令和 3 年 12 月 7 日改定
アライ建機オークション

商 談 の ル ― ル
1．商談について
落札店が流札機械・流札車両の購入を希望する場合は、オークション終了後 30 分以内に限りアライオークションに商
談として AI-NET 内の入力フォームまたは所定の用紙に必要事項を記入したうえ、購入を申し込むことができます。
アライオークションは落札店の入力フォームからの申し込みにより、出品店との商談環境を提供致します。
この場合、アライオークションは落札店と出品店との価格交渉に関与せず、落札店が入力フォーム上で出品店の提示価
格を承諾した時点をもって、売買契約が成立し、アライオークションは規約で定めた商談手数料にて処理を致します。
尚、落札店または出品店から商談取消の申告があった場合は商談不成立とします。

2．逆商談について
出品店が流札機械・流札車両の売却を希望する場合は、オークション終了後 30 分以内に限りアライオークションに逆
商談として AI-NET 内の入力フォームに必要事項を入力したうえ、売却を申し込むことができます。
アライオークションは出品店の入力フォームからの申し込みにより、落札店との商談環境を提供致します。
この場合、アライオークションは落札店と出品店との価格交渉に関与せず、出品店が入力フォーム上で落札店の提示価
格を承諾した時点をもって、売買契約が成立し、アライオークションは規約で定めた商談手数料にて処理を致します。
尚、落札店または出品店から商談取消の申告があった場合は商談不成立とします。

3．商談キャンセル
商談で売買契約が成立した機械・車両に関しては売買契約が成立した時刻から 1 時間以内に限りキャンセル申請がで
きます。
(1)落札店がキャンセルを申請した場合、落札店負担のキャンセルが発生します。
(2)出品店がキャンセルを申請した場合、出品店負担のキャンセルが発生します。
※負担するキャンセル料は規約に準ずる。

4．クレーム
ノークレームとします。

5．商談スタート金額
スロー価格下 10 万円まで応札がない場合、スロー価格下 10 万円からの商談スタート
スロー価格下 10 万円以内まで応札があった場合、最終応札価格＋3 万円からの商談スタート
※スロー価格によって、商談スタート価格は変動しない。

6．手数料
(1)商談手数料：落札手数料+5,000 円（落札店負担）
(2)逆商談手数料：成約手数料＋5,000 円（出品店負担）

7．商談保留
商談保留は保留開始後 30 分間を制限時間とします。
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1.Negotiation:
The buyer can apply for negotiation by filling in a form from AI-NET for any unsold items no longer than
30 minutes after the auction ends.
We will negotiate on behalf of you with the seller according to the price you have filled on the form.
Negotiation will be successful and service charges will be charged at a fixed price when the seller agrees to
sell the item at the buyer’s applied price.
Negotiation will be unsuccessful if either the buyer or the seller decides to cancel the negotiation.
2.Reverse negotiation:
The seller can apply for negotiation by filling in a form from AI-NET for an unsold item no longer than
30 minutes after the auction ends.
We will negotiate on behalf of you with the buyer according to the price you have filled on the form.
Negotiation will be successful and service charges will be charged at a fixed price when the buyer agrees
to buy the item at the seller’s applied price.
Negotiation will be unsuccessful if either the buyer or the seller decides to cancel the negotiation.
3.Cancellation
You may only cancel the negotiation within 1 hour after a successful negotiation.
1. If the buyer cancels the negotiation, the buyer will be charged with a cancellation fee.
2. If the seller cancels the negotiation, the seller will be charged with a cancellation fee.
*Cancellation fee is based on our terms.
4.Complaints
We do not accept any complaints.
5.Negotiation starting price
If there was no bid within 100,000JPY below the slow price, the starting price will start with 100,000JPY
below the slow price.
If there was a bid within 100,000JPY below the slow price, the starting price will start from 30,000 plus
the highest bid price.
*Slow price will not affect the negotiation starting price.

6.Service charge
(1) Negotiation service charge: success bid fee+5000JPY (Only the buyer will be charged)
(2) Reverse negotiation service charge: commission fee+5000JPY (Only the seller will be charged)
7.Negotiation hold
Negotiation can only be hold up to 30 minutes.
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