競売条件と規定
１．株式会社銀座コイン（以下「当社」という）のオークションカタログに記載された競売品は「返品不可」
や「審議品」等の特記事項の品を除き、その時点において真正品であることを保証します。
（※ 審議品とは：複数の鑑定人の鑑定において真正の断定に至らない品。
）ただし、PCGS 社、NGC 社等の
スラブ入コイン全般の評価に関しましては当社では一切の責任を負いません。
２．本競売に参加する方は全ての競売条件と規定を諒承されてから競売開始前に予め登録が必要です ( 無料 )。
当社とのお取引が過去にない方、面識のない方については競売以前に身元を証明するもの及び資産証明等
の提示を求め、かつ入札保証金のご提供を必要とします。また、当社の判断により理由を述べることなく、
郵便入札申込書の受取り、登録希望者の登録や競売会場の入場を拒否する場合がございます。
３．それぞれ競売品に付けられた価格は鑑定評価に基づく参考価格です。事前入札においてノービッドの品はこ
の参考価格の約 80％、すでに郵便入札が入っている場合はその最高額に対しての 2 番札を基準とし、競売人の
裁量によって開始価格や競り上げる値幅が決定されます。
４．それぞれの競売品において最高額のビッドをした入札者が落札者となります。尚、競売中に入札者間に争い
が生じた場合、その対処は当社の競売人がその裁量により解決するものとし、競売に参加しているすべての
関係者は競売人の裁定に従わなければなりません。
５．落札者 ( 買主 ) は当社に、落札価格に対して 10％の手数料とその手数料にかかる 8％の消費税を落札価格
に加算の上、お支払下さい。落札品に対する支払いは日本通貨を持って競売日から 14 日以内に当社に
支払うものと致します。尚、当社は全てのロットに例外なく、落札者が全額決済するまでは商品の引き渡し
はしないものとします。
６．落札者が支払期間内に全額決済しないときは現行金利を上乗せして再度請求します。それでも支払わない
場合は売買契約を解除し、今後その落札者に対して一切の取引に応じないものとします。
尚、解除によって当社に損害が生じた場合、その賠償を請求致します。
７．競売会場における落札決定により、売買契約は成立致します。従って、下見の有無にかかわらず、いか
なる理由があっても返品はできません ( 郵便入札、ライブ入札による落札者も同様 )。
８．落札品がカタログに掲載された名称の商品でないことが判明した場合（カタログの誤表記は除く）
、競売日
より 14 日以内に、お支払が完了している落札者本人に限り、返品の申出を書面でのみ、受付けを致します。
尚、下記の項目に該当する場合は返品を受付けません。
		
		
		
		
		
		
		
		

〇事前に下見をしている品物
「審議品」などの特記事項のある品物
〇「返品不可」
〇落札品が競売日と同じ形状でない場合
〇支払期限を経過した後に支払いのあった場合
〇出品者への支払い精算が完了した後の場合
〇中国貨幣の全出品物（Lot No. 862 ～ 923）
〇 PCGS 社、NGC 社等のスラブ入コイン
〇返品理由が著しく正当性を欠き、当社が同意できかねる場合

９．落札者からのご入金を元にご出品者様へのお支払が完了致します。出品者へのお支払後、つまり競売日より
30 日が経過した落札品に関しての異議申し立ては、如何なる理由があっても、お申し出を承ることは一切致
しません。
10．落札品の受け渡しにおいて郵送ご希望の方は、保険料、送料を別途請求致します。また、海外からの送金
支払の場合は、関税等の税金、また銀行への振込手数料等事務手数料は全て落札者が負担するものとします。
11．競売条件、規定に関する事項はすべて日本国憲法を適用、解釈の基準とし本規約に定めがない事について
も日本国法を適用するものと致します。
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銀座コイン

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 price indicated for each lot is only an estimation of the market value based on the
professional opinion’− which should help you to establish your bids. The starting price at
the auction will be approximately 80% of the estimate given in the catalogue or just over
the second highest price of the mail-bid. The Auctioneer has absolute discretion to vary the
starting price and the increment as he sees fit.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. All floor 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.
※All Chinese Lots(No.862-923) No Returns.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
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郵便入札者のためのご案内（必ずご一読下さい）
１．郵便あるいはファックスで入札される方には、それぞれ入札者番号が与えられます。
２．番号は受付順に手続きされます。
３．それぞれの入札は競売会社（当社）の入札簿に集計、記入されます。
４．競売品の開始価格と落札価格は次の様に定められます。
通常競売会社は郵便またはファックスで入札を受けた入札価格に 5 〜 10％の値きざみで加算します。
例えば、ある競売品に対して最高値の入札価格が￥100,000 で、二番目に高い入札価格が￥50,000 と
すると、競売会社は￥50,000 に 10％を加算した価格、つまり￥55,000 を開始価格と致します。もし実
際にオークション会場での競売に来ている方々から立会入札がなければ、その競売品は￥100,000 の
入札値を付けた方が￥55,000 で落札できることになります。
オークション会場での立会入札が始まったら当社は郵便入札者に代って入札者の限度額まで値を競
ります。立会入札者と郵便入札者を問わず最高入札者が落札者となりますが、上記の例のような場
合、当社はできるだけ低い値で競売品を獲得しようとしますので、郵便入札者は入札値以下で落札と
なります。
５．入札をする前には「競売条件と規定」を充分にご覧頂きご理解ください。
全ての郵便入札者は、この「競売条件と規定」を諒承されたものとみなします。
６．郵便入札者はできるだけ早くあなたの入札申込書を投函してください。 もし同額での入札があった
場合は最初に受け付けた入札者に優先権があります。当社における手続きもありますので、入札者は
時間的余裕をもって入札してください。
７．入札申込書がはっきりと分かりやすく書かれているか投函する前に十分に確かめてください。競売
品番号や入札価格が違っていても責任は入札者にあります。ご注意ください。
８．落札品の支払いは日本通貨をもって競売日から 14 日以内に支払うものとします。
９．入札申込書はインクで書き入れてください。もし間違えたら線で消して書き改めてください。電話番
号やファックス番号もお書き忘れなく。又、お名前には必ずふりがなをお願い致します。
10．私達は皆様のお役に立ちたいと願っております。お分かりにくい点がございましたら、どうぞご遠慮
なくお問合せください。日頃のご愛顧を感謝し、皆様からのご用命を心からお待ち申し上げます。

郵便入札〆切日：平成 29 年 11 月 16 日（木）【オークション当日の前々日】
FAX 入札〆切日：平成 29 年 11 月 16 日（木） 午後４時
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IMPORTANT INFORMATION FOR MAIL BIDDERS
1. Each person sending bids by mail or by fax is given a bidder number.
2. Numbers are assigned in the order that they are received.
3. Each bid is entered into the Auction House's master bid book.
4.

The opening bid on each lot is established the following way : The Auction
House adds 5 — 10 % to the second highest mail or fax bid. For example, if
the highest bid is ￥100,000 and the next highest bid is ￥50,000, the Auction
House adds 10% to the ￥50,000 bid — thus the starting price is ￥55,000. If
there are no floor bids from people actually at the sale, then the lot is sold
for ￥55,000 to the person who bid ￥100,000. If floor bidding starts, the
House will represent your bid up to your limit. If bidding stops, you will win
that lot at the bid.
The House will attempt to purchase each lot as inexpensively as possible;
therefore you will not necessarily have to pay the full amount of your bid.

5.

Before entering your bids, please read “ terms and conditions of
sale” carefully. Your oral or written submission of bids for the sale
constitutes your acceptance of “terms and conditions of sale” .

6.

It is important to mail your bid sheet as early as possible. In the event of
duplicate bids, preference is given to the bid received first. Also you must
allow time for the bids to be received and entered.

7. Make sure that your bid sheet is clearly understandable. Please check it
thoroughly before you mail it. The bidder is responsible for any errors,
whether there are lot numbers or the amount that you wish to bid. Please
pay attention.
8. All successful bidders will be notified by Ginza Coins Co. and full settlement
will be expected in Japanese currency within 14 days from the date of the
sale.
9. Please fill out your bid sheet in ink and fill in your telephone number or fax
number as well. If you make a mistake, cross it out and rewrite it.
10. If you need further information, please feel free to contact us. We appreciate
your patronage and look forward to serving you again.

DEADLINE FOR ACCEPTING MAIL BIDS：NOVEMBER 16th, 2017
BY FAX BIDS TILL 4 p.m. 0F THE SAME DAY.

GINZA COINS COMPANY
— VI —

