入札前のご注意
出品物が中古品の場合､程度に敏感な方は､必ず詳しい程度･状態をご確認の上ご入札下さい。
気になる事がございましたら､ご質問欄にてご連絡下さい。
※ご質問に関しては､10時～18時の間で返答させて頂きます。時間外の返答は翌日となります。
終了日当日の入札削除は対応で出来ません。ご了承下さい。
ジャンク品に関しては､記載の内容以外にも傷/汚れ等がある場合がございますが
ノークレーム､ノーリターンでお願い致します。(記載に無いからといった返品はお受け出来ません)
ご理解の上､ご入札頂けます様､お願い致します。

返品/キャンセルに関して
お客様都合による返品・交換は一切受け付けておりません。
万が一､落札後キャンセルの場合は､お客様都合による取り消しをさせて頂きます。
またその際､自動的に「悪い」評価がついてしまいますのでご注意下さい。

破損品/不良品/記載の内容と異なる等の不備対応
弊社にて全ての商品を検品し出品をして万全を期しておりますが
万が一､破損品/不良品/記載の内容に無い症状が出る等の不備がございましたら
商品到着５日以内に､弊社までご連絡頂けます様､お願い致します。
早急に対応させて頂きます。また同一商品はございませんので､全て全額返金にて対応させて頂きます。
※返金は商品の､ご返送を頂いてからとなります。ご了承下さい。
メーカー同様､液晶のドット抜け､バッテリーの残量不足等は､不良品の対象外となりますのでご了承下さい。

※下記の場合は弊社以外の対応となります。
・新品/未使用品メーカー保証期間内商品は､お客様ご自身でのメーカー対応とさせて頂きます。
当店では対応出来かねますので､予めご了承下さい。
・配送中の破損に関しては､各運送会社での対応となりますので､運送会社までお問い合わせ下さい。

落札

【御落札頂き誠にありがとうございます】

ＹＡＨＯＯＩＤに登録のメールアドレスに落札通知メールが届きます。
メール内に弊社からの重要なご案内がございますので､必ずご確認をお願い致します。
※メールが届かない場合
・迷惑フォルダに振り分けられている可能性がございますのでご確認下さい。
・迷惑メールフィルタを設定されている方は､今後お取引にメールを使用しますので
[kasukabe@e-daikoku.com]からのメールを受け取れるように設定をお願い致します。
・ご登録のメールアドレスが合っているかどうか､ご確認下さい。
ヤフオクより落札メールが届くアドレスが､ご登録のアドレスとなります。
万が一メール未着の場合は､大変お手数ですが連絡掲示板よりご連絡頂けますようお願い致します。
落札後の簡単な流れをご案内させて頂きます。

落札
落札通知を
確認下さい。

オーダー
フォーム
入力

決済
もしくは
振込

発送

商品到着

落札後３日
以内にお願い
致します。

落札後７日
以内にお願い
致します。

入金確認後
発送させて
頂きます。

発送後
１～３日程度で
到着します。

オーダーフォーム入力のご案内
弊社はオークションストアとなります。
個人間取引とは異なり､オーダーフォーム入力(お客様情報入力)が必要となります。
落札したYahoo! JAPAN IDでログインして頂き、マイ・オークションの「落札分」を表示します。
落札したオークションが一覧表示されますので、該当のオークションのタイトルをクリックして
商品ページを表示します。
または、落札時にヤフオク!から届く落札通知に記載されているURLから商品ページを表示します。
オーダーフォームのご入力は落札日含め､３日以内とさせて頂きます。
円滑にお取引を進める為に､何卒宜しくお願い致します。

※重要※ 酒類ご購入のお客様へ、オーダーフォームご入力時
ご要望欄に生年月日の入力をお願い致します。未成年者飲酒禁止法に基づき
年齢確認が出来ない場合､酒類の発送は出来ませんので､あらかじめご了承ください。
※重要※ トイガンご購入のお客様へ、オーダーフォームご入力時
ご要望欄に生年月日の入力をお願い致します。対象年齢が記されている商品となります。

※重要※ 時計・宝飾品ご購入のお客様へ､オーダーフォームご入力時
ご要望欄に生年月日/ご職業の入力をお願い致します。古物営業法に基づき
年齢/職業の確認が出来ない場合､発送は出来ませんので､あらかじめご了承ください。
複数点ご落札の場合でも､１点のみで無く､全てご入力お願い致します。

オーダーフォーム画面が表示されましたら､必要な部分を入力お願い致します。
※下記はイメージ画像となります。内容が異なる場合がございますので､ご注意下さい。

お支払いのご案内
弊社商品はストア出品となりますので､落札金額に別途消費税がかかります。

商品代金＋消費税＋送料の入金をお願い致します。

商品代金
例…御落札金額
10,000円
の場合

＋

消費税
例…10,000円
の場合800円

＋

送料
例…送料500円

お支払
＝ 金額合計
例…11,300円

お支払は落札日より７日以内に完了下さい。お取引を円滑に進める為､何卒お願い致します。
①かんたん決済
オーダーフォームのご入力が完了していない状態では､かんたん決済をご利用頂けません。

同日落札商品に限り同梱が可能でございます。※同梱に関しては同梱説明をご確認下さい。

同梱の場合は１点(一番高い送料)のみ送料部分に金額を入れ､残りの商品は送料を０円に設定して下さい。

②銀行振込
みずほ銀行のみとなります。(みずほ銀行以外はいかなる理由がありましてもお受け出来ません。)

同日落札商品に限り同梱が可能でございます。※同梱に関しては同梱説明をご確認下さい。
同梱の場合は１点(一番高い送料)のみ送料を合計してお支払下さい。

落札者氏名とお振込名が異なる場合はオーダーフォームのご要望欄に必ずご記入下さい。
確認が出来ない場合､発送が出来ませんのでご注意下さい。
振込手数料は落札者様負担となります。
当日１４時までにご入金の場合は当日発送となります。
金融機関営業日のみ確認が可能ですので､金融機関がお休みの場合と
金曜日の１４時以降振込分は､金融機関の営業日の確認となります。
みずほ銀行

八重洲口支店

普通口座

店番026

口座番号2410072

カ）ダイコクヤ

③代金引換
代金引換をご選択の場合は､到着時お支払下さい。※現金のみとなります。
※佐川急便e-コレクト(クレジット/デビット払い)はご利用出来ません。
代金引換をご利用の場合は､別途代金引換手数料が必要です。
落札金額 ３万円未満…５００円
落札金額 ３万円以上…１０００円
※沖縄県､その他離島への代金引換は受付できませんので､選択しないようにお願い致します。
代金引換は当日１４時までにオーダーフォームにご入力頂ければ､当日発送させて頂きます。

※ご注意※
かんたん決済/お振込共に入金確認のご連絡は行っておりません。
１４時までに決済/お振込が確認できました分に関しましては当日発送
させて頂きますので､１７時以降に届きます､発送連絡をお待ち下さい。
決済/入金済みの連絡は特に必要ありません。

同梱サービスのご説明
配送先が同じで､同日落札分に限り､送料１点分のみの同梱サービスをご利用頂けます。
※沖縄県､その他離島のお客様は別途送料をご案内させて頂きます。
同梱サービスご利用の場合は､商品のうち､送料のもっとも大きい金額の分のみお支払下さい。
※一部大型商品は同梱対象外商品となります。
※梱包の関係上､発送が２個口に分かれてしまう場合がございますが､送料は１点分のみとなります。

例をご紹介します。
スマートフォン

ドコモ iPhone7 128GB

落札金額○○円

送料５００円

4/1落札

一眼レフカメラ

Nikon D500 ボディ

落札金額○○円

送料１,０００円

4/1落札

日本酒

十四代 龍泉

落札金額○○円

送料１,０００円

4/1落札

工具

マキタ 充電式ハンマードリル

落札金額○○円

送料１,５００円

4/1落札

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
この場合､送料はもっとも大きい１,５００円のみとなります。
上記の場合ですと､１点１点発送より２,５００円お得になります!!!
下記の様な場合は同梱サービスをお受けできません。
・落札日が異なる場合
・同梱不可と記載のある商品
・１点で１６０サイズを超える商品
・異なるヤフオクＩＤでご落札の場合(発送先が同じでもご利用頂けません)

クール便サービスのご説明
ワイン・日本酒､その他お酒を御落札のお客様はクール便の受付が可能です。
通常の配送料金＋５００円が必要となります。
クール便ご希望の場合は､オーダーフォーム入力時､送料をクール便に指定して下さい。
沖縄県､その他離島のお客様もご利用可能です。(送料は別途ご連絡させて頂きます)
※配送日時指定も承りますが､通常配送にかかる日数､プラス１日かかりますのでご注意下さい。
例…発送日4/1 東京都内まで発送 通常翌日の4/2に着きますが､クール便の場合は4/3となります。
佐川急便 飛脚クール便 ＨＰ…
http://www.sagawa-exp.co.jp/service/h-cool/

商品発送のご案内
商品の発送に関しては佐川急便のみとなります。(配送会社の指定はお受け出来ません)
※沖縄県/その他離島に関してはゆうパックもしくはヤマト宅急便となります。

配送日/配達時間の指定も可能です。

ご希望の際はオーダーフォームご入力時､ご要望欄に入力下さい。
※クール便ご希望のお客様は通常配送にかかる日数､プラス１日かかりますのでご注意下さい。
例…発送日4/1 東京都内まで発送 通常ですと翌日の4/2に着きますが､クール便の場合は4/3となります。

午前中

佐川急便 時間帯指定
12～14時 14～16時 16～18時 18～20時 18～21時 19～21時

①かんたん決済の場合
かんたん決済完了が当日１４時までの場合､確認後当日発送させて頂きます。
１４時以降に決済されました分に関しては､翌日発送となります。
決済の入金確認は行っておりません。
集荷完了後､発送のご連絡を､ご登録のメールアドレスと連絡掲示板へ１７時以降
ご連絡させて頂きますので､こちらの連絡をもって､入金確認連絡とさせて頂きます。

発送作業
佐川急便集荷
発送連絡
入金確認
前日１４時以降
１５～１７時に
通常１７時頃
集荷完了後１７
当日１４時まで
行います
集荷に来ます
時
②銀行振込の場合
お振込が当日１４時までの場合､確認後当日発送させて頂きます。
１４時以降にお振込されました分に関しては､翌日発送となります。
お振込の入金確認は行っておりません。
集荷完了後､発送のご連絡を､ご登録のメールアドレスと連絡掲示板へ１７時以降
ご連絡させて頂きますので､こちらの連絡をもって､入金確認連絡とさせて頂きます。

発送作業
佐川急便集荷
発送連絡
入金確認
前日１４時以降
１５～１７時に
通常１７時頃
集荷完了後１７
当日１４時まで
行います
集荷に来ます
時
③代金引換の場合
代金引換は当日１４時までにオーダーフォームにご入力頂ければ､当日発送させて頂きます。

オーダーフォー
前日１４時以降
当日１４時まで

発送作業
１５～１７時に
行います

佐川急便集荷
通常１７時頃
集荷に来ます

発送連絡
集荷完了後１７
時

領収書に関して
お振込/かんたん決済をご利用のお客様は領収書の発行が可能です。
オーダーフォームご入力時に､ご要望欄にご入力下さい。
その際「お宛名」「品名(お品物の商品名､もしくはカテゴリの商品名のみとなります)」を
一緒にご入力お願い致します。
尚､ご希望の領収書は商品外側に添付してあります
オレンジ色で弊社ロゴ記載のある封筒に入っております。誤って破棄なされないよう､お願い致します。
商品代金引換サービスをご利用のお客様は､佐川急便様の送り状が領収書となりますので
２重で発行は出来ません。ご了承下さい。

長期不在でお受け取り頂けなかった場合
☆お振込/かんたん決済でご購入のお客様の場合☆
長期不在でお受け取りになれなかった場合は､１週間ほどで佐川急便様の方より弊社に返送されます。
弊社到着後､お客様に再度ご連絡させて頂き､連絡がつき次第､発送させて頂きますが
この際の発送に関しては､着払いにて発送させて頂きますので､ご了承下さい。
☆代金引換でご購入のお客様の場合☆
弊社到着後､お客様都合によるキャンセルとし､落札を取り消しさせて頂きます。
またその際､自動的に「悪い」評価がついてしまいますのでご注意下さい。

評価に関して
弊社からお客様へ先に評価する事はございません。
評価頂きました方のみ､自動的に評価を返信するシステムとなっておりますので
評価不要の場合は､弊社への評価も不要となります。ご注意下さい。

店頭販売に関して
出品中の商品は店頭での販売は行っておりません。
ご連絡/ご来店頂きましても､お求め頂けませんので､ご了承下さい。
御落札後の､店頭受取は春日部店のみとなります。(大黒屋その他店舗での受取は出来ません)

スマートフォンをお求めのお客様へ
弊社出品商品は全て二次流通品となります。
よって記載のキャリア以外でのご使用､ならびにＳＩＭロック解除は出来ません。
必ず記載のキャリアで使用を想定し入札下さい。
またＳＩＭフリーの記載のある商品に関しては国内３社(au/softbank/docomo)の
ＳＩＭカードのみ確認しておりますので､海外ＳＩＭや格安ＳＩＭ等の
使用有無は確認を行っておりません。
※上記理由での返品/交換/クレーム等は一切お受け出来ません。
了承の上､入札頂けます様､何卒宜しくお願い致します。

運営会社/お問い合わせ先
お問合せ（E-Mail） kasukabe@e-daikoku.com
※商品に関するお問合せは「出品者への質問」にてお問い合わせ下さい。
住所
〒344-0067 埼玉県春日部市中央8-8-11
株式会社 大黒屋 リサイクル館 春日部店
会社・運営部署

http://www.e-daikoku.com/

営業時間
古物商

【全日】10:30～19:30
オークションに関するお問い合わせは18:00までとなります。
埼玉県公安委員会 第431260023220号

