に通知された日から 7 営業日以内に出品者に支払います。振込手数料
その他支払に必要な費用は会員の負担とします。

4.

購入者が本条に基づく売買代金等の預託及びシステム利用料の支払を遅延した場合、購入者は
年 14.6％の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

5.

対象自動車に関する使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく料金、各種税金の扱い
については、別途当社が指定する定めにしたがい取り扱うものとします。

6.

登録の取消し、その他の事由により本サービスの提供が停止、中断又は終了した場合でも、その
事由又は時期の如何を問わず、当社は受領済みのシステム利用料を会員に返還せず、会員は既
に支払義務の発生したシステム利用料（支払時期の到来の有無を問わないものとします。）の支払
を免れないものとします。

第13条	
  対象車両の書類の預託及び引渡し
1.

販売者及び購入者は、名義変更等に必要な当社が定める書類を、本取引が成立した日から 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が負担するものとします。

2.

販売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、当社は、違約金として 5 万円を当
該会員に請求できるものとします。本項の規定は、当社の会員に対する当該違約金の定めを超え
る損害賠償請求を妨げるものではありません。

第14条	
  車両の引渡し
1.

当社は、購入者からの売買代金等の預託完了後、販売者による対象自動車の納車・車検証の引
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渡し・名義変更等に関する必要な手続きについて、当社が必要と判断する協力を行います。
2.

購入者は、当社が指定する提携事業者と購入者自らが別途合意した日時にて対象自動車の納車
を受けることができます。

3.

当社は、現状有姿で対象自動車を引き渡すものとし、購入者は、対象自動車の引渡しを受けた場
合、直ちに対象自動車に関する動作を確認の上、引渡後 3 日以内（以下「確認期間」といいます。）
に、当社に対して、受領した旨を通知するものとします。当社が当該通知を受領することにより、対
象自動車の引渡しは完了するものとします。購入者は、対象自動車に関する動作確認の結果、走
行に必要な安全性を欠く等、自動車の基本性能に重大な瑕疵がある場合に限り、当社に対して異
議を申し立てることができるものとします。

4.

会員が、確認期間内に当社に対して受領した旨の通知をしないとき、又は異議の内容が自動車の
基本性能に重大な瑕疵がある場合に該当しないときは、確認期間の満了をもって、対象自動車の
引渡は完了したものとみなします。

5.

前各項に基づき対象自動車の引渡しが完了した場合、当社は、販売者に対し、対象自動車の引
渡しが完了した旨通知するものとします。

第15条	
  引渡し時の状態の変化
前条による対象自動車の納車時において、対象自動車の状態が出品時の本ウェブサイト掲載の状態と
大きく異なる場合、購入者は、以下に定める権利を有するものとします。
(1) 販売者が第 8 条に定める義務を怠ったことにより状態の変化が生じた場合は、購入者の選択
により、販売者に対し、以下のいずれかの請求を為すことができます。
(ア) 契約解除（走行に必要な安全性を欠く等、自動車の基本性能に重大な瑕疵がある場合
に限ります。）
(イ) 販売者の費用負担による瑕疵の修補(修補可能な場合に限ります。)
(2) 輸送中の事故等、当社又は当社の提携事業者の責めに帰すべき事由により状態の変化が
生じた場合、購入者は、当社に対し、次のいずれかの措置を請求することができます。
(ア) 当社又は当社の提携事業者による修理相当額の補償(補償額は、当社が指定する者の
査定に基づき決するものとします。)
(イ) 当社又は当社の提携事業者の費用負担による修補

第16条	
  返品について
1.

購入者は、確認期間中に限り、対象自動車の不具合を理由にした返品の申し立てをすることが可
能です。その際に、以下の全ての条件を満たしている必要があります。
(ア) 走行距離が引渡日から 100 キロメートル以内である事
(イ) 本ウェブサイト上に記載されている箇所・内容に関する不具合であり、補修によって改善がみ
られない事
(ウ) 自動車整備工場等の専門的な知見を有する第三者が客観的に当該不具合の箇所について、
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判断できる事
(エ) 自家用用途にのみ使用している事
(オ) 走行に必要な安全性を欠く等、自動車の基本性能に重大な瑕疵がある事
2.

査定・点検では発見することができない不具合や予期することが難しい箇所の不具合など、事前
に予期することができない不具合は、返品の対象外とします。例としては以下のような場合になりま
す。
(ア) カーオーディオなど電気系統の不具合
(イ) トランスミッションなど駆動系の不具合

3.

購入者は確認期間内に、当社のお問い合わせフォームから当社に対して返品を依頼する連絡を
行うこととします。確認期間を過ぎて、連絡を行ったとしても、返品の対象にはなりません。

4.

当社は、返品依頼の連絡を受領した場合、速やかに当該自動車が返品の対象として妥当である
か確認するために必要な手段をとることとします。

5.

当社にて、返品対象として妥当であることが確認された場合、システム手数料を含んだ支払金額を
返金いたします。

6.

販売者は、当社の指示に基づき、返品に必要な一切の協力を行うものとします。

7.

当社は、返品に関して当社に発生した損害（返品にかかる送料及びその他の必要費用を含みま
すが、これらに限られません。）について、販売者に請求することができるものとします。販売者は
当社からの請求に対して、直ちに当社の指定する口座に対して、当社が通知する金額を振り込む
ものとします。販売者は、当社が返品対象として妥当であると判断した場合、当該判断に異議を唱
えることはできないものとします。

8.

前条及び本条は、対象自動車の瑕疵、不具合その他の問題についての一切の責任を定めたもの
であり、購入者は、前条及び本条に定める場合を除き、一切の異議を述べることができないものと
します。

第17条	
  特殊な自動車の取り扱いについて
会員が出品を希望する自動車が特殊な自動車である場合、本サービスにおいて出品できない場合や
出品確定まで日数を要する場合があります。本条における特殊な自動車とは以下のような自動車としま
す。
(1) 特に取扱いにおいて注意が必要な自動車
(2) 市場での流通が特に少ない希少な自動車
(3) ディーラーによる特別な点検等が求められる自動車
(4) その他当社が特殊な性質を有すると考える自動車

第18条	
  本サービスによる取扱いの中止
1.

当社は、以下の場合、本サービスでの会員間の取引に関する本サービスの提供を中止することが
できます。(以下「取扱中止」といいます。)
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(1) 当社が定める掲載期間満了までに本取引が成立しない場合。
(2) 当社が定める期間までに、販売者が当社が委託した提携事業者に対して対象自動車を引き
渡さない場合。
(3) 当社が会員間の本取引について本規約違反その他の問題がある旨の報告を受け、取扱中
止が適当であると判断した場合。
2.

取扱中止となった会員間の取引については、当初から本取引が成立していなかったものとみなし
ます。ただし、当社は、取扱中止後の会員間の取引について、代金の返金や対象自動車の返品
をサポートすることがあります。このサポートについては当社が必要と判断する範囲で実施します。

3.

取扱中止後の会員間の権利義務関係の清算は、会員間の費用と責任で解決するものとし、当社
にその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に生じた損害や不利益に
ついて、一切の責任を負いません。ただし、当社は、本サービスのために必要と判断した場合、当
該会員間の権利義務関係の清算に介入することができるものとしますが、この場合でも、当社は一
切の責任を負わないものとします。

4.

取扱中止の原因が会員の故意や過失に基づく場合、当社は、これにより当社に生じた損害や不
利益について当該会員に対し損害賠償請求をできるものとします。

第19条	
  保険
購入者は、別途当社が定めるところにしたがい、当社が提携する第三者が提供する保険に加入するこ
とができるものとします。当該保険は、当社が提携する第三者によって行われるものとし、当社はその内
容について一切責任を負いません。

第20条	
  当社による買取りの決定
1.

当社は、自動車の出品確定日から 3 週間が経過しても本取引が成立しない場合、出品者に対し、
当社による当該自動車の買取りを提案する場合があります。

2.

当社が前項の買取りの提案し、かつ、出品確定日から 30 日を経過しても本取引が成立しない場合、
当社は、出品された自動車を次条で定める買取価格において、買い取ることができるものとします。
なお、本項に基づく当該自動車の権利の移転は、当社による請求時に効力を生じるものとし、当
該請求時において、当社と出品者の間に、当該自動車についての売買契約が成立するものとしま
す。

第21条	
  当社買取価格の決定
前条第 2 項所定の当社買取にかかる価格は、第 7 条で示す査定士又は整備店による査定により決しま
す。出品者は当社に対して、当該買取価格で、当該自動車を販売するものとします。

第22条	
  当社買取りが成約した場合の扱い
1.

出品者は、第 20 条第 2 項に定められた売買契約に基づき、当社の指示に従って、当社に当該自
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動車を引き渡すものとします。
2.

前項の売買契約に基づく売買代金の支払いは、当社が別途定めるところに従い行います。

3.

出品者の売買契約上の義務の履行が遅延した場合、又は売買契約の取り消し、解除、その他売
買契約が終了した場合において、当社が請求した場合には、出品者は、整備店又は査定士が行
う、点検及び査定等に係る実費相当額を負担するものとし、当社の請求に従って当該実費相当額
を支払うものとします。

第23条	
  端末機器等の準備
1.

会員は、本サービスを利用するために必要な端末機器や通信機器を、ご自分の責任と費用で準
備する必要があります。

2.

会員は自己の本サービスの利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アク
セス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。

3.

当社は、会員が送受信したメッセージその他の情報を運営上一定期間保存していた場合であって
も、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるもの
とします。なお、当社はかかる情報の削除に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負い
ません。

4.

会員は、本サービスの利用開始に際し又は本サービスの利用中に、本ウェブサイトからのダウンロ
ードその他の方法によりソフトウェア等を会員のコンピューター等にインストールする場合には、会
員が保有する情報の消滅若しくは改変又は機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払う
ものとし、当社は会員に発生したかかる損害について一切責任を負わないものとします。

第24条	
 
1.

禁止行為

会員は、本サービスにおいて、以下の各号のいずれかに該当する行為(以下「禁止行為」といいま
す。)を行ってはいけません。
(1) 虚偽の情報を登録する行為。
(2) 同一人が複数の会員ＩＤ及びパスワードにより複数の会員登録を行う行為。
(3) 他者に会員ＩＤ及びパスワードを貸与する行為。
(4) 他の会員の会員ＩＤ及びパスワードを利用する行為。
(5) 法令上必要とされる許可、認可、登録、届出を備えずに取引する行為。
(6) 真に取引する意思が無いのに、あるものと装って出品もしくは購入しようとする行為。
(7) 独立して法律行為を為すことができない未成年者等、制限行為能力者が、法定代理人、後
見人､保佐人又は補助人の同意等なく、出品もしくは購入しようとする行為。
(8) 日本国外において出品もしくは購入する行為。
(9) 日本国外にある自動車を出品する行為。
(10) 違法車両を出品する行為。
(11) 同一の車両を重複して出品する行為。
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(12) 自動車の市場価格から著しく乖離した価格で出品する行為。
(13) いわゆる「さくら」的な行為等、故意に出品された自動車を優良と誤認させる行為。
(14) 本サービスの趣旨及び目的に反する自動車を販売する行為
(15) 代金を支払う意思又は資力がないのに、自動車を購入し、又は購入の申し込みをする行為。
(16) 転売利益を得る目的で自動車を購入する行為。
(17) 特定の購入者のために自動車を取り置く行為。
(18) マネーロンダリングを目的とした行為。
(19) 成立した本取引の履行を遅延させ、又は円滑な履行を妨げる行為。
(20) 当社又は第三者になりすます行為、当社又は第三者の行為であるかのような誤解を招くある
いは誤解を招くおそれのある行為。
(21) 当社又は第三者の商標、ロゴ、サービスマーク等を、自己を表すものとして使用する行為。
(22) 本サービスにおける営業活動、宣伝広告活動。
(23) 当社又は第三者の名誉・信用を毀損し、又は当社ないし第三者の業務を妨害する行為、そ
の他、当社又は第三者に対する嫌がらせ行為や誹謗中傷行為。
(24) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いる行為。
(25) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(26) 暴力又は脅迫的な言動を用いる行為。
(27) 取引と無関係な事項を投稿又は発信する行為、過度に暴力的な表現、露骨な性的表現を投
稿又は発信する行為。
(28) 人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現を投稿又は発信す
る行為。
(29) 反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を投稿又は発信する行為。
(30) 他の会員の個人情報やプライバシー情報を収集、公開、提供する行為。ただし、取引を履行
するために必要な行為を除きます。
(31) 取得した他の会員の個人情報やプライバシー情報を、取引を履行する目的以外の目的で利
用する行為。
(32) 当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為。
(33) 本サービスの不具合を意図的に利用する行為。
(34) 技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為。
(35) 本サービスに関して提供される当社のソフトウェア、プログラム、データベースなどを、複製、
改変、貸与、譲渡、公衆送信(本サービスの機能を使用して公衆送信する場合を除きます。)
し、又はリバースエンジニアリング、逆アセンブル、その他の方法で解析する行為。
(36) 当社に対して、同様の質問や問い合わせを不必要に繰り返す行為。
(37) 荒らし行為、スパム行為。
(38) 本サービスの運営を妨げる行為。
(39) 当社又は第三者の権利を侵害する行為。
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(40) 本規約に違反する行為。
(41) 法令、判決、決定、命令、行政指導に違反する行為。
(42) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為。
(43) その他当社が不適切と判断する行為。
2.

当社は、会員が禁止行為を行ったと判断した場合又は該当するおそれがあると当社が判断した場
合、事前に当該会員に通知することなく、以下の措置をとることができます。当社は、この措置によ
って当該会員に生じた損害や不利益について、一切の責任を負いません。
(1) 注意・警告。
(2) 出品・購入の取り消し。
(3) 本サービスの全部又は一部の提供停止。
(4) 登録取消。
(5) その他、当社が必要かつ適切と判断する措置。

第25条	
  損害賠償
1.

会員は、本規約に違反することにより、又は本サービスを利用したことに起因して当社に何らかの
損害(合理的な弁護士費用等を含みます。)を与えた場合、当社の請求にしたがって損害を賠償す
る責任を負います。

2.

会員が、本サービスに関連して他の会員、その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者と
の間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、会員の費用と責任に
おいて当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報
告するものとします。

3.

会員による本サービスの利用に関連して、当社が、他の会員、その他の第三者から権利侵害その
他の理由により何らかの請求を受けた場合は、会員は当該請求に基づき当社が当該第三者に支
払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。

第26条	
  非保証
1.

当社は、本サービスにおいて出品した自動車が実際に売却できること、その他の本サービスを利
用することによる経済的利益の享受につき何ら保証いたしません。

2.

当社は、自動車の出品時に査定及び法定 12 ヵ月点検相当の検査を実施しますが、当該査定は、
又は検査で発見できなかった瑕疵、修復歴、その他の事情については、何らの責任も負わないも
のとします。

3.

当社は、本サービス及び本ウェブサイトの内容、その他の本サービス及び本ウェブサイトに関する
情報について、安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティ
などに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等が無いことを保証しません。

4.

会員が当社から直接又は間接に、本サービス、本ウェブサイト、本サービスの他の会員その他の事
項に関する何らかの情報を得た場合であっても、当社は会員に対し本規約において規定されてい
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る内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。
5.

会員は、本サービスを利用することが、会員に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反す
るか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、会員による本サービスの利用
が、会員に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありま
せん。

6.

当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、会員に関する情
報の削除又は消失､会員の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障
若しくは損傷、その他本サービスに関連して会員が被った損害につき、賠償する責任を一切負わ
ないものとします。

7.

本ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから本ウェブサイトへのリンクが
提供されている場合でも、当社は、本ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に
関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。

第27条	
  本サービスの中断、変更、終了
1.

当社は、本ウェブサイトのメンテナンスや障害対応、天災等の不可抗力、その他、当社が必要と判
断する場合、事前又は緊急の場合には事後に会員に通知して、本サービスの全部又は一部の提
供を中断することができるものとします。

2.

当社は、当社の事業判断により、いつでも本サービスの全部又は一部を変更又は終了することが
できます。

3.

前２項による本サービスの中断、変更、終了によって会員に何らかの損害や不利益が生じた場合
であっても、当社は一切の責任を負いません。

第28条	
  損害賠償責任の制限
当社は、本サービスに関連して会員が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。消費者契
約法の適用その他の理由により当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償
責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去 3 ヶ月間に会員から現実に受領したシステム利用料
の総額を上限とします。

第29条	
 

会員間の紛争

会員は、本サービス又は本ウェブサイトに関連して会員と他の会員、その他の第三者との間において生
じた取引（本取引を含みますが、これに限られません。）、連絡、紛争等については、ご自身の費用と責
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ず、当社はかかる事項について
一切責任を負いません。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。

第30条	
 

権利帰属
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本ウェブサイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権（著作権、特許権、実用新案権、商標
権、意匠権その他の知的財産権（それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する
権利を含みます。））は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定め
る登録に基づく本サービスの利用許諾は、本ウェブサイト及び本サービスに関する当社又は当社にライ
センスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。会員は、
いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれ
のある行為（逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されませ
ん。）をしないものとします。

第31条	
  個人情報の取扱い
当社は、本章及び当社プライバシーポリシーの定めるところにしたがい、本サービスに関連して会員か
ら取得した個人情報を取り扱うものとし、会員はこれに同意するものとします。

第32条	
  連絡
1.

当社は、会員に通知又は連絡をする必要があると判断した場合、本サービス内において通知し、
又は、メール、電話、郵便等、当社が適切と判断する方法により連絡するものとします。

2.

会員は、当社に連絡又は問い合わせをする場合、本サービス内のお問い合わせフォームを利用
するものとします。

第33条	
 
1.

本サービスの利用停止

当社は、会員が以下のいずれかに該当すると当社が判断した場合、事前に当該会員に通知する
ことなく、会員登録の拒否、本サービスの一部又は全部の提供停止、会員としての登録の取消、そ
の他、当社が必要かつ適切と判断する措置をとることができるものとします。当社は、当該措置によ
って当該会員に生じた損害や不利益について、一切の責任を負いません。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合。
(2) 登録されたメールアドレス、電話番号、住所によって連絡がとれない場合。
(3) 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合。
(4) 当社、他の会員その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービ
スを利用した、又は利用しようとした場合。
(5) 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
(6) 債務超過、無資力、その他、支払能力がない場合。
(7) 破産手続開始、民事再生手続開始、その他の倒産手続開始の申立てが行われた場合、解
散を決議した場合、又は営業休止状態である場合。
(8) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合。
(9) 租税公課の滞納処分を受けた場合。
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(10) 法律行為を有効に行う能力を有していない場合。ただし、法定代理人の同意等によって能力
が補完された場合は除きます。
(11) 第 5 条第 3 項各号に該当する場合。
(12) その他、当社が会員としての登録の継続を適当でないと判断した場合。
2.

前項各号のいずれかの事由に該当した場合、会員は、当社に対して負っている債務の一切につ
いて当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりませ
ん。

3.

当社は、会員が第 1 項各号の事由に該当しないことを確認するために、当社が必要と判断する本
人確認又は法定代理人の同意等の有無の確認を行うことができ、確認が完了するまで本サービス
の提供を停止することができるものとします。当社は、この提供停止によって当該会員に生じた損
害や不利益について、一切の責任を負いません。

第34条	
  反社会的勢力の排除
当社は、反社会的勢力等による本サービスの利用を禁止します。当社は、会員がこれらの者に該当す
ると判断した場合、事前に当該会員に通知することなく、当該会員への本サービスの提供を停止するこ
とができます。当社は、この提供停止によって会員に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35条	
  秘密保持
1.

本規約において「秘密情報」とは、利用契約又は本サービスに関連して、会員が、当社より書面、
口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業
務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)当社から提供若しくは
開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたも
の、(2)当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その
他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされる
ことなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)当社から秘密保
持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。

2.

会員は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾な
しに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。

3.

第 2 項の定めに拘わらず、会員は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、
秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその
旨を当社に通知しなければなりません。

4.

会員は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書面
による承諾を得ることとし、複製物の管理については第 2 項に準じて厳重に行うものとします。

5.

会員は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに
秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄
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しなければなりません。

第36条	
  有効期間
利用契約は、会員について第 5 条に基づく登録が完了した日に効力を生じ、当該会員の登録が取り消
された日又は本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当社と会員との間で有効に存続
するものとします。但し、利用契約が終了した場合であっても、利用契約終了前に成立していた本取引
及び第 20 条に定める出品者と当社との間の売買契約は存続するものとし、その限度で利用契約も有効
に存続するものとします。

第37条	
  本規約の変更
1.

当社は、必要に応じて、本規約を変更できるものとします。会員は、変更後引き続き本サービスを
利用した場合又は当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、本規約の変
更に同意したものとみなします。

2.

当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。

第38条	
  本規約の譲渡等
1.

会員は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは
義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

2.

当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の
地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録情報その他の会員に関する情報を当該
事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予め
同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分
割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第39条	
  分離可能性
本規約の一部が法令等により無効と判断された場合であっても、無効部分以外の規定は引き続き有効
に存続します。また、無効部分は、有効とするために必要最小限の範囲で修正され、意図した法律的
効果と経済的効果が最大限確保されるように解釈するものとします。

第40条	
  存続規定
第 4 条第 1 項及び第 5 項、第 5 条第 5 項及び第 9 項、第 6 条、第 7 条第 4 項、第 8 条第 6 項及
び第 7 項、第 10 条第 7 項、第 12 条第 4 項から第 6 項まで、第 13 条第 2 項、第 16 条第 2 項、
第 3 項、第 7 項及び第 8 項、第 18 条第 3 項及び第 4 項、第 19 条、第 23 条、第 24 条第 2 項、
第 25 条、第 26 条、第 27 条第 3 項、第 28 条から第 31 条まで、第 33 条第 2 項及び第 3 項、第
34 条、第 35 条、並びに第 38 条から第 42 条までの規定は利用契約の終了後も有効に存続する
ものとします。但し、第 35 条については、利用契約終了後 5 年に限り存続するものとします。
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第41条	
  準拠法
本規約は、日本法を準拠法として解釈・適用されます。

第42条	
  管轄裁判所
当社と会員との間で、本サービスに関して紛争を生じた場合には、訴額に応じて、東京簡易裁判所又
は東京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43条	
  協議解決
当社及び会員は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義
誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

19

