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Catawikiは、お客様が特別な商品を世界中の「購入者」に販売できる「オンラインマーケットプレ
イス」を提供します。当社の「オンラインマーケットプレイス」が「購入者」と「販売者」の両方にとっ

て安全かつ信頼できるものにすることは当社にとって非常に重要です。そのため、当社は、

Catawikiで販売するための重要な規則を定めました（「販売者規約」）。

「販売者規約」はまた、お客様が「ロット」に関して「購入者」と直接締結する「売買契約」に基づく

特定の権利および義務を説明し、定めています。本「販売者規約」に同意することにより、お客さ

まは上記の権利および義務が各「売買契約」の一部であること、および契約の相手方当事者に

対して本規約の諸条件に拘束されることを事前に承認するものとします。その結果、かかる諸条

件は、「売買契約」の一部としてお客様に対して、および/またはお客様によって行使することが可
能です。かかる諸条件は、それと矛盾する「売買契約」上のあらゆる条件に優先されます。当社

の「購入者規約」では、「売買契約」に基づく「購入者」の特定の権利および義務をご確認いただ

けます。

本文書で使用されているが定義されていない「」付きの用語は、当社の「利用規約」で意味が定

められています。

第１条：「販売者」として登録する

お客様は、「オンラインオークション」に「ロット」を出品できるようになる前に、「販売者」として登録

する必要があります：

○ お客様は「販売者アカウント」を作成する必要があります。 「販売者」として登録する際は、
当社の「プロ販売者ポリシー」（随時、改正されます）に従って、個人として登録するのか、

プロとして登録するのかを正直に述べることが義務付けられます。自身の貿易やビジネ

ス、工芸もしくは専門的活動に関連して（「プロ販売者」として）ロットを販売するために当社

の「オンラインマーケットプレイス」を利用する場合、または、「プロ販売者」とみなされる基

準に達していると当社が決定した場合、お客様は「プロ販売者」として登録しなければなり

ません。「プロ販売者」の場合、出品する「ロット」の詳細ページに記載されるユーザー名の

隣に「プロ」のアイコンが表示されます。

○ 当社は、お客様に身元確認のための追加情報の提供をお願いする場合があります。 当

社の「マーケットプレイス」で販売するために、追加の身元確認情報の提供をお願いする

場合があります。例えば、当社の「プライバシーポリシー」に従って、身分証明書のコピー、

銀行の口座番号、誕生日並びに該当する場合は、商工会議所登録番号およびVAT（付加
価値税）登録番号の提供をお願いする場合があります。お客様が販売又は支払いの受け

取りを行うことができるようになる前に、当社の決済サービスプロバイダーも同様の情報を

必要とする場合があります。要求された情報の提供を拒否することは、Catawikiが「サー
ビス」の提供を拒否する根拠になることをお客様は理解し、承認するものとします。

○ 当社は、お客様が当社の「サービス」を利用する際、手数料を申し受けます。販売手数料
は「購入価格」の12.5%（以下「販売手数料」という）とし、「購入価格」の支払いから差し引
かれます。該当する場合、「販売手数料」は、納付すべき可能性のあるVAT、税金（源泉徴
収税など）、関税および徴税によって増加します。当社は「購入者」にもサービスを提供し、
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手数料を徴収します。本「販売者規約」を承認することにより、お客様は、当社が同一の取

引に対して「販売者」と「購入者」の両方から手数料を徴収することについて明示的に同意

することになります。詳細については、当社の「利用規約」と「購入者規約」をご確認くださ

い。

○ 「販売者」は、販売を目的として出品する「ロット」に対して排他的に責任を負います。当社
の専門家は、「販売者」が提供する「ロット」の説明、写真および/または動画をオンラインで
審査し、その審査のみに基づいて当社の「オンラインマーケットプレイス」への出品を承認

するかどうかを決定します。販売を目的として「ロット」を出品する当事者は「販売者」であ

り、Catawikiではありません。「販売者」は引き続き、当社の出品および品質ガイドラインの
遵守、販売を目的として出品する「ロット」の適合性、品質、安全性、合法性、出所、真贋お

よび「ロット」の説明や写真の正当性、正確性、完全性に対して責任を負います。Catawiki
は「オンラインマーケットプレイス」並びに補足的なプレセールサービスおよびアフターセー

ルサービスを提供することにより、売買を円滑化し、支援する役割のみを担います。

○ プロとして販売する。お客様が「プロ販売者」として当社の「オンラインマーケットプレイス」
を利用する場合、「プロ販売者」としての販売に適用される全ての法規を遵守し、正確な業

務区分で登録し、登録の際に必要な情報を全て提供することが義務付けられます。

■ 当社は、お客様がVAT義務を果たすことを期待します。VAT（付加価値税）の目的
で「プロ販売者」として扱われるためには、お客様は有効なVAT登録番号を当社に
提供することが義務付けられます。お客様がEU外に拠点を置き、VAT登録番号を
持っていない場合、Catawikiが納得できるように、プロの業務区分で当社の「オン
ラインマーケットプレイス」を利用する（貿易、ビジネス、工芸などの専門的活動に

携わるなど）ことを証明する他の証拠を提出しなければなりません。お客様は、当

該「アカウント」を通じた全ての利用について「プロ販売者」とみなされることを承認

するものとします。お客様は、登録住所やVAT登録番号、「ロット」を出荷する場所
などの詳細に関して、「アカウント」を最新の状態にしておく必要があります。お客

様がVAT義務を果たしていないとCatawikiが決定した場合もしくはそうした情報を
Catawikiが受け取った場合、または、CatawikiがVATを徴収する義務があるのに、
Catawikiが正しくVATを徴収できない不正確な情報が提供されている場合、お客
様の「アカウント」を通じた販売が阻止され、お客様の出品中の「ロット」が削除され

ることがあります。

■ 当社は、お客様が当社の「プロ販売者ポリシー」を遵守することを期待します。「プ
ロ販売者」の資格があるかどうかを判断する一助として、当社の「プロ販売者ポリ

シー」を参考にし、お客様の「販売者」ステータスが当該ポリシーに記載された指

針に沿っていることを確認してください。お客様がいかなる時点においても、当社

の「オンラインマーケットプレイス」において個人の「販売者」と偽れば、Catawikiが
税務当局によって虚偽のVAT申告の責任を問われ（かつペナルティを課され）る可
能性があることをお客様は承知するものとします。そのような税務当局の主張およ

び関連する費用や損害に対してお客様は当社を完全に補償し、損害を与えないも

のとします。より詳しい情報については、当社の「プロ販売者ポリシー 」をご覧くだ

さい。

■ 当社は、お客様がEUの撤回権および他の全ての消費者保護法を遵守することを
期待します。「プロ販売者」として当社の「オンラインマーケットプレイス」を利用する

場合、お客様は、 欧州経済領域（EEA）および英国の消費者である「購入者」が特
定の消費者保護法で保護されるケースがあることを認め、承知するものとします。

これには、消費者である「購入者」に14日間の「撤回権」が付与されていることが
含まれますが、それに限定されません。このプロセスにおいて、お客様は当社に
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全面的に協力します。より詳しい情報は、当社の「撤回権ポリシー」をご覧くださ

い。

「プロ販売者」として登録していないが、プロの業務区分で当社の「オンラインマーケットプレイス」

を利用していると考えるに足る十分な根拠がある場合、当社は、関連する「アカウント」を利用し

た今後の全ての販売においてお客様を「プロ販売者」とみなし、「プロ販売者」として扱う権利を有

します。さらに、当社が介入して、お客様の「アカウント」の「販売者」ステータスを最新の状態にす

ることができます。これは特に、お客様にEUの撤回権を遵守する必要が生じることを意味しま
す。

第2条：オークションへの「ロット」の出品
販売を目的として当社の「オンラインオークション」に「ロット」を出品する際は、以下の事項を確認

してください。必ず以下の事項についてご承知おきください：

○ お客様の「ロット」の適合性は当社が決定します。どのロットが当社の「オンラインマーケッ
トプレイス」で販売するのに適しているかは当社が決定いたします。当社は、独自の裁量

でこの決定を行い、当該「ロット」の魅力、希少性、販売可能価格、期待される需要などの

要素を考慮します。当社は、（同様の「ロット」が以前または現在、「オンラインオークショ

ン」に出品されている場合でも）、理由を述べずに「ロット」を拒否することができます。どの

ような種類の「ロット」が承認され、どのような種類の「ロット」が承認されないかについて

は、当社の「出品ガイドイドライン」をご確認ください。Catawikiが「ロット」を承認したかどう
かにかかわらず、販売者が引き続き、排他的かつ最終的に「ロット」（の適合性）および

「ロット」の説明に対して責任を負うことにお客様は同意するものとします。「ロット」（の適合

性）および「ロット」の説明の詳細は、本「販売者規約」に定められています。

○ 当社は、「ロット」に関する明瞭、正確および包括的な説明を要求します。 お客様が「ロッ

ト」を出品する際は、「ロット」に関する明瞭かつ包括的な説明を提供しなければなりませ

ん。この情報には、以下の資料や情報を含める必要がありますが、これらに限定されませ

ん：

● 「ロット」に関する正確で完全かつ精密な説明；

● 「ロット」の状態や分類に関する情報（適用されるVAT制度においてマージン課税
制度の対象となる商品と考えられるか否かが含まれます）；

● 「ロット」の原産国に関する情報。「ロット」がまだ原産国に存在するのか否か、さ

らに、該当する場合、「ロット」が原産国を離れた時期が含まれます。

● 「ロット」の現在の真の状態（あらゆる欠点や欠陥を含む）や特徴などの詳細を正

確に表現する明瞭な写真；

● 「ロット」の出所および真贋に関する入手可能な全ての情報および文書。該当す

る場合は、真贋証明書；

● 該当する場合は、「リザーブ価格」（「リザーブ価格」を設定するオプションの利用

可否は、ロットの価格によります）；

● 実際の送料または関税（該当する場合）の表示；

● オファーに関連する他の条件。

○ お客様が正確な「ロット」の説明に対して責任を負います。 当社が「ロット」の説明の変更

および/または追加を実行した場合やそれを提案した場合でも、お客様が引き続き、正確
な「ロット」の説明に対する責任を負います。例えば、「ロット」に関する包括的な情報を確

実に提供するため、当社が「ロット」の説明の変更および/または追加を行ったり、提案した
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りする権利を有することにお客様は同意するものとします。当社がお客様による「ロット」の

説明を確認した後、お客様は、「オンラインオークション」開始前に、自身の「アカウント」内

の販売者センターで、当社が行った変更や追加を含めたお客様の全ての「ロット」や説明

にアクセスし、閲覧することができます。お客様は、使用されている最終的な説明が「ロッ

ト」を正確に表現していることを保証し、公開前に当社が行ったあらゆる変更や追加に対し

て同意しているとみなされることを承知するものとします。不正確、不完全、不的確なロット

の説明（写真や動画も含む）に起因し、またはそれに関連して生じた、あらゆる第三者

（「購入者」を含む）に対する全ての責任は販売者のみが負うものとします。かかる不正確

性、不完全性、不的確性に起因し、またはそれに関連して生じたあらゆる申し立て、損害

および費用（弁護士費用を含む）に関して販売者はCatawikiを完全に免責して補償し、損
害を与えないようにするものとします。

○ お客様は「ロット」が説明と一致していることに関して責任を負うものとします。 お客様は、
オークションに出品する各「ロット」が「ロット」の説明や写真などのアップロードされた資料

と一致し、各「ロット」が当該ロットに関する「購入者」の合理的な期待に一致することを保

証します。

○ お客様は、「売買契約」に基づく義務の履行に対して責任を負います。お客様は、オファー
に関するいかなる条件も「売買契約」および「利用規約」と矛盾しないことを保証するものと

します。「標準売買契約」に追加の取引条件をアップロードする可能性がある場合、お客

様は、自身の条件が「利用規約」と矛盾しないかどうかを慎重に確認することが義務付け

られています。さらに、以下の（i）から（ii）の事項が確実になされるように特別の注意を払
うものとします。（i）自身の条件が「利用規約」に定められている「売買契約」の条件に一致
していること；および（ii）自身の条件が消費者保護法を含めた全ての適用法令を遵守して
いること。

○ お客様は、自身が「ロット」を販売する権利および権限を持つことを保証するものとします。
「ロット」の出品および販売を行うことにより、お客様は、現在および将来にわたって以下の

（i）から（iv）を行わないことを保証します。（i）何らかの法規に関する違反（自身および
Catawikiに適用されるいかなる経済制裁関連法規も含む）、（ii）契約上の権利および（知
的）財産権を含めた、第三者の何らかの権利の侵害、（iii）一般的な不正行為または、（iv）
第三者やCatawikiに対する違法行為や不正行為。お客様はまた、「ロット」の出品および
販売は、正真正銘の真正な取引であることを保証します。より具体的には、「購入者」、お

客様自身および/または第三者が送金金額をロンダリングできるようにするための偽りの
取引の一環として「ロット」を出品していないことをお客様は保証します。

○ 輸出入管理の法令および規則の遵守。 お客様は、「ロット」が輸出入管理の法令および

規則を遵守していることを保証する責任があります。必要に応じて、お客様は「ロット」の販

売に必要な輸入/輸出承認およびライセンスを取得し、当該法規への準拠を示す書類を提
供するものとします。Catawikiは以下のa）からc）の事項に対する責任を負いません。a）
「販売者」が輸出ライセンスの提供をしない；b）適用される輸入、輸出関連法規の事後解
釈；または、c）適用される輸出入法規の不正確さに起因する遅延や取消し。

○ 「オンラインオークション」前または「オンラインオークション」中の「ロット」の撤回。当社の
「オンラインマーケットプレイス」で「ロット」が公開され、他の「利用者」が閲覧できるように

なる時点まで、お客様は「ロット」を取り下げることができます。その時点以降、お客様はオ

ファーに付随する条件を変更したり、「ロット」を取り下げたりすることはできません。「オン

ラインオークション」が開始された場合、慎重に考慮した後、当社は以下の（i）または（ii）を
決定します。（i）事務的な誤りの場合、「ロット」の説明を修正する、もしくは写真を削除す
る。（ii）「オンラインオークション」から「ロット」を削除する（常に、本「利用規約」に従っての
み行われます）。お客様は、この結果生じる可能性があるあらゆる損害に対して完全に責



任を負います。お客様は、第三者（「購入者」を含む）からの全ての申し立て、および「オン

ラインオークション」から「ロット」を取り下げた結果Catawikiが被る費用や手数料に対して
当社を免責し補償します。「オンラインオークション」での公開後、「ロット」を取り下げてほ

しい場合、取り下げが必要な理由を示す文書やファイルまたはその他の形式の証拠をお

客様が当社に提供する必要があります。お客様は、当社の最初の要請に応じて、関連証

拠を提供する必要があります。証拠が十分であると当社が判断した場合、当社は入札者

と協議します。そして、当社は独自の裁量で「ロット」をオークションから取り下げることがで

きます。

○ 当社専門家による「ロット」のランク付け。当社の専門家が自身の専門知識と特定の基準
に基づいて、「オンラインマーケットプレイス」で表示される「ロット」のランク付けを決定しま

す。当社の基準は、こちらでご確認いただけます。

「ロット」のランク付けを含め、「ロット」の出品に関する詳細は、当社のヘルプセンターをご覧くだ

さい。

第3条：オークションのロット
「ロット」が承認され、オークションに出品されると、他の「利用者」が入札できます。「オンライン

マーケットプレイス」で販売することにより、お客様は以下の規則に従うことに同意するものとしま

す：

○ 「ロット」の「購入者」と「販売者」は、「売買契約」を締結します。 「オンラインオークション」

終了時、お客様は自動的に「ロット」の最高額入札者（「購入者」）と「売買契約」を締結しま

す。お客様が「リザーブ価格」を設定していて、最高入札額が「リザーブ価格」より低い場

合は、その限りではありません。

○ 当社はさくら入札を許容していません。 お客様自身の「ロット」やお客様と関係がある人の
ロットに入札することは認められません。また、お客様と関係がある人にお客様の「ロット」

に入札させたり、お客様の「ロット」に入札するよう誰かに指示したりすることも認められま

せん。当社では、これをさくら入札と呼びます。

○ 当社の「オンラインマーケットプレイス」に出品する「ロット」は、当社の「オンラインマーケッ
トプレイス」にのみ出品されるものとします。 お客様は、当社の「オンラインマーケットプレ

イス」に出品している間、他の販売チャネルに「ロット」を出品しないものとします。当社の

オークションの1つに出品されている場合、お客様は、オンラインプラットフォームやお客様
自身または他者の（ウェブ）店舗を含めた他のウェブサイトから「ロット」を取り下げます。

当社の「オンラインオークション」の1つに出品しつつ、他の販売チャネルを利用して販売す
ると、お客様が「売買契約」に基づく配達義務を履行できなくなるため、この制限が必要な

のです。Catawikiと「購入者」は、「販売者」が常に「売買契約」に基づく義務を履行するこ
とを信頼できる必要があります。

○ 手数料の支払い義務。 商品がCatawikiで売れない場合でも、Catawiki外の販売での購入
を想定して、「販売者」が自身の連絡情報の提供または言及を行ったり、あるいは、「購入

者」の連絡情報を求めたりする場合、「販売者」はCatawikiに手数料を支払う責任を負い
ます。

○ 検索結果における「ロット」のランク付け。当社の「オンラインマーケットプレイス」での検索
結果におけるロットの表示位置やランク付けは、「オンラインオークション」名、カテゴリー

名、「ロット」の詳細、「ロット」のタイトルおよびサブタイトル、「ロット」の説明、検索パラメー

タの（自動）翻訳など、様々な要素によって異なる可能性があります。

https://www.catawiki.com/en/help/lot-status-auction-planning/how-are-my-lots-ranked
https://www.catawiki.com/en/help/lot-submission-evaluation


当社のオークションに関するよくあるご質問は、当社のヘルプセンターでご覧いただけます。

第4条：「ロット」の配達または引き取り
「ロット」が販売されると、当社が「購入者」に「購入価格」、送料（該当する場合）、および「オーク

ション手数料」の支払いを求めます。「購入者」が全額を支払い次第、お客様が「ロット」を「購入

者」に発送するか、または引き取りの取り決めを行うことができるよう当社が「販売者」に連絡しま

す。お客様が商品を「購入者」の「アカウント」に関連付けられた住所に発送する必要があるの

か、「購入者」が「ロット」を引き取るのかは、「ロット」の説明に記載されている配送の詳細によっ

て決まります。

○ 「ロット」は、支払日から3営業日以内に発送または輸送されなければなりません。 「購入

者」が「ロット」を引き取る取り決めになっている場合を除いて、お客様は、当社からの入金

確認受領後、3営業日以内に「ロット」を丁寧に梱包し、発送する必要があります。お客様
は、「購入者」に適切に「ロット」を送付する責任を負い、配送中のトラブルの結果生じた損

害に対する補償義務を負います。 当社の「オンラインマーケットプレイス」で提供または推

薦された配送サービスの利用を選択する場合、当該サービス提供者が提供する利用規約

を参照してください。お客様は、当社の「オンラインマーケットプレイス」を通じて提供または

推薦された配送サービスに関して当社が責任を問われることは一切ないことに同意するも

のとします。規定されている配達期間は決して、法定期間（“fatale termijn”）とみなされるこ
とはありません。

○ 「ロット」は、有効な追跡確認（Track & Trace）を付けて発送しなければなりません。 当社
は、「ロット」の価値に適した書留および/または保険付き配送サービスを利用することを強
く推奨します。「販売者」は、配達が終了するまで、配送中の「ロット」の損傷および/または
紛失のリスクを負うためです。

○ 「ロット」は、お客様のアカウントに記載されている住所から発送しなければなりません。お
客様は、自身のアカウントに記載された住所から「ロット」を発送することを義務付けられて

います。他の住所から「ロット」を発送する場合、自身のアカウントに記載された住所から

発送した場合に徴収されなかったあらゆる費用を負担する必要があります（輸入税や関

税などが含まれますが、これらに限定されません）。

○ 当社はドロップシッピングを認めません。お客様は、「ロット」のドロップシッピングは行うこ
とはできません。お客様が製造者、卸売業者、小売業者またはフルフィルメントハウスなど

の第三者に「ロット」の発送を委託し、それらの第三者が直接「ロット」を「購入者」に発送す

ることはできません。

○ サポート対象外の国からの発送およびサポート対象外の国への発送。お客様は、サポー
ト対象国リストに記載されていない国から、またはサポート対象国リストに記載されていな

い国に「ロット」の販売および/または発送を行うことはできません。 サポート対象外の国か
ら「ロット」を発送すると、債務不履行とみなされ、お客様は「購入価格」の支払いを受け取

る権利を失います。お客様は、Catawikiに適用される経済制裁関連法規を含め、いずれ
かの当事者に適用される法律に違反することになる、または、違反の原因となるような配

送会社や他の第三者を利用することはできません。

○ 当社は、配送に問題が生じた場合、お客様が「購入者」と協力して問題の解決に当たるこ
とをお願いします。 配送中に「ロット」の遅延、紛失および/または破損があり、「購入者」と
解決に至らなかった場合、お客様は配送会社による調査を要求し、その調査に協力しま

https://www.catawiki.com/en/help/during-auction
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す。実施中の調査は、当社が「購入価格」を「購入者」に返金するか、またはお客様に支払

うかを「利用規約」第14条に基づいて決定する権利を損なうものではありません。
○ 送料超過分は「購入者」に返金されなければなりません。送料が「オンラインオークション」
で示されていた金額より少なかった場合、お客様は、「購入者」が支払った送料超過分を

返金する必要があります。

○ 配達不履行の場合のペナルティ。お客様が「ロット」の配達を行わなかった場合、お客様
の側の不可抗力の場合を除いて、Catawikiは「購入価格」の最大25％の即時支払うべき
ペナルティをお客様に課すものとします。このペナルティは、当社が損害賠償を請求する

権利を毀損するものではありません。

配達や引き取りに関してご質問がある場合は、当社のヘルプセンターをご覧ください。

第5条：「ロット」の支払い
お客様は、（i）「購入者」が「購入価格」、送料（該当する場合）および「オークション手数料」を支払
い、（ii）追跡確認（Track & Trace）や他の形式の確認に基づいて「購入者」が「ロット」を引き取っ
た、または「購入者」が商品を受領したことを当社が確認した後、（「販売手数料」が差し引かれ

た）「購入価格」を受領します。

○ 当社は支払いを留保することができます。「購入者」が例えば、「ロット」の破損や不適合を
申し立てることにより、紛争を通知した場合、当社は「販売者」への支払いを留保すること

ができます。

○ 為替レートが適用される場合があります。 各「ロット」の為替レートは、「オンラインオーク

ション」開始時に適用可能なレートで設定されます。「オンラインオークション」中、為替レー

トが変化しても、当社が適用する為替レートは、オークション開始時に設定された為替レー

トです。お客様は、支払われる「購入価格」の自国通貨換算額が、「オンラインオークショ

ン」終了時または「購入価格」の支払い時に適用可能な為替レートを使用した場合より低

い（高い）可能性があることに同意するものとします。当社はまた、お客様に支払いを行う

前に、「購入価格」の小数点以下を四捨五入して整数にすることができます。

○ 「購入者」が支払いを行わない場合、当社は取引を取消すことができます。 「購入者」が

「購入者規約」に基づく義務に従って支払いを行わない場合、当社は「購入者」に督促状を

送付することができます。Catawikiが督促状を送付したかどうかにかかわらず、「購入者」
が設定された期間内に支払いを行わない場合、当社が取引を取消すことができることをお

客様は承知し、認めるものとします。取引の取消しは、「売買契約」の解除と同じではあり

ません。取引の取消しは、売買契約の締結および/または履行をお手伝いするCatawikiの
役割が即座に取消し不能の形で終了することを意味します。当社が取引を取消した時点

で、お客様は、「ロット」を再度出品するか、または「購入者」に直接連絡して、「売買契約」

に基づく自身の権利を行使するかのいずれかを決定できます。お客様は、「売買契約」に

基づく「購入者」の支払い不履行や支払い遅延、または当社による取引の取消しに対し

て、当社が一切責任を負いかねることに同意するものとします。

○ 支払いには、当社の決済サービス提供者の諸条件が適用されます。 当社は、全ての支

払いが安全かつ確実な方法で処理されるように決済サービス提供者と協力します。当社

の「オンラインマーケットプレイス」における決済処理サービスは、当社の決済サービス提

供者によって提供されます。当社の決済サービス提供者は、お客様の居住国によって異

なり、StripeやPayoneerが含まれますが、これらに限定されません。これらの決済処理
サービスは、各決済サービス提供者の諸条件に従って行われます。Stripeの場合、サー

https://www.catawiki.com/en/help/shipping-pick-up


ビスは、Stripeコネクトアカウント契約に従って行われます。Stripe Connectアカウント契約
には、Stripe利用規約が組み込まれています（総称して、「Stripe利用規約」と呼ばれま
す）。Payoneerによる決済処理は、Payoneer利用規約に従って行われます。Catawikiで
販売することにより、お客様は関連する決済サービス提供者の諸条件（随時更新される可

能性があります）に拘束されることに同意するものとします。支払いの受領は、誕生日およ

び「プロ販売者」の場合は会社登録番号など、関連する決済サービス提供者が必要とする

全ての情報が記入されているかどうかに左右されることがあります。決済サービス提供者

が、適用される自社の諸条件に従って支払いを阻止する場合、当社は、当社システム上

で取引を取消し、Catawikiに適用される経済制裁関連法規など、適用法令で許容されて
いる限りにおいて、「購入者」に返金する権利を有します。かかる取引の取消しに関する損

害または決済サービス提供者が適時かつ正当に決済サービスを提供しないことに対し

て、当社は義務や責任を負いかねます。

○ 当社はお客様に支払いを行わない権利を留保します。 お客様が当社の「利用規約」に

従って行動しなかった場合（サポート対象外の国から「ロット」を発送した、または当社の決

済サービス提供者に要求された身元確認情報を提供しなかったなど）、関連する「ロット」

に関する支払いを行わない権利を留保します。このような場合、お客様は、かかる支払い

に関して当社に対して有する可能性のある全ての請求権を喪失することを承知し、認める

ものとします。

○ 法律に違反しないこと。お客様は、Catawikiに適用される経済制裁関連法規を含め、いず
れかの当事者に適用される法律に違反することになる、または、違反の原因となるような

金融機関や他の第三者を利用することはできません。

当社の決済手続きの詳細は、当社のヘルプセンターをご覧ください。

第6条：お客様による「購入者」に対する義務の不履行
お客様が「売買契約」に基づく「購入者」に対する義務を履行しない場合、債務不履行（‘verzuim’
）とみなされ、「購入者」は「売買契約」を解除（‘ontbinden’）する権利を有します。当社は「購入
者」の代理として、お客様に債務不履行通知および契約解除通知を送付することができますが、

送付の義務を負うものではありません。「売買契約」解除の場合、お客様は、「購入者」のいかな

る他の権利も損なうことなく、「購入者」の損害を補償するものとします。これには、「購入者」から

既に受領した「購入価格」を返金することが含まれます。当社は、かかる返金に対して責任を負

いません。「購入者」に対するお客様の義務に関する全ての責任は、最終的にお客様が単独で

負うものとします。提供された「ロット」の説明および写真と一致した「ロット」を引き渡す義務が含

まれますが、それに限定されません。

第7条：お客様によるCatawikiに対する義務の不履行
お客様が「利用規約」に基づくCatawikiに対する義務を履行しない場合、当社は関連する「ロット」
の取引を取消す決定を行うことができます。かかる取引の取消しは「売買契約」の解除と同じで

はありません。「購入者」は自由に、「売買契約」に基づく自身の権利をお客様に直接、行使する

ことができます。当社が取引を取消した場合、取消しの結果、当社が被る全ての損害および費用

に関して、当社はお客様の責任を追求することができます。これは、お客様が当社に対して、他

のいかなる損害に加え、「販売手数料」の支払い義務を負っていることを意味します。お客様はま

た、当社が取引を取消したために徴収できなかった「オークション手数料」の金額も負担するもの

とします。

https://www.catawiki.com/en/help/payments-fees


お客様が当社の「利用規約」を遵守しない場合の結果

当社の「利用規約」第9条の規定に加えて、（i）適用法令（Catawikiに適用されるあらゆる経済制
裁関連法規を含む）を遵守するため、または（ii）お客様が当社の「利用規約」に違反した場合、（
iii）お客様が繰り返し、悪い評価を受けた、もしくは、お客様の行動や態度に問題があることを当
社が認識した場合、または（iv）当社の「オンラインマーケット」や他の「利用者」を保護するために
必要である、もしくはそれが一般の利益になると当社が誠実に考える場合（例えば、（v）詐欺など
の違法行為を防ぐため）、当社は以下の措置の1つあるいはいくつかを講じることができます：

● 一時的または永久に、当社の「オンラインマーケットプレイス」へのお客様のアクセスを制

限するか、「ロット」の販売および/または「ロット」に入札するお客様の権限を制限します；
● 一時的または永久に、お客様のアカウントに関連するあらゆる特別のステータスを無効

にする、および/または、お客様と締結された商業契約を即座に終了させます；
● 一時的または永久に、お客様のアカウントへのアクセスを制限します；

● お客様が（i）当社の最初の要求に応じて合理的な期間内に、正確な金融機関情報、連絡
先、身元確認情報を提供していない場合、（ii）当社の決済サービス提供者によって注意
喚起のフラグが立てられた場合、または（iii）PEP（公的要人）もしくは制裁リストのチェッ
クに通らなかった場合、または（iv）もしくは（v）お客様に対する「サービス」の提供は、
Catawikiに適用される経済制裁関連法規の下で禁じられている、もしくは制裁の対象と
なり得るとCatawikiが決定した場合、さもなければ所轄官庁にそのように指示された場
合、お客様は債務不履行とみなされ、（a）あらゆる支払い（返金を含む）が留保される、ま
たは（b）支払い（返金を含む）を受領する権利を失うことになります。Catawikiが本文書の
第7条に言及されているあらゆる他の手段を取る権利は、これによって毀損されないもの
とします；

● 「購入者」がクレジットカードで支払いをしており、お客様が本「販売者規約」に基づく義務

に従わなかったため、「購入者」がチャージバックに成功した場合、当社は次の（i）から（iv
）を行うことが認められます。（i）お客様のアカウントをブロックする、（ii）チャージバックや
それに関するあらゆる他の費用に充てるため、当社がお客様に対して有する債権と相殺

する、または償還請求する（iii）お客様への今後の全ての支払いを阻止する、および（iv）
お客様に対する法的措置を講じる。

これらの措置の1つまたはいくつかが講じられる場合、当社は電子メールで（最新の確認済み
メールアドレスに宛てて）、当該措置が講じられた理由を記載してお客様に通知します。当社のヘ

ルプセンターでは、当社がお客様のアカウントへのアクセスを制限、停止、終了することができる

理由に関するより詳しい情報をご確認いただけます。

当社が、お客様の「アカウント」へのアクセスを永久に制限することを決定した場合（すなわち、お

客様の「アカウント」の終了）、当社は、「アカウント」終了の30日前にその理由を通知するよう努
力するものとします。この30日前の通知は以下の場合には適用されないものとします：

● 当社が、お客様に対する当社サービス全体を終了することを義務付ける法規制に従う場

合；

● 当社が、欧州法および/または国内法に基づく必要不可欠な理由によって終了の権利を行
使する場合；



● お客様が繰り返し、当社の「利用規約」に違反した場合。

● お客様が、手数料または「オークション手数料」を回避する目的で、Catawikiの「オンライン
マーケットプレイス」外で「利用者」と売買契約を結んだ場合。

上記の事項は決して、当社がお客様に対して法的措置を講じることを妨げるものではありませ

ん。

他の「利用者」に対してまだ「売買契約」に基づく特定の義務がある期間に、お客様の「アカウン

ト」が終了された場合、またはお客様の「アカウント」へのアクセスが停止された場合、当社は未

決済の取引を取り消す権利を有します。お客様に対する未払金がある場合、経済制裁関連法規

を含め、適用法令に許容される限りにおいて、お客様は、お客様が当社の「利用規約」に違反し

たために当社が被った損害金額を該当金額から差し引いた金額を受領するものとします。

当社はまた、本「販売者規約」を含めた当社の「利用規約」の違反が行われるたびに1,000ユー
ロの即時支払いのペナルティを課すことも認められます。これによって、実際の損害賠償金の支

払いを求める当社の権利は毀損されないものとします。当社は、この罰金を課す前に、警告を与

える努力をいたします。ただし、重大な違反の場合は、この罰金を課す前に警告を与えません。

ペナルティは、以後、当社の「利用規約」に違反するたびに10%増加します。可能な場合、当社
は当社の「利用規約」に従ってこのペナルティを清算するために、あらゆる支払い（「購入者」から

お客様への支払いを含む）と相殺または償還請求します。

第8条：内部連絡
○ 「購入者」とのご連絡。 お客様は、当社の内部メッセージングシステムを利用して、「購入

者」と直接連絡を取ることができます。このシステムは、「ロット」の配達や引き取りに関し

て取り決めたり、「購入者」の質問に答えたりする上でとても役立ちます。このシステムは、

以下の活動に利用しないものとします：

1. 求められていない宣伝や広告、寄付の要求、または迷惑メールを送ること；
2. 他の「利用者」に対する侮辱、嫌がらせまたは差別；
3. 手数料または「オークション手数料」を回避する目的で、Catawikiの「オンライン
マーケットプレイス」外で「利用者」と売買契約を結ぶこと。

「購入者」に与えられたフィードバックに返信したい場合、お客様のいかなる反応にも当社の

「フィードバックポリシー 」が適用されることに注意してください。返信前に必ずご一読ください。

● 当社とのご連絡（カスタマーエクスペリエンス）。当社の「オンラインマーケットプレイス」で

技術的な問題が発生している場合、または当社の「サービス」に何らかの形でご満足い

ただけない場合、当社の経験豊富で国際的なカスタマーエクスペリエンスチームができる

限りお手伝いいたします。当社は、お問い合わせや苦情を受け取った際、適時ご連絡を

差し上げるよう合理的な努力をいたします。また、可能な場合は、解決策を提供します。

● 当社とのご連絡（調停）-「プロ販売者」のみ。当社は、お客様と当社の間のあらゆる問題
を自力で解決したいと考えていますが、「プロ販売者」の場合は、調停を介した裁判外の

紛争解決を行うため、当局に苦情を提出することもできることを知っておいていただきた

https://www.catawiki.com/en/help/seller-terms/seller-feedback-policy


いと思います。当社は、当社の社内苦情システムを利用して解決できなかったあらゆる

紛争に関して、（i）紛争解決センター（CEDR）か（ii）e-POMのいずれかと進んで協力いた
します（詳細はそれぞれのウェブサイトをご覧ください）。

第9条：他の「利用者」との紛争
当社は、「利用者」間のあらゆる紛争は、「利用者」自身で解決することを期待します。

Catawikiは、お客様と「購入者」の間を調停するための合理的な努力を行います。利用規
約に基づく当社の権利および義務を保護するため、お客様と「購入者」の間の苦情や紛

争は、当該問題の発生後、可能な限り速やかに当社に報告しなければなりません。

「購入者」に連絡する場合：販売済みロットに進み、 ‘注文の詳細’をクリックし、その販売の注文
ページを表示してください。次に、‘メッセージを送信’のリンクをクリックすれば、「購入者」にメッ
セージを送ることができます。

Catawikiに連絡する場合：関連するヘルプセンターの記事に含まれているお問い合わせフォー
ムを利用してメールを送信し、当社カスタマーサポートチームの1つに連絡してください。

当社が支援しても満足のいく解決策が見つからない場合、当社は、当社の「利用規約」第14条に
従って行動します。これには、「購入者」に返金するか、「販売者」に支払うかを決定する当社の

権利が含まれます。ただし、お客様はいかなる時でも自由に、「売買契約」に基づく権利を行使ま

たは、「売買契約」に関する請求について直接「購入者」と議論することができます。

第10条：Catawikiの監査
当社の「オンラインマーケットプレイス」を全ての「利用者」にとって安全かつ安心なものにするた

めに、当社は独自の裁量で（いくつかの）「ロット」の品質を物理的に監査することを決定すること

ができます。かかる監査では、当社は（i）直接または間接的に、当社独自の「オンラインオーク
ション」を通じてお客様から「ロット」を購入する、または（ii）お客様のオフライン施設を訪ねて、
「ロット」を直に調査することができます。かかる監査に基づき、当社は独自の裁量で、取引の取

り消しを含めた適切な措置を講じることができます（「ロット」が当社の品質水準に達していない場

合、または、当社の「提出ガイドライン」に従っていない場合など）。ただし、当社の「オンライン

マーケットプレイス」に「ロット」を出品する場合、「ロット」の説明に合う「ロット」を供給する責任

は、常にお客様にあります。監査が行われたかどうかにかかわらず、あらゆる「ロット」の選択、説

明、適合性または品質に対して、当社は責任を負いかねます。

第11条：データ
当社の処理対象となるデータ並びに当社がデータを処理する方法や理由およびお客さまの権利

については、「プライバシーポリシー」をご覧ください。ただし、当社の「サービス」によって生成さ

れたデータのうちどのデータが「販売者」としてのお客様に利用可能であるかを知ることも、お客

様にとって重要であるかもしれません。この情報は、お客さまの「アカウント」でご覧いただけま

す。「販売者」が利用可能なデータに関するよくあるご質問は、当社のヘルプセンターでご覧いた

だけます。

https://www.catawiki.com/help/buyer-policies/privacy-policy
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