
２０１２年１月２０日よりご利用規約を変更させていただきます。 

変更は以下の箇所となります。 

【変更 ２０１２年１月２０日より】※2012/1/20 午後１時締め後より適応 

------------------------------------------------------------------------------------- 

【条文の追加】 

 

第 33条（反社会的勢力との絶縁の保証） 

1. 乙は、甲に対し、次の各号に定める事項について保証する。 

(1)乙は暴力団等の反社会的勢力から、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、

資本・資金を導入し、資本・資金上の関係の構築を行っていないこと、及び、今後も 

行う予定がないこと。 

(2)乙は暴力団等の反社会的勢力に対して、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問 

わず、資金提供を行っていないこと、及び、今後も行う予定がないこと。 

(3)暴力団等の反社会的勢力に属する者およびそれらと親しい間柄の者を、乙の役員等に 

選任しておらず、また従業員として雇用してはいないこと。 

(4)暴力団等の反社会的勢力が、直接・間接を問わず、乙の経営に関与していないこと。 

2. 甲は、乙が前項の保証に反すると合理的に判断したときは、本契約を解約することが 

できるものとする。 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ご利用規約       

                                                                                                         

利用条件を定めるものです。以下の利用条件をよくお読みになり、これに同意される場合

にのみご登録いただきますようお願いいたします。 

   

お取引の前に以下をお読みいただきますようお願いいたします。  

 

コモライフ株式会社（以下、当社）が実施、運営する企業間取引サイト「Ａ＆Ｂトレード」

（以下、本サイト）など諸々のサービス 、取引について、当社と商品の再販売を目 

的とした店舗を所有する事業者（以下、利用者）との取引について、以下の通り契約を締

結します。 

 

■第 1章 総則 

第 1 条（基本契約） 本契約は当社が運営する本サイト上の利用者すべてに適用されるも

のとし、利用者はすべて本契約に同意したものとみなします。    



また本契約とは別に、個別契約が存在する場合、本契約と個別契約が両方の契約が適用さ

れ、本契約と個別契約が異なる契約が存在する場合、個別契約が適用されるものとする。                      

 

第 2 条（契約変更） 当社は利用者の事前承諾を得ることなく本契約、個別契約及び諸規

定を追加又は変更できるものとし、利用者は追加または変更後の規約の内容を承諾するも

のとします。        

 

第 3 条（サービス） 利用者は本サイト上において、指定された商品の購入、サービスな

どの提供を受けることができる。 

また、別途契約を行うことで、有償で商品掲載代行などのサービスを受けることができる。  

 

第 4 条（複製、転載、加工）利用者は本サイト上に掲載された情報（映像・音声・文章・

写真などを含む）コンテンツを当社の許可なく、複製、転載、加工してはならないものと

する。 

ただし、当社が転載を許可した商品ページについては当社の許可を得ることなく掲載でき

るものとするが、当社との取引以外で掲載ページを使用してはならないものとする。 

提供する画像等の著作物は、当社または、当社仕入先が所有するものであり、二次転用な

ど無断で使用してはならず、当社より掲載中止の連絡を利用者に通知した場合、利用者は

直ちに掲載を中止するものとする。     

 

第 5 条（サービスの中断、停止）当社は本サービスの保守又は工事や障害などが発生し、

やむを得ない場合や、サービスの一時的中断が必要と判断した場合、利用者に事前通知す

ることなく、 

本サイトの一部、または全部のサービスを中断、停止することができるものとする。 

 

■第 2章 登録                                                  

第 6 条（取引登録）本サイトに取引登録ができるのは店舗を所有する法人、個人の事業者

のみとする。 

当社は利用申込者に対し、登録の際に、法人に関しては発行後 3 ヶ月以内の会社登記簿謄

本、個人事業主に関しては発行後 3 ヶ月以内の住民票などの本人を確認できる資料の提出

を要求する場合がある。 

 

第 7条（登録期限） 利用者の取引登録の有効期限は登録日より 6ヶ月間とする。 

有効期限日が到来したときには当社基準として引き続き取引登録が有効と認められた場合

に限り、有効期限を 1年更新するものとする。 

                           



第 8 条（登録変更） 利用者は、商号、代表者、本社所在地、電話番号、ファクシミリ番

号、Ｅメールアドレス、店舗ＵＲＬ、配送先住所など登録取引情報について変更があった

場合、本サ 

イト上でただちに登録情報を変更しなければならないものとします。 

利用者が登録情報を変更しなかった場合に発生した取引上の損害に対し、当社は責任を負

わないものとする。 

 

第 9 条（登録解除） 当社は、以下に該当する場合は利用者の取引登録を解除できるもの

とする。 

また、利用者は取引によって生じた支払い期限の利益を失い、ただちに債務全額を支払う

ものとする。 

  

   1.債務の支払い遅滞、または怠った時 

   2.本契約の各条項に 1つでも違反した時 

   3.差し押さえ、仮差押え、仮処分を受けた時 

   4.会社整理、会社更生手続き、民事再生手続き、 

        破産、競売を申し立てられた時 

   5.振り出し、裏書し、もしくは引き受けた手形または 

        小切手について、不渡り処分を受けた時 

   6.支払い停止状態に陥った時 

   7.財務状態が著しく悪化し、または、その恐れがあると 

         認められる時         

      8.登録内容に虚偽の申告があった時 

      9.その他当社が利用者として不適切と判断した時  

     10.特別清算を行った時 

 

■第 3章 発注                                                  

第 10条（売買契約） 

1.利用者が本サイトで商品発注をし、当社が定める所定の時間で発注を締め切り、当社が発

注確認をした時点で売買契約が成立したものとする。 

売買契約成立後、発注のキャンセル、変更はできないものとする。        

ただし、商品により、別途当社がキャンセルを認めるものについては、各商品ごとに定め

られた規定のキャンセル手数料を利用者が支払うことにより、利用者はキャンセルできる

ものとする。 

2.当社が別途定める高額商品については、利用者の支払い条件に関わらず、当社の定める金

額を振り込むことで売買契約が成立したものとする。                                                           



 

第 11条（受注方法） 利用者の発注は、当社が指定する方法によって当社が受理した場合

にのみ有効とし、システムトラブル、その他都合により当社で受理できない場合は無効と

する。 

 

第 12条（商品価格） 本サイトで表示される価格は個別に表示されるものを除き税抜き価

格とし、送料、代引き手数料、その他手数料は含まれないものとする。 

また、価格は、発注時の価格となり、発注後あるいは納品までの期間に価格変更が生じた

場合にも、商品価格の変更は行わないものとします。ただし、当社は商品価格に記載の訂

正があった場合、価格を変更できるものとする。        

 

第 13条（納期表示） 当社は、表示する納期について提供できる最新の情報を利用者へ提

供する努力をする義務を負うが、表示する納期に変更があった場合に利用者または第三者

に発生した損害に対し責任を一切負わないものとする。 

 

第 14条（受注取消） 当社は、以下の場合、利用者に通知することによって受注を取り消

しできるものとし、取り消しによって生じた損害に対する責任は一切負わないものとする。 

   1.利用者の取引登録情報に虚偽があった場合 

   2.製造メーカーで商品の生産終了や、欠品などの理由により、当社が利用者に納品す

ることが不可能または著しく困難である場合 

   3.当社が数量を限定している商品について、その限度量を超えて注文が入った場合 

   4.その他、取り消すことについてやむを得ない事由があると認められる場合 

   5.その他当社が利用者として不適切と判断した場合 

 

<商品代金(上代税抜)10 万円以上の高額品に関する確認事項> 

本商品に関しましては、ご注文後に利用者および、利用者の顧客の都合によるキャンセル・ 

変更は一切お受けできません。 

ご注文をいただいた後、当社 3 営業日以内に発送予定日のご連絡をさせていただきます。 

この連絡をもって発注確定とさせていただきます。 

商品確保が困難な場合など、納期が確定できない場合は、キャンセルのご連絡をさせてい 

ただきます。 

また、当社が指定した納期より、大幅に遅れるなどが発生した場合は、本商品のキャンセ 

ルをお受けいたしますので、発注確定連絡が届いた 3 営業日以内に当社までご連絡くださ 

い。 

上記内容にご了承いただける場合のみ注文いただきますようお願いいたします。 

 



第 15条（商品情報に対する免責） 当社は本サイトで表示する商品情報に対して正確性を

期すが、誤った情報によって利用者に生じた損害について賠償責任を一切負わないものと

する。   

 

第 16条（製造物賠償責任に対する免責） 商品の欠陥により生じた、製造物賠償責任につ

いては、当社が製造元であるものを除き、製造元が責任を負うものとする。 

       

                                           

■第 4章 配送 

第 17条（商品引渡しに対する免責） 当社は天災地変、法令の制定改廃、事故、公権力の

行使に基づく処分、取引先の倒産、納品遅延、商品の予期せぬ不良、その他やむをえない

事情により商品引渡しの遅延または引渡しができなかった場合、ただちに利用者に通知し

ますが、当社は何ら賠償責任を負わないものとする。 

 

第 18条（配送状況確認） 当社は商品出荷後、商品の配送の未着、遅延について一切責任

を負わないものとする。 

ただし、利用者からの問い合わせに対しては、指定の配送業者の配送状況を連絡するもの

とする。 

 

第 19 条（利用者送料負担） 利用者は税抜き発注金 50,000 円未満の発注について以下の

送料を支払うものとする。 

 

支払金額合計             

               

利用者の支払金額が 50,000円以上の場合、送料無料 

利用者の支払金額が 40,000円から 49,999円の場合、1件一律 150円 

利用者の支払金額が 30,000円から 39,999円の場合、1件一律 300円 

利用者の支払金額が 29,999円以下の場合、1件一律 600円 

北海道、沖縄は別途 300円追加。 

 

ただし、メーカー直送品の送料に関しては、各ＷＥＢページの商品ごとに記載されている

料金が適用されるものとする。 

 

 

また、利用者の支払金額実績及び支払い見込みにより、当社と利用者で協議の上、新たな

利用料金を決定することができる。 



 

 

第 20条（代引手数料） 利用者は代引支払いで発注した場合、代引手数料を支払うものと

する。 

 

第 21条（配送日指定） 利用者は発注用商品の取り置き、予約、配送日時の指定はできな

いものとする。 

ただし、商品出荷後、運送会社に連絡をして配送日指定をすることはできるものとする。 

 

第 22条（商品受領拒否） 当社は利用者指定の配送先に配送したにもかかわらず、利用者、

またはその指定する者が商品の受領に応じない場合、 7 日間を期限として商品を保管する

ものとする。 

また、この期間の商品保管料を請求できるものとする。 

 

期間を過ぎても利用者が商品を受け取らない場合は、違約金として商品相当額を請求でき

るものとする。 

 

第 23条（物流代行契約） 利用者が商品を自社へ配送せずに消費者に直送を希望する場合

は別途当社と利用者が物流業務の委託契約を結ぶ必要があるものとする。  

 

■第 5章 支払 

第 24条（支払） 利用者は出荷された商品代金のほか、消費税、配送料、代引き手数料な

どを合計した請求金額を支払うものとする。 

 

第 25条（支払期日） 当社は利用者が支払期日までに請求金額の一部または全額を支払わ

ない場合、ただちに出荷および、取引を停止することができるものとする。利用者が買掛

取引をしていた場合、当社は次回取引の支払方式を代金引換取引のみと指定することがで

きるものとする。 

 

第 26条 （新規登録時の取引方法） 原則的には 新規に取引登録した利用者は初回取引後

1ヶ月を経過するまでは現金銀行振込、または現金代金引換のいずれかとする。 

 

現金銀行振込の場合は、当社が入金確認後商品を発送するものとする。 

 

第 27条（支払方法） 利用者は請求金額の支払いについて、現金銀行振込、現金代金引換、

クレジットカード支払いの方法を選択できるものとする。 



 

ただし、当社は取引上の必要があると判断した場合は、利用者の承諾なしに支払い方法を

指定できるものとする。 

 

1.現金銀行振込の場合、利用者は請求書到着後、翌営業日以内を支払い期日とし、当社の指

定した銀行口座へ現金で請求金額を振り込むものとする。 

振込み手数料は利用者が負担するものとする。 

 

2.現金代金引換の場合、利用者は宅配業者が商品を配送した時点で当社の指定した口座へ現

金支払いを行うものとする。 

 

3.クレジットカード支払いの場合、決済方法はクレジットカード会社と、利用者の取り決め

によるものとする。 

 

利用可能なクレジット会社は、VISA、MasterCard、JCB、アメリカン・エキスプレスの 4

社とします。 

 

第 28条（売掛取引）当社が承諾した場合に、当社より仮会員登録申込書を送信し、利用者

がこれに同意し返信を行った段階で売掛取引をできるものとする。 

仮会員登録申込書の場合、当社の定める方法で、取引ができるものとする。 

 

月間取引額 50万円以上の取引が見込める場合は、別途申請書を利用者が提出することによ

り、当社が審査を行い、与信限度枠、支払条件の取り決めを行うものとする。 

与信限度枠は当社で定期的に見直しを行い、変更する場合がある。この場合、事前に利用

者に連絡することで、変更できるものとする。 

 

月間取引額 50万円以上の取引が見込める場合は、別途申請書を利用者が提出することによ

り、当社が審査を行い、与信限度枠、支払条件の取り決めを行うものとする。 

 

第 29条（与信金額上限） 当社は売掛取引について利用者に取引可能な与信上限金額を設

けることができるものとする。 

利用者がこの金額を超えて取引を希望する場合、利用者は取引条件について別途、売掛取

引与信限度額変更契約書を契約するものとする。 

 

第 30 条（遅延損害金） 利用者は当社が指定した支払が期日より遅延した場合は、年率

14.6％遅延損害金を当社に支払うものとする。 



 

■第 6章 返品 

第 31条（返品） 利用者は商品が良品であった場合、いかなる理由でも返品はできないも

のとする。 

 

ただし、一部の商品を除き、別途当社が返品可能品と定めたもので、未開封、未使用のも

のに限り、商品到着日から 5 営業日以内に当社に連絡を行い、かつ、各商品ごとに定めら

れた規定の手数料を利用者が支払うことにより、返品できるものとする。この場合の送料

は利用者負担とする。 

 

<未開梱・開梱時の返品手数料とキャンセル手数料> 

※未開梱時 

返品手数料:商品代金(円)上代 (税抜)の 50% 

キャンセル手数料:商品代金(円)上代 (税抜)の 20% 

※開梱時 

返品手数料:商品代金(円)上代 (税抜)の 70% 

 

第 32 条（返品方法） 利用者は、商品入荷検収時に万一、不足、品違い等があった場合、

商品到着日から 5営業日以内に当社に連絡をすることで商品を返品できるものとする。 

当社は正規の商品を発送し、往復の送料を負担するものとする。         

 

ただし、下記の項目に当てはまるものは除くものとする。 

 

商品破損の場合は、利用者は配送業者に対して商品の買い取りを請求できるものとする。 

 

   1.開梱・開封した商品 

   2.使用した商品                                    

   3.大口発注の商品 

   4.破損品 

   5.その他当社が返品を受け取ることができないと判断する相当の事由を有する商品 

 

■第 7章 附則 

 

第 33条（反社会的勢力との絶縁の保証） 

1. 乙は、甲に対し、次の各号に定める事項について保証する。 

(1)乙は暴力団等の反社会的勢力から、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、



資本・資金を導入し、資本・資金上の関係の構築を行っていないこと、及び、今後も 

行う予定がないこと。 

(2)乙は暴力団等の反社会的勢力に対して、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問 

わず、資金提供を行っていないこと、及び、今後も行う予定がないこと。 

(3)暴力団等の反社会的勢力に属する者およびそれらと親しい間柄の者を、乙の役員等に 

選任しておらず、また従業員として雇用してはいないこと。 

(4)暴力団等の反社会的勢力が、直接・間接を問わず、乙の経営に関与していないこと。 

2. 甲は、乙が前項の保証に反すると合理的に判断したときは、本契約を解約することが 

できるものとする。 

 

第 34条（協議義務） 本サイトの利用に関して、本規約で解決できない問題が生じた場合、

双方協議の上、解決するものとする。                                      

 

第 35条（合意管轄） 本サイトの利用に関して、訴訟の必要が発生した場合には、大阪地

方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとする。 

 

 

 

 

店舗所在地 

Ａ＆Ｂトレード    

〒530-8441 大阪市北区梅田 1丁目 2番 2-900号                        

コモライフ株式会社 

 

 

2012年 1月 20日 改訂 
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