
サプライヤー会員運用ガイドライン会員運用ガイドラインガイドライン

サプライヤー会員運用ガイドライン会員運用ガイドラインガイドライン（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ザッカネットサプライヤー会員運用ガイドライン利用ガイドライン約款（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以以
下「利用ガイドライン約款」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以といいます）に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラづき、ザッカネットサプライヤー利用約款（以その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ運用ガイドラインガイドラインの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ一つとして当社が定めているものです。本ガイドラつとして当社が定めているものです。本ガイドラ当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラ定めているものです。本ガイドラめて当社が定めているものです。本ガイドラいるもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラです。本ガイドラ本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ガイドラ
インでは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ザッカネットの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ出店・運営（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以具体的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ準、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契約締結や解約の手続、お客様対応、や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、解約の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ手続、ザッカネットサプライヤー利用約款（以お客様対応、客様対応、ザッカネットサプライヤー利用約款（以
ストアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、サプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライなど）に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラあたって当社が定めているものです。本ガイドラ守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライって当社が定めているものです。本ガイドラいただきたい事項の細目を定めています。サプライの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ細目を定めています。サプライを定めています。サプライ定めているものです。本ガイドラめて当社が定めているものです。本ガイドラいます。本ガイドラサプライ
ヤー会員運用ガイドライン会員様は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以以下に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ定めているものです。本ガイドラめる内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。を定めています。サプライご理解いただき、順守していただきますようお願いします。理解いただき、ザッカネットサプライヤー利用約款（以順守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライして当社が定めているものです。本ガイドラいただきますようお客様対応、願いします。いします。本ガイドラ
なお客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以利用ガイドライン約款に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、いて当社が定めているものです。本ガイドラ本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ガイドラインと異なる定めがある場合、利用約款の定めが優先され、本ガイドラインのなる定めているものです。本ガイドラめが定めているものです。本ガイドラある場合、ザッカネットサプライヤー利用約款（以利用ガイドライン約款の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ定めているものです。本ガイドラめが定めているものです。本ガイドラ優先され、本ガイドラインのされ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ガイドラインの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
用ガイドライン語の定義は、特段定めのない限り、利用約款に従います。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ定めているものです。本ガイドラ義は、特段定めのない限り、利用約款に従います。は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以特段定めているものです。本ガイドラめの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラない限り、利用約款に従います。り、ザッカネットサプライヤー利用約款（以利用ガイドライン約款に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ従います。います。本ガイドラ

第 1章基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ルー会員運用ガイドラインル

第 1約款・ガイドライン・規程・法令等の順守の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ順守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ

出店者様は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以利用ガイドライン約款、ザッカネットサプライヤー利用約款（以本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ガイドライン、ザッカネットサプライヤー利用約款（以各種規程、ザッカネットサプライヤー利用約款（以各種マニュアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライル、ザッカネットサプライヤー利用約款（以申請書類に記載の事項を必ずお守りくだに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ記載の事項を必ずお守りくだの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ事項の細目を定めています。サプライを定めています。サプライ必ずお守りくだずお客様対応、守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライりくだ
さい。本ガイドラ

第 2運営理念

1ザッカネットの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ正常な運営の妨げになるような行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとな運営の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ妨げになるような行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとげに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラなるような行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとを定めています。サプライ禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ利用ガイドライン約款または本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ガイドラインに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ違反したとしたと
当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラ判断した場合には、当社は、利用約款の規定に従い、開店準備中、運営中を問わず本契約を解除するした場合に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以利用ガイドライン約款の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ規定めているものです。本ガイドラに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ従います。い、ザッカネットサプライヤー利用約款（以開店準備中、ザッカネットサプライヤー利用約款（以運営中を定めています。サプライ問わず本契約を解除するわず本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契約を定めています。サプライ解除するする
ことが定めているものです。本ガイドラあります。本ガイドラ

2サプライヤー会員運用ガイドライン会員様は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以サプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、いて当社が定めているものです。本ガイドラザッカネットでの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、等の順守の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関係する情報やコンテする情報やコンテや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、コンテ
ンツの掲載に限定し、他社モールや出店者様の自社ホームページや自社の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ掲載の事項を必ずお守りくだに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ限り、利用約款に従います。定めているものです。本ガイドラし、ザッカネットサプライヤー利用約款（以他社が定めているものです。本ガイドラモー会員運用ガイドラインルや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、出店者様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ自社が定めているものです。本ガイドラホー会員運用ガイドラインムペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、自社が定めているものです。本ガイドラ Eコマー会員運用ガイドラインスサイト等の順守を定めています。サプライ含む ザッカむ ザッカザッカ
ネット外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラサイトへの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムを定めています。サプライ設定めているものです。本ガイドラすること等の順守を定めています。サプライ禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラただし、ザッカネットサプライヤー利用約款（以「プレミアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライムCart+」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以を定めています。サプライ利用ガイドラインして当社が定めているものです。本ガイドラいない展示企
業様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラうちプレミアム会員にご登録の企業様は、他社モールを除く外部サイトへのリンクを設定すること等を制限プレミアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライム会員に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラご理解いただき、順守していただきますようお願いします。登録の企業様は、他社モールを除く外部サイトへのリンクを設定すること等を制限の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ企業様は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以他社が定めているものです。本ガイドラモー会員運用ガイドラインルを定めています。サプライ除するく外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアム部サイトへのリンクを設定すること等を制限サイトへの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムを定めています。サプライ設定めているものです。本ガイドラすること等の順守を定めています。サプライ制限り、利用約款に従います。
しません。本ガイドラ

3「商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、等の順守」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以または「サプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以内に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、ける内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。、ザッカネットサプライヤー利用約款（以販売に関係する情報やコンテ行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとお客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も販売に関係する情報やコンテ方法等の順守が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以法令等の順守、ザッカネットサプライヤー利用約款（以利用ガイドライン約款も
しくは本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ガイドラインに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ違反したとして当社が定めているものです。本ガイドラいる（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、それが定めているものです。本ガイドラある場合も含む ザッカみます）または ザッカザッカネットの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ快適で適切な運で適で適切な運切な運な運
用ガイドラインに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラふさわしくないと当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラ判断した場合には、当社は、利用約款の規定に従い、開店準備中、運営中を問わず本契約を解除するした場合、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以利用ガイドライン約款の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ規定めているものです。本ガイドラに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ従います。い、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当該商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、等の順守を定めています。サプライ削除するすること、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当該
内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。を定めています。サプライ修正・削除するすること、ザッカネットサプライヤー利用約款（以本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契約の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ全部サイトへのリンクを設定すること等を制限もしくは一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ部サイトへのリンクを設定すること等を制限を定めています。サプライ利用ガイドライン停止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとすること、ザッカネットサプライヤー利用約款（以または本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契約を定めています。サプライ即時解除するすることが定めているものです。本ガイドラ
あります。本ガイドラ

4取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこう商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、等の順守の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラあたって当社が定めているものです。本ガイドラ必ずお守りくだ要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこな免許・許認可等の順守は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以出店者様自身の責任において確認・準備をおこの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ責任において確認・準備をおこに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、いて当社が定めているものです。本ガイドラ確認・準備を定めています。サプライお客様対応、こ
なって当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこう商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラすべて当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ責任において確認・準備をおこは出店者様に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラありますの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラで、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ご理解いただき、順守していただきますようお願いします。不明な点につきましてな点につきましてに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラつきまして当社が定めているものです。本ガイドラ
は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以事前に弁護士等の専門家にご確認ください。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ弁護士等の順守の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ専門家にご確認ください。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラご理解いただき、順守していただきますようお願いします。確認ください。本ガイドラ

5ザッカネットでの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、等の順守の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関係する情報やコンテの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラないペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライを定めています。サプライ作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ成することは禁止します。することは禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ

6商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ在庫が確保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高いが定めているものです。本ガイドラ確保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高いされて当社が定めているものです。本ガイドラいないに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラもかかわらず商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、掲載の事項を必ずお守りくだを定めています。サプライお客様対応、こなう見せかけ販売や、その商品の人気が高いせかけ販売に関係する情報やコンテや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ人気が高いが定めているものです。本ガイドラ高いい
ように基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ見せかけ販売や、その商品の人気が高いせるようなランキング不正操作などの客引き行為をおこなうことは禁止します。不正操作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライなどの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ客引き行為をおこなうことは禁止します。き行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとを定めています。サプライお客様対応、こなうことは禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ

7「サプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ更新やお客様対応など、出店者様として必要な利用環境や業務環境（以下に例示や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、お客様対応、客様対応など、ザッカネットサプライヤー利用約款（以出店者様として当社が定めているものです。本ガイドラ必ずお守りくだ要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこな利用ガイドライン環境や業務環境（以下に例示や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、業務環境や業務環境（以下に例示（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以以下に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ例示
するもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラを定めています。サプライ含む ザッカみます）を定めています。サプライ必ずお守りくだず整えてください。えて当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1） ザッカ受注ピーク時にも十分対応できる人員体制および商品管理体制の確保ピー会員運用ガイドラインクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアム時に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラも十分対応できる人員体制お客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、管理体制の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ確保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高い
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以2） ザッカ卸ストアでは、カード決済、代引などの決済手段の用意ストアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライでは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以カー会員運用ガイドラインド決済、ザッカネットサプライヤー利用約款（以代引き行為をおこなうことは禁止します。などの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ決済手段の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ用ガイドライン意
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以3） ザッカ宅配便などの商品配送手段の用意などの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、配送手段の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ用ガイドライン意
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以4） ザッカ自社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ知識、ザッカネットサプライヤー利用約款（以商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、販売に関係する情報やコンテに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラかかわる関連法規などに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関する知識、ザッカネットサプライヤー利用約款（以本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以サー会員運用ガイドラインビスの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ仕様に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
沿った商品データや商品画像を管理・運用する知識、った商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、デー会員運用ガイドラインタや商品画像を管理・運用する知識、や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、画像を管理・運用する知識、を定めています。サプライ管理・運用ガイドラインする知識、ザッカネットサプライヤー利用約款（以HTMLや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、 ザッカCSV形式データに関する知識デー会員運用ガイドラインタや商品画像を管理・運用する知識、に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関する知識
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以5） ザッカパソコンお客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款もインタや商品画像を管理・運用する知識、ー会員運用ガイドラインネット接続環境や業務環境（以下に例示
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以6） ザッカ常な運営の妨げになるような行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラメー会員運用ガイドラインルを定めています。サプライ送受信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がでできる環境や業務環境（以下に例示お客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も運用ガイドライン・保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高い守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ担当者の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ配置（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以添付ファイルを含むメールの送受信がでファイルを定めています。サプライ含む ザッカむメー会員運用ガイドラインルの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ送受信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がでが定めているものです。本ガイドラで
きること）
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以7） ザッカ常な運営の妨げになるような行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ当社が定めているものです。本ガイドラからの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、知らせを定めています。サプライ参照できる環境できる環境や業務環境（以下に例示

8お客様対応、客様満足度の高いサービスを提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ高いいサー会員運用ガイドラインビスを定めています。サプライ提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。するために基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以カスタや商品画像を管理・運用する知識、マー会員運用ガイドラインサポー会員運用ガイドライントに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは十分な配慮をおこなってください。を定めています。サプライお客様対応、こなって当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ



9個人情報やコンテの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこいに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関し、ザッカネットサプライヤー利用約款（以「サプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラなかでお客様対応、客様に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ提示するプライバシー会員運用ガイドラインポリシー会員運用ガイドラインを定めています。サプライ設け
て当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこ得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律、管轄官庁のガイドラインおよび当該プライバした個人情報やコンテは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以個人情報やコンテの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高い護に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関する法律、ザッカネットサプライヤー利用約款（以管轄官庁のガイドラインおよび当該プライバの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラガイドラインお客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も当該プライバ
シー会員運用ガイドラインポリシー会員運用ガイドラインに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ従います。って当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以適で適切な運切な運に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ利用ガイドライン・管理し、ザッカネットサプライヤー利用約款（以また、ザッカネットサプライヤー利用約款（以不正アやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムセス、ザッカネットサプライヤー利用約款（以不正利用ガイドラインなどの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ防止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ努めてください。めて当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ

第 3出店・出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ準

1出店に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1） ザッカ個人事業主は、申し込みの時点で満 は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以申し込みの時点で満 みの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ時点につきましてで満 ザッカ20歳以上であることを必須とします。であることを定めています。サプライ必ずお守りくだ須とします。とします。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以2） ザッカサプライヤー会員運用ガイドライン会員様は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以申込みの時点で満 時お客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も運営中、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラそれぞれ定めているものです。本ガイドラめる審査基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ準、ザッカネットサプライヤー利用約款（以経営状況判断した場合には、当社は、利用約款の規定に従い、開店準備中、運営中を問わず本契約を解除する基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ準（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以指
定めているものです。本ガイドラ収納会社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も第三者調査機関に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラよる与信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がで審査等の順守を定めています。サプライ参考にします）を満たしていることを必須とします。またに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラします）を定めています。サプライ満たして当社が定めているものです。本ガイドラいることを定めています。サプライ必ずお守りくだ須とします。とします。本ガイドラまた、ザッカネットサプライヤー利用約款（以
開店に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラあたって当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラ所定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ審査基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ準（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ストアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ決済サー会員運用ガイドラインビスの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ加盟店審査、ザッカネットサプライヤー利用約款（以受取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこ口座の有効性確認、取扱商品の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ有効性確認、ザッカネットサプライヤー利用約款（以取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこ扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、
の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ確認等の順守）を定めています。サプライ満たして当社が定めているものです。本ガイドラいることを定めています。サプライ必ずお守りくだ須とします。とします。本ガイドラなお客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以審査基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ準等の順守は公開して当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、らず、ザッカネットサプライヤー利用約款（以審査内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、問わず本契約を解除する
い合わせは承りかねます。ご了承ください。りかねます。本ガイドラご理解いただき、順守していただきますようお願いします。了承りかねます。ご了承ください。ください。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以3） ザッカネットワー会員運用ガイドラインクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムビジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライネス、ザッカネットサプライヤー利用約款（以頒布会中心の企業およびマルチ商法に該当するような販売をおこなう企業等または の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ企業お客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款もマルチ商法に該当するような販売をおこなう企業等または 商法に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ該当するような販売に関係する情報やコンテを定めています。サプライお客様対応、こなう企業等の順守または ザッカ
ザッカネットに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラふさわしくない商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテを定めています。サプライお客様対応、こなう企業は出店を定めています。サプライお客様対応、断した場合には、当社は、利用約款の規定に従い、開店準備中、運営中を問わず本契約を解除するりします。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以4） ザッカザッカネットや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ他の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラサー会員運用ガイドラインビスと競合するサー会員運用ガイドラインビス（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ショッピング不正操作などの客引き行為をおこなうことは禁止します。モー会員運用ガイドラインルの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ運営等の順守）を定めています。サプライ提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。して当社が定めているものです。本ガイドラいる企業
は出店を定めています。サプライお客様対応、断した場合には、当社は、利用約款の規定に従い、開店準備中、運営中を問わず本契約を解除するりすることが定めているものです。本ガイドラあります。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以5） ザッカ開店審査に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、いて当社が定めているものです。本ガイドラ当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラ不備を定めています。サプライ指摘した場合は速やかに対応してください。開店審査または初回の出品した場合は速やかに対応してください。開店審査または初回の出品や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、かに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ対応して当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ開店審査または初回の出品の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、
審査の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ申請日より より ザッカ1か月を経過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査を定めています。サプライ経過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査して当社が定めているものです。本ガイドラも、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ不備の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ指摘した場合は速やかに対応してください。開店審査または初回の出品に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査が定めているものです。本ガイドラ完了しない場合、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラ所定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ審査
基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ準を定めています。サプライ満たして当社が定めているものです。本ガイドラいないと扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこうことが定めているものです。本ガイドラあります。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以6） ザッカ申込みの時点で満 書記載の事項を必ずお守りくだの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ不備などに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラより申込みの時点で満 日より より ザッカ3 か月を経過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査以内に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契約が定めているものです。本ガイドラ成することは禁止します。立しなかった場合は、お申し込みを取りしなかった場合は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以お客様対応、申し込みの時点で満 みを定めています。サプライ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり
消します。また、本契約の成立日より します。本ガイドラまた、ザッカネットサプライヤー利用約款（以本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契約の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ成することは禁止します。立しなかった場合は、お申し込みを取り日より より ザッカ1か月を経過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査以内に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ開店審査の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ申請または初回の出品出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、審査が定めているものです。本ガイドラない場合は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契
約を定めています。サプライ終了します。本ガイドラこの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラいずれの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ場合も、ザッカネットサプライヤー利用約款（以すでに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラご理解いただき、順守していただきますようお願いします。提出いただいて当社が定めているものです。本ガイドラいる書類に記載の事項を必ずお守りくだ等の順守の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラご理解いただき、順守していただきますようお願いします。返却は承りかねます。ご了承くは承りかねます。ご了承ください。りかねます。本ガイドラご理解いただき、順守していただきますようお願いします。了承りかねます。ご了承ください。く
ださい。本ガイドラ

2出店・出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、中の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したと行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1） ザッカザッカネット上であることを必須とします。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ各種ランキング不正操作などの客引き行為をおこなうことは禁止します。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ上であることを必須とします。位に自らを表示させることまたは売上の水増し等を目的として、自らまに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ自らを定めています。サプライ表示させることまたは売に関係する情報やコンテ上であることを必須とします。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ水増し等を目的として、自らまし等の順守を定めています。サプライ目を定めています。サプライ的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、として当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以自らま
たは第三者に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ依頼して商品を注文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不して当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、を定めています。サプライ注ピーク時にも十分対応できる人員体制および商品管理体制の確保文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不することまたは当該ランキング不正操作などの客引き行為をおこなうことは禁止します。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ順位に自らを表示させることまたは売上の水増し等を目的として、自らまを定めています。サプライ左右する情報にアクセスする等の不する情報やコンテに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムセスする等の順守の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ不
正行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとはしないでください。本ガイドラ出店者様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ従います。業員、ザッカネットサプライヤー利用約款（以委託先され、本ガイドラインの、ザッカネットサプライヤー利用約款（以提携先され、本ガイドラインの等の順守の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ当該不正行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとも、ザッカネットサプライヤー利用約款（以出店者様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したととみな
されますの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラでご理解いただき、順守していただきますようお願いします。注ピーク時にも十分対応できる人員体制および商品管理体制の確保意ください。本ガイドラまた、ザッカネットサプライヤー利用約款（以出店者様が定めているものです。本ガイドラお客様対応、客様に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ代わり注ピーク時にも十分対応できる人員体制および商品管理体制の確保文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不を定めています。サプライ行う行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとも禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以2） ザッカお客様対応、客様に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ対して当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ引き行為をおこなうことは禁止します。き渡し前にレビューの書きこみを求める行為や、出店者様にとって有利な評価をし前に弁護士等の専門家にご確認ください。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラレビュー会員運用ガイドラインの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ書きこみを定めています。サプライ求める行為や、出店者様にとって有利な評価をめる行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以出店者様に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラとって当社が定めているものです。本ガイドラ有利な評価をを定めています。サプライ
することを定めています。サプライ求める行為や、出店者様にとって有利な評価をめる行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとなど、ザッカネットサプライヤー利用約款（以お客様対応、買い物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。い物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。レビュー会員運用ガイドライン本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以来の機能を損なう行為はしないでください。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ機能を損なう行為はしないでください。を定めています。サプライ損なう行為はしないでください。なう行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとはしないでください。本ガイドラ

3取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこ扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、・販売に関係する情報やコンテ形態についてに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1） ザッカ以下の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテは禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ
アやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ ザッカ銃器類に記載の事項を必ずお守りくだ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以火薬（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以玩具花火を定めています。サプライ除するきます）などの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ危険物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。
イ ザッカ非合法商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、お客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も非合法商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関連する商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、
ウ ザッカいわゆる合法・危険ドラッグ不正操作などの客引き行為をおこなうことは禁止します。、ザッカネットサプライヤー利用約款（以国内販売に関係する情報やコンテの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとされて当社が定めているものです。本ガイドラいる医薬品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以高い度の高いサービスを提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。管理医療機器（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以コンタや商品画像を管理・運用する知識、クを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムトレンズを除きを定めています。サプライ除するき
ます）
エ ザッカ著作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ権、ザッカネットサプライヤー利用約款（以商標権、ザッカネットサプライヤー利用約款（以パブリシティ権、肖像権、個人情報など他人の権利を侵害する商品、諸法規・公序良俗に権、ザッカネットサプライヤー利用約款（以肖像を管理・運用する知識、権、ザッカネットサプライヤー利用約款（以個人情報やコンテなど他人の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ権利を定めています。サプライ侵害する商品、諸法規・公序良俗にする商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以諸法規・公序良俗にに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
反したとするもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
オ ザッカ不動産
カ ザッカ金融商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以有価を証券、ザッカネットサプライヤー利用約款（以商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、先され、本ガイドラインの物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこ引き行為をおこなうことは禁止します。、ザッカネットサプライヤー利用約款（以貸金業に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラあたる取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこ引き行為をおこなうことは禁止します。、ザッカネットサプライヤー利用約款（以保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高い険など）、ザッカネットサプライヤー利用約款（以宝くじ、勝馬投票券、会員権、航空くじ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以勝馬投票券、ザッカネットサプライヤー利用約款（以会員権、ザッカネットサプライヤー利用約款（以航空
券・乗車券など
※ ザッカ上であることを必須とします。記に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ該当しない金券に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこいの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ可否を含め、第 を定めています。サプライ含む ザッカめ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以第 ザッカ2章の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ特別ルール（以下「特別ルール」といルー会員運用ガイドラインル（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以以下「特別ルール（以下「特別ルール」といルー会員運用ガイドラインル」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以とい
います）の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ定めているものです。本ガイドラめに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ従います。うもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラとします。本ガイドラ
キ ザッカ旅行サー会員運用ガイドラインビス（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこ次を含みます）を定めています。サプライ含む ザッカみます）
クを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアム ザッカ職業紹介、ザッカネットサプライヤー利用約款（以労働者派遣、ザッカネットサプライヤー利用約款（以医療相談、ザッカネットサプライヤー利用約款（以法律相談
ケ ザッカたばこ
コ ザッカ中古下着
サ ザッカ動物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以魚類に記載の事項を必ずお守りくだ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以昆虫類に記載の事項を必ずお守りくだ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以虫類に記載の事項を必ずお守りくだ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以両生類に記載の事項を必ずお守りくだを定めています。サプライ除するきます）お客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款もはく製
シ ザッカ精力剤（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以第一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ類に記載の事項を必ずお守りくだ医薬品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、は除するきます）
・ ザッカ性的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、機能を損なう行為はしないでください。強化、ザッカネットサプライヤー利用約款（以改善が完了しない場合、当社所定の審査を定めています。サプライ期待させる商品（医薬品、医薬部外品も含みます）させる商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以医薬品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以医薬部サイトへのリンクを設定すること等を制限外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアム品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、も含む ザッカみます）
・ ザッカ劇薬、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ホルモン剤を定めています。サプライ含む ザッカむもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
ス ザッカ身の責任において確認・準備をおこ体機能を損なう行為はしないでください。検査キット（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以検体を定めています。サプライ郵送などで検査センタや商品画像を管理・運用する知識、ー会員運用ガイドラインなどに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ返送して当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、こなうもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ。本ガイドラただし、ザッカネットサプライヤー利用約款（以紹介されて当社が定めているものです。本ガイドラいる検
査機関に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラプライバシー会員運用ガイドラインマー会員運用ガイドラインクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムまたは ザッカISMS認証を定めています。サプライ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこ得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律、管轄官庁のガイドラインおよび当該プライバして当社が定めているものです。本ガイドラいることが定めているものです。本ガイドラサイト上であることを必須とします。で確認できた場合を定めています。サプライ除するきま
す）
セ ザッカ販売に関係する情報やコンテに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ際して法律で義務づけられている免許、資格条件を満たしていない商品して当社が定めているものです。本ガイドラ法律で義は、特段定めのない限り、利用約款に従います。務づけられて当社が定めているものです。本ガイドラいる免許、ザッカネットサプライヤー利用約款（以資格条件を満たしていない商品を定めています。サプライ満たして当社が定めているものです。本ガイドラいない商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、
ソ ザッカ武器として当社が定めているものです。本ガイドラ使用ガイドラインされる目を定めています。サプライ的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、を定めています。サプライ持つ商品や犯罪に使用されるおそれがある商品つ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、犯罪に使用されるおそれがある商品に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ使用ガイドラインされるお客様対応、それが定めているものです。本ガイドラある商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、
・ ザッカ弾丸（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以使用ガイドライン済みも含む ザッカみます）、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ボウガン、ザッカネットサプライヤー利用約款（以スタや商品画像を管理・運用する知識、ンガン、ザッカネットサプライヤー利用約款（以スリング不正操作などの客引き行為をおこなうことは禁止します。ショット、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ナックを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムルダスタや商品画像を管理・運用する知識、ー会員運用ガイドライン、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ヌンチ商法に該当するような販売をおこなう企業等または ャクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアム、ザッカネットサプライヤー利用約款（以催涙スプスプ
レー会員運用ガイドライン、ザッカネットサプライヤー利用約款（以特殊警棒、ザッカネットサプライヤー利用約款（以改造エアガン・改造モデルガンやその部品（銃砲刀剣類所持等取締法の規制対象に限りませエアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライガン・改造エアガン・改造モデルガンやその部品（銃砲刀剣類所持等取締法の規制対象に限りませモデルガンや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ部サイトへのリンクを設定すること等を制限品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以銃砲刀剣類に記載の事項を必ずお守りくだ所持つ商品や犯罪に使用されるおそれがある商品等の順守取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこ締法の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ規制対象に限りませに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ限り、利用約款に従います。りませ



ん）など
・ ザッカ法令に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラより所持つ商品や犯罪に使用されるおそれがある商品または携帯を禁止された刀剣類・刃物などを定めています。サプライ禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとされた刀剣類に記載の事項を必ずお守りくだ・刃物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。など
※ ザッカ調理用ガイドライン包丁、ザッカネットサプライヤー利用約款（以カッタや商品画像を管理・運用する知識、ー会員運用ガイドラインナイフ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以アやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライウトドアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ用ガイドラインナイフ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ他日より 常な運営の妨げになるような行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したと用ガイドライン途を有するものを除きますを定めています。サプライ有するもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラを定めています。サプライ除するきます
・ ザッカダガー会員運用ガイドラインナイフ（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以刃体の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ長さにかかわりません）さに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラかかわりません）
・ ザッカ盗聴器、ザッカネットサプライヤー利用約款（以超小型カメラ、赤外線カメラなどカメラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以赤外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアム線カメラなどカメラなど
タや商品画像を管理・運用する知識、 ザッカ譲渡し前にレビューの書きこみを求める行為や、出店者様にとって有利な評価をや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、転売に関係する情報やコンテが定めているものです。本ガイドラ禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとされて当社が定めているものです。本ガイドラいるもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以悪用ガイドラインされるお客様対応、それが定めているものです。本ガイドラあるもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
・ ザッカ議決権行使書面
・ ザッカ公的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、機関発行の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ免許や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、許可証
・ ザッカ開錠工具、ザッカネットサプライヤー利用約款（以錠と対に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラなって当社が定めているものです。本ガイドラいない鍵、ザッカネットサプライヤー利用約款（以マスタや商品画像を管理・運用する知識、ー会員運用ガイドラインキー会員運用ガイドライン
・ ザッカ契約者名義は、特段定めのない限り、利用約款に従います。を定めています。サプライ「使用ガイドライン者本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以人の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ名義は、特段定めのない限り、利用約款に従います。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ変更すること」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以を定めています。サプライ前に弁護士等の専門家にご確認ください。提としない通話可能を損なう行為はしないでください。な携帯を禁止された刀剣類・刃物など電話
・ ザッカサンプル版やデモ版として貸与されている音楽 や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、デモ版やデモ版として貸与されている音楽 として当社が定めているものです。本ガイドラ貸与されて当社が定めているものです。本ガイドラいる音楽 ザッカCD・DVD、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ゲ ザッカー会員運用ガイドライン ザッカム ザッカソ ザッカフ ザッカト ザッカ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以コンピュー会員運用ガイドラインタや商品画像を管理・運用する知識、ー会員運用ガイドラインソフト
・ ザッカ領収書
チ商法に該当するような販売をおこなう企業等または  ザッカ開運、ザッカネットサプライヤー利用約款（以魔よけを標榜（ひょうぼう）する高額商品よけを定めています。サプライ標榜（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ひょうぼう）する高い額商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、
ツの掲載に限定し、他社モールや出店者様の自社ホームページや自社 ザッカ販売に関係する情報やコンテ価を格を定めています。サプライ固定めているものです。本ガイドラできない商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以購入した時点で価格が確定しない商品、見積りが発生する商品）した時点につきましてで価を格が定めているものです。本ガイドラ確定めているものです。本ガイドラしない商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以見せかけ販売や、その商品の人気が高い積りが発生する商品）りが定めているものです。本ガイドラ発生する商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、）
テ ザッカレー会員運用ガイドラインザー会員運用ガイドラインポインタや商品画像を管理・運用する知識、ー会員運用ガイドライン（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以PSCマー会員運用ガイドラインクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムが定めているものです。本ガイドラあることを定めています。サプライ写真で明示されているものは除きます）で明な点につきまして示されて当社が定めているものです。本ガイドラいるもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは除するきます）
ト ザッカ情報やコンテ（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以暗号通貨を含みます）を商品としたものを定めています。サプライ含む ザッカみます）を定めています。サプライ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、としたもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
ナ ザッカ開栓または開封済みの飲料または食品（健康食品含みます）または開封済みの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ飲料または食品（健康食品含みます）または食品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以健康食品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、含む ザッカみます）
ニ ザッカ中古の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラコンタや商品画像を管理・運用する知識、クを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムトレンズを除き
ヌ ザッカアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライダルト関連商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、
・ ザッカアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライダルト ザッカDVD・Blu-ray、ザッカネットサプライヤー利用約款（以成することは禁止します。人向け写真集け写真で明示されているものは除きます）集
・ ザッカ児童ポルノまたはそれに類する商品ポルノまたはそれに類する商品またはそれに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ類に記載の事項を必ずお守りくだする商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、
・ ザッカモデルの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。姿、ザッカネットサプライヤー利用約款（以服装、ザッカネットサプライヤー利用約款（以肢体、ザッカネットサプライヤー利用約款（以タや商品画像を管理・運用する知識、イトル、ザッカネットサプライヤー利用約款（以商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、説明な点につきましてなどから、ザッカネットサプライヤー利用約款（以未成することは禁止します。年者を定めています。サプライ連想させると当社が判断した商品させると当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラ判断した場合には、当社は、利用約款の規定に従い、開店準備中、運営中を問わず本契約を解除するした商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、
例：イメージ映像、写真集、同人誌、トレーディングカード、テレホンカード等イメー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ映像を管理・運用する知識、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以写真で明示されているものは除きます）集、ザッカネットサプライヤー利用約款（以同人誌、ザッカネットサプライヤー利用約款（以トレー会員運用ガイドラインディ権、肖像権、個人情報など他人の権利を侵害する商品、諸法規・公序良俗にング不正操作などの客引き行為をおこなうことは禁止します。カー会員運用ガイドラインド、ザッカネットサプライヤー利用約款（以テレホンカー会員運用ガイドラインド等の順守
・ ザッカ性的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、好奇心の企業およびマルチ商法に該当するような販売をおこなう企業等または を定めています。サプライ満たす目を定めています。サプライ的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、であると当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラ判断した場合には、当社は、利用約款の規定に従い、開店準備中、運営中を問わず本契約を解除するした商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、
例：イメージ映像、写真集、同人誌、トレーディングカード、テレホンカード等アやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライダルトグ不正操作などの客引き行為をおこなうことは禁止します。ッズを除き等の順守
・ ザッカその運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ他公序良俗にに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ反したとする商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、
ネ ザッカ電波妨げになるような行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したと害する商品、諸法規・公序良俗に装置
ノまたはそれに類する商品 ザッカその運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ他、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラ不適で適切な運切な運と判断した場合には、当社は、利用約款の規定に従い、開店準備中、運営中を問わず本契約を解除するした商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以2） ザッカ以下の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテ方法お客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も役務提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。は禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ
アやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ ザッカ個人輸入した時点で価格が確定しない商品、見積りが発生する商品）代行に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラよる販売に関係する情報やコンテ方法
イ ザッカ特定めているものです。本ガイドラ商取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこ引き行為をおこなうことは禁止します。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関する法律第 ザッカ41条に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ定めているものです。本ガイドラめる特定めているものです。本ガイドラ継続的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、役務の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。または特定めているものです。本ガイドラ継続的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、役務の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。を定めています。サプライ受ける
権利の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテ（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以以下「特定めているものです。本ガイドラ継続的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、役務提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以といいます）
ウ ザッカ物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。販に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ付ファイルを含むメールの送受信がで随しない役務提供（ただし特別ルールで定める役務提供を除きます）しない役務提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ただし特別ルール（以下「特別ルール」といルー会員運用ガイドラインルで定めているものです。本ガイドラめる役務提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。を定めています。サプライ除するきます）
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以3） ザッカ以下の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテは禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとして当社が定めているものです。本ガイドラいますが定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ定めているものです。本ガイドラめる基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ準に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラづき、ザッカネットサプライヤー利用約款（以別ルール（以下「特別ルール」とい途を有するものを除きます契約を定めています。サプライ締結や解約の手続、お客様対応、することで販売に関係する情報やコンテでき
る場合が定めているものです。本ガイドラあります。本ガイドラ
アやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ ザッカ興行チ商法に該当するような販売をおこなう企業等または ケット
イ ザッカ自動車車体（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ただし、ザッカネットサプライヤー利用約款（以特別ルール（以下「特別ルール」といルー会員運用ガイドラインルで定めているものです。本ガイドラめる二輪自動車等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラは別ルール（以下「特別ルール」とい途を有するものを除きます契約の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ必ずお守りくだ要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこはありません）
ウ ザッカアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライダルト関連商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以4） ザッカ上であることを必須とします。記（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1）ないし（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以3）の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ定めているものです。本ガイドラめに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラかかわらず、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ定めているものです。本ガイドラめる基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ準に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラづき、ザッカネットサプライヤー利用約款（以別ルール（以下「特別ルール」とい途を有するものを除きます契約を定めています。サプライ締結や解約の手続、お客様対応、することで、ザッカネットサプライヤー利用約款（以特定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテまたは特定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテ方法を定めています。サプライ認める場合が定めているものです。本ガイドラあります。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以5） ザッカ以下の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以販売に関係する情報やコンテの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ可否を含め、第 に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ審査を定めています。サプライお客様対応、こないます。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、を定めています。サプライ販売に関係する情報やコンテするに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラあたり免
許や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、許認可が定めているものです。本ガイドラ必ずお守りくだ要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこなもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以免許・許認可証の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラコピー会員運用ガイドラインの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ提出を定めています。サプライ求める行為や、出店者様にとって有利な評価をめる場合もあります。本ガイドラまた、ザッカネットサプライヤー利用約款（以すでに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラご理解いただき、順守していただきますようお願いします。
提出いただいて当社が定めているものです。本ガイドラいる場合であって当社が定めているものです。本ガイドラも、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラ求める行為や、出店者様にとって有利な評価をめたときに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは免許や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、許認可証の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラコピー会員運用ガイドラインを定めています。サプライあらためて当社が定めているものです。本ガイドラご理解いただき、順守していただきますようお願いします。提出いた
だきます。本ガイドラ
アやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ ザッカ酒類に記載の事項を必ずお守りくだ全般
イ ザッカ医薬品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、
※ ザッカ医師や専門家が使用するもの、または大型の機具・機械や人体に対して危険を与える可能性のあるものはや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、専門家にご確認ください。が定めているものです。本ガイドラ使用ガイドラインするもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以または大型カメラ、赤外線カメラなどの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ機具・機械や人体に対して危険を与える可能性のあるものはや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、人体に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ対して当社が定めているものです。本ガイドラ危険を定めています。サプライ与える可能を損なう行為はしないでください。性の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラあるもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは
販売に関係する情報やコンテできません。本ガイドラなお客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以高い度の高いサービスを提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。管理医療機器は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以コンタや商品画像を管理・運用する知識、クを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムトレンズを除きの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラみ販売に関係する情報やコンテ可能を損なう行為はしないでください。です。本ガイドラ
ウ ザッカコンタや商品画像を管理・運用する知識、クを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムトレンズを除き
※ ザッカ許可証番号お客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も医療機器承りかねます。ご了承ください。認番号を定めています。サプライ記載の事項を必ずお守りくだして当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラなお客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以コンタや商品画像を管理・運用する知識、クを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムトレンズを除きは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以日より 本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以国内の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ承りかねます。ご了承ください。認が定めているものです。本ガイドラある
商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラみ販売に関係する情報やコンテ可能を損なう行為はしないでください。です。本ガイドラ
※ ザッカ海外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムからの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ発送はお客様対応、断した場合には、当社は、利用約款の規定に従い、開店準備中、運営中を問わず本契約を解除するりして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、ります。本ガイドラ
エ ザッカブランド品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、
オ ザッカふぐ
カ ザッカ中古品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、全般（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以アやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプラインティ権、肖像権、個人情報など他人の権利を侵害する商品、諸法規・公序良俗にー会員運用ガイドラインクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムを定めています。サプライ含む ザッカむ）
キ ザッカその運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ他、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラ審査を定めています。サプライ必ずお守りくだ要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこと判断した場合には、当社は、利用約款の規定に従い、開店準備中、運営中を問わず本契約を解除するした商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以6） ザッカブランド品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこいに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以お客様対応、客様に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラより快適で適切な運に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラサー会員運用ガイドラインビスを定めています。サプライ利用ガイドラインして当社が定めているものです。本ガイドラいただくべく、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ザッカネットに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、ける偽造エアガン・改造モデルガンやその部品（銃砲刀剣類所持等取締法の規制対象に限りませ品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ流通防止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり組
んでお客様対応、ります。本ガイドラその運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ環として当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ブランド品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこいを定めています。サプライ希望される出店者様につきましては、本契約時に当社される出店者様に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラつきまして当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契約時に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ当社が定めているものです。本ガイドラ
指定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ審査を定めています。サプライ受けて当社が定めているものです。本ガイドラいただいて当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、ります。本ガイドラまた、ザッカネットサプライヤー利用約款（以本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契約後に新規にブランド品の取り扱いを開始される際にも同に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ新やお客様対応など、出店者様として必要な利用環境や業務環境（以下に例示規に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラブランド品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこいを定めています。サプライ開始される際にも同される際して法律で義務づけられている免許、資格条件を満たしていない商品に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラも同
様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ審査を定めています。サプライ受けて当社が定めているものです。本ガイドラいただいて当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、ります。本ガイドラなお客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以審査を定めています。サプライ受けずに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラブランド品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこいを定めています。サプライ開始される際にも同された場合に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以利
用ガイドライン約款の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ規定めているものです。本ガイドラに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ従います。い、ザッカネットサプライヤー利用約款（以本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契約を定めています。サプライ解除するすることが定めているものです。本ガイドラあります。本ガイドラまた、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラお客様対応、こなう上であることを必須とします。記審査の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ通過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこいの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ真で明示されているものは除きます）贋（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以しんが定めているものです。本ガイドラん）や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、適で適切な運法性等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラ保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高い証するもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラではありません。本ガイドラ従います。って当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以「出店者ペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以上であることを必須とします。
の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ表記等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、いて当社が定めているものです。本ガイドラ「ザッカネットブランド審査合格の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ安心の企業およびマルチ商法に該当するような販売をおこなう企業等または の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、店です」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以「○月○日ザッカネット審査通過」などと月を経過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査○月○日ザッカネット審査通過」などと日より ザッカネット審査通過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以などと
いった、ザッカネットサプライヤー利用約款（以お客様対応、客様に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ誤認を定めています。サプライ生じさせたり、ザッカネットサプライヤー利用約款（以過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査剰な安心感を与えるような記載をすることは固くお断りします。審査基な安心の企業およびマルチ商法に該当するような販売をおこなう企業等または 感を与えるような記載をすることは固くお断りします。審査基を定めています。サプライ与えるような記載の事項を必ずお守りくだを定めています。サプライすることは固くお客様対応、断した場合には、当社は、利用約款の規定に従い、開店準備中、運営中を問わず本契約を解除するりします。本ガイドラ審査基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
準に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラつきまして当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以世情・情勢に応じて変わるものですので、その旨をご理解いただきますようお願いします。なに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ応じて当社が定めているものです。本ガイドラ変わるもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラですの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラで、ザッカネットサプライヤー利用約款（以その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ旨をご理解いただきますようお願いします。なを定めています。サプライご理解いただき、順守していただきますようお願いします。理解いただきますようお客様対応、願いします。いします。本ガイドラな



お客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以審査基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ準は公開して当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、らず、ザッカネットサプライヤー利用約款（以審査内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、問わず本契約を解除するい合わせは承りかねます。ご了承ください。りかねます。本ガイドラご理解いただき、順守していただきますようお願いします。了承りかねます。ご了承ください。ください。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以7） ザッカ福袋等の順守お客様対応、客様が定めているものです。本ガイドラ内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。を定めています。サプライ確認できない商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこいに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
お客様対応、客様が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。お客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も価を値を適切に判断できる情報（品物の点数、品物の種類、品物の価値の合計額、を定めています。サプライ適で適切な運切な運に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ判断した場合には、当社は、利用約款の規定に従い、開店準備中、運営中を問わず本契約を解除するできる情報やコンテ（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ点につきまして数、ザッカネットサプライヤー利用約款（以品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ種類に記載の事項を必ずお守りくだ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ価を値を適切に判断できる情報（品物の点数、品物の種類、品物の価値の合計額、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ合計額、ザッカネットサプライヤー利用約款（以
同様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、を定めています。サプライ複数販売に関係する情報やコンテする場合に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ部サイトへのリンクを設定すること等を制限の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラしか含む ザッカまれない品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。が定めているものです。本ガイドラある場合はその運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。お客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も数、ザッカネットサプライヤー利用約款（以品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
価を値を適切に判断できる情報（品物の点数、品物の種類、品物の価値の合計額、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ合計額に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ相当程度の高いサービスを提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ差異なる定めがある場合、利用約款の定めが優先され、本ガイドラインのが定めているものです。本ガイドラ生じる場合に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラはその運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ差異なる定めがある場合、利用約款の定めが優先され、本ガイドラインのや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、最低限り、利用約款に従います。保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高い証する品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。など）を定めています。サプライ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、説明な点につきましてに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ記載の事項を必ずお守りくだし
て当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ
また、ザッカネットサプライヤー利用約款（以品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ価を値を適切に判断できる情報（品物の点数、品物の種類、品物の価値の合計額、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ合計額が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテ価を格を定めています。サプライ下回の出品ることは禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以8） ザッカ中古品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこいに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
アやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ ザッカ中古品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、を定めています。サプライ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこう場合は必ずお守りくだず出店者様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ古物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。商の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ許可証の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ番号、ザッカネットサプライヤー利用約款（以許可を定めています。サプライした公安委員会の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ名称を企業情を定めています。サプライ企業情
報やコンテに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ掲載の事項を必ずお守りくだして当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ
イ ザッカ中古品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、として当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ状態についてを定めています。サプライ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以個々の画像を掲載するなどして、正確に説明してください。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ画像を管理・運用する知識、を定めています。サプライ掲載の事項を必ずお守りくだするなどして当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以正確に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ説明な点につきましてして当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ
ウ ザッカ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ状態についてが定めているものです。本ガイドラ新やお客様対応など、出店者様として必要な利用環境や業務環境（以下に例示品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、同様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ場合またはすべて当社が定めているものです。本ガイドラ同程度の高いサービスを提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ状態についての運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ場合を定めています。サプライ除するき、ザッカネットサプライヤー利用約款（以個々の画像を掲載するなどして、正確に説明してください。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、ご理解いただき、順守していただきますようお願いします。とに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、登録の企業様は、他社モールを除く外部サイトへのリンクを設定すること等を制限を定めています。サプライする
もの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラとし、ザッカネットサプライヤー利用約款（以同一つとして当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、種類に記載の事項を必ずお守りくだであって当社が定めているものです。本ガイドラも複数個の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ在庫が確保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高い設定めているものです。本ガイドラを定めています。サプライすることは禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以9） ザッカリコー会員運用ガイドラインルの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ対応に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
リコー会員運用ガイドラインル等の順守、ザッカネットサプライヤー利用約款（以商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ不具合情報やコンテが定めているものです。本ガイドラ公表されたときは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ただちプレミアム会員にご登録の企業様は、他社モールを除く外部サイトへのリンクを設定すること等を制限に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ対象に限りませ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこいを定めています。サプライ中止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとし、ザッカネットサプライヤー利用約款（以改善が完了しない場合、当社所定の審査対策が完了が定めているものです。本ガイドラ完了
するまでは取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこわないでください。本ガイドラまた、ザッカネットサプライヤー利用約款（以すでに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、客様に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、引き行為をおこなうことは禁止します。き渡し前にレビューの書きこみを求める行為や、出店者様にとって有利な評価をし後に新規にブランド品の取り扱いを開始される際にも同であった場合は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以お客様対応、客様へ不具合情
報やコンテお客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も対応方法を定めています。サプライ案内する等の順守、ザッカネットサプライヤー利用約款（以お客様対応、客様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ安全確保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高いに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ努めてください。めて当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ

4サプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライドメインに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1） ザッカサプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライドメインとは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以「サプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ ザッカURLの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ部サイトへのリンクを設定すること等を制限となるもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラであり、ザッカネットサプライヤー利用約款（以発行後に新規にブランド品の取り扱いを開始される際にも同の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ変更は
承りかねます。ご了承ください。れません。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以2） ザッカサプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライドメインとして当社が定めているものです。本ガイドラ使用ガイドラインいただけるの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラはサプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ名を定めています。サプライロー会員運用ガイドラインマ字表記したもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラなど、ザッカネットサプライヤー利用約款（以
意味のある文字列のみとします。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラある文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不字列のみとします。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラみとします。本ガイドラabc といった意味のある文字列のみとします。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラない文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不字列のみとします。は使用ガイドラインいただけません。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以3） ザッカ半角で で ザッカ3文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不字（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以3バイト）以上であることを必須とします。 ザッカ20文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不字（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以20バイト）以内、ザッカネットサプライヤー利用約款（以半角で の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ小文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不字英数字とハイフンの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラみ利用ガイドライン可能を損なう行為はしないでください。で
す。本ガイドラアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプラインダー会員運用ガイドラインバー会員運用ガイドライン、ザッカネットサプライヤー利用約款（以コンマ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ピリオドなどは使用ガイドラインいただけません。本ガイドラ「zakkanet」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不字列のみとします。は使用ガイドラインいただけません。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以4） ザッカ公序良俗にに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ反したとするもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラなどお客様対応、客様が定めているものです。本ガイドラ不快に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ思うであろう文字列は使用いただけません。うであろう文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不字列のみとします。は使用ガイドラインいただけません。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以5） ザッカすでに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ利用ガイドラインされて当社が定めているものです。本ガイドラいるサプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライドメインと同一つとして当社が定めているものです。本ガイドラもしくは類に記載の事項を必ずお守りくだ似したものは使用いただけません。したもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは使用ガイドラインいただけません。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以6） ザッカ病名は使用ガイドラインいただけません。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以7） ザッカ当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラ不適で適切な運切な運と判断した場合には、当社は、利用約款の規定に従い、開店準備中、運営中を問わず本契約を解除するした場合に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以サプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライドメインの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ発行前に弁護士等の専門家にご確認ください。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。を定めています。サプライ変更して当社が定めているものです。本ガイドラいただきます。本ガイドラ

第 4本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契約の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ締結や解約の手続、お客様対応、お客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も解約

1本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契約の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ締結や解約の手続、お客様対応、に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1） ザッカサプライヤー会員運用ガイドライン様からの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契約の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ申し込みの時点で満 みに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ対する当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ承りかねます。ご了承ください。諾は、本サービスへのアクセス権限情報の発行は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以サー会員運用ガイドラインビスへの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムセス権限り、利用約款に従います。情報やコンテの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ発行
の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ通知に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラよりお客様対応、こないます。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以2） ザッカザッカネットの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラモバイル版やデモ版として貸与されている音楽 を定めています。サプライはじめ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ザッカネットの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラサー会員運用ガイドラインビスを定めています。サプライ提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。するすべて当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ媒体への運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラご理解いただき、順守していただきますようお願いします。参加を定めています。サプライ必ずお守りくだ須とします。とし
ます。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以3） ザッカ出店者様は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以対象に限りませ月を経過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以毎月を経過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査 ザッカ1日より から末日より ）の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ売に関係する情報やコンテ上であることを必須とします。額を定めています。サプライ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ月を経過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査末日より までに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。するツの掲載に限定し、他社モールや出店者様の自社ホームページや自社ー会員運用ガイドラインルより当社が定めているものです。本ガイドラ
に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ報やコンテ告する必要があります。ご報告いただいた後に商品のキャンセル等が生じた場合は、売上額対象締め日のする必ずお守りくだ要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこが定めているものです。本ガイドラあります。本ガイドラご理解いただき、順守していただきますようお願いします。報やコンテ告する必要があります。ご報告いただいた後に商品のキャンセル等が生じた場合は、売上額対象締め日のいただいた後に新規にブランド品の取り扱いを開始される際にも同に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラキャンセル等の順守が定めているものです。本ガイドラ生じた場合は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以売に関係する情報やコンテ上であることを必須とします。額対象に限りませ締め日より の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
翌月を経過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査末までに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。するツの掲載に限定し、他社モールや出店者様の自社ホームページや自社ー会員運用ガイドラインルより申請いただいた場合に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ限り、利用約款に従います。り修正が定めているものです。本ガイドラ可能を損なう行為はしないでください。です。本ガイドラなお客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契約終了月を経過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
売に関係する情報やコンテ上であることを必須とします。額は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ月を経過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査末日より までに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ確定めているものです。本ガイドラして当社が定めているものです。本ガイドラいただく必ずお守りくだ要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこが定めているものです。本ガイドラあります。本ガイドラその運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ期日より を定めています。サプライ超えて当社が定めているものです。本ガイドラ売に関係する情報やコンテ上であることを必須とします。額の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ修正を定めています。サプライすることはで
きません。本ガイドラ

2本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契約の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ解約に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1） ザッカ本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契約の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ終了または中途を有するものを除きます解約を定めています。サプライ希望される出店者様につきましては、本契約時に当社される場合は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以解約を定めています。サプライ希望される出店者様につきましては、本契約時に当社する月を経過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ前に弁護士等の専門家にご確認ください。月を経過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ末日より （以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以中途を有するものを除きます解約に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
は解約希望される出店者様につきましては、本契約時に当社月を経過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ前に弁護士等の専門家にご確認ください。月を経過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ最終営業日より ）までに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ当社が定めているものです。本ガイドラあて当社が定めているものです。本ガイドラに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ必ずお守りくだず当社が定めているものです。本ガイドラ所定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ方法でご理解いただき、順守していただきますようお願いします。通知ください。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以2） ザッカ本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契約の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ終了または本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以サー会員運用ガイドラインビスの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ中止します。利用約款または本ガイドラインに違反したともしくは停止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラあたり、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラ所定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不章を定めています。サプライサプライ
ヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ記載の事項を必ずお守りくだします。本ガイドラお客様対応、問わず本契約を解除するい合わせフォー会員運用ガイドラインムを定めています。サプライ通して当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、客様よりお客様対応、問わず本契約を解除するい合わせを定めています。サプライいただいた際して法律で義務づけられている免許、資格条件を満たしていない商品に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以必ずお守りくだず
対応して当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ

第 5お客様対応、客様対応

1お客様対応、客様からシステム利用ガイドライン料または食品（健康食品含みます）（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ロイヤルティ権、肖像権、個人情報など他人の権利を侵害する商品、諸法規・公序良俗に等の順守、ザッカネットサプライヤー利用約款（以名目を定めています。サプライを定めています。サプライ問わず本契約を解除するいません）を定めています。サプライ徴収することを定めています。サプライ禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ
2返品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、・交換の特約については、「仕入れガイドページ」および商品説明等に明記してください。また、返品・交の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ特約に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以「仕入した時点で価格が確定しない商品、見積りが発生する商品）れガイドペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以お客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、説明な点につきまして等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ明な点につきまして記して当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラまた、ザッカネットサプライヤー利用約款（以返品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、・交
換の特約については、「仕入れガイドページ」および商品説明等に明記してください。また、返品・交する際して法律で義務づけられている免許、資格条件を満たしていない商品の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ送料または食品（健康食品含みます）や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、返金に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラかかる手数料または食品（健康食品含みます）などに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以社が定めているものです。本ガイドラ会通念から相当と考にします）を満たしていることを必須とします。またえられる額を定めています。サプライ超えて当社が定めているものです。本ガイドラ徴収するこ
とを定めています。サプライ禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ
3商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ発送に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラかかる送料または食品（健康食品含みます）・梱包料または食品（健康食品含みます）に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以「仕入した時点で価格が確定しない商品、見積りが発生する商品）れガイドペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以または商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、説明な点につきまして等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ明な点につきまして記して当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ



また、ザッカネットサプライヤー利用約款（以一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ般的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、水準よりも高いい送料または食品（健康食品含みます）・梱包料または食品（健康食品含みます）等の順守の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ名目を定めています。サプライで料または食品（健康食品含みます）金を定めています。サプライ徴収することを定めています。サプライ禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ
4商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、届けの際は、納品書を同梱してください。けの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ際して法律で義務づけられている免許、資格条件を満たしていない商品は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以納品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、書を定めています。サプライ同梱して当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ
5商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ同梱する印刷物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ザッカネットで用ガイドラインいて当社が定めているものです。本ガイドラいる「サプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ ザッカURLを定めています。サプライ記載の事項を必ずお守りくだして当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ
6商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、送り状の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ差出人欄には、ザッカネットで用いているストア名または特定商取引に関する法律に基づき表示に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ザッカネットで用ガイドラインいて当社が定めているものです。本ガイドラいるストアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ名または特定めているものです。本ガイドラ商取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこ引き行為をおこなうことは禁止します。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関する法律に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラづき表示
して当社が定めているものです。本ガイドラいる商号を定めています。サプライ記載の事項を必ずお守りくだして当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ
7出店者で、ザッカネットサプライヤー利用約款（以出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、時に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ在庫が確保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高いが定めているものです。本ガイドラなく、ザッカネットサプライヤー利用約款（以入した時点で価格が確定しない商品、見積りが発生する商品）荷の予定がない場合、商品登録を「削除」または「非公開」に設定してくだの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ予定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラない場合、ザッカネットサプライヤー利用約款（以商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、登録の企業様は、他社モールを除く外部サイトへのリンクを設定すること等を制限を定めています。サプライ「削除する」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以または「非公開」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ設定めているものです。本ガイドラして当社が定めているものです。本ガイドラくだ
さい。本ガイドラお客様対応、客様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ注ピーク時にも十分対応できる人員体制および商品管理体制の確保文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不後に新規にブランド品の取り扱いを開始される際にも同に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ在庫が確保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高い切な運れが定めているものです。本ガイドラ判明な点につきましてするなど、ザッカネットサプライヤー利用約款（以クを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムレー会員運用ガイドラインムとならないようご理解いただき、順守していただきますようお願いします。注ピーク時にも十分対応できる人員体制および商品管理体制の確保意ください。本ガイドラお客様対応、客様からお客様対応、問わず本契約を解除するい
合わせを定めています。サプライいただいた場合に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ電話や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、メー会員運用ガイドラインル等の順守で ザッカ1営業日より 以内に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ対応できる体制を定めています。サプライ整えてください。えて当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ
8お客様対応、客様への運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラメー会員運用ガイドラインル送信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がでに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以以下に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラご理解いただき、順守していただきますようお願いします。注ピーク時にも十分対応できる人員体制および商品管理体制の確保意ください。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1） ザッカ注ピーク時にも十分対応できる人員体制および商品管理体制の確保文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不承りかねます。ご了承ください。諾は、本サービスへのアクセス権限情報の発行・出荷の予定がない場合、商品登録を「削除」または「非公開」に設定してくだ連絡メールなど、お客様へ送信するメール内には ザッカネットの「サプライヤーページ」の メー会員運用ガイドラインルなど、ザッカネットサプライヤー利用約款（以お客様対応、客様へ送信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がでするメー会員運用ガイドラインル内に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは ザッカザッカネットの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ「サプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ ザッカ
URLを定めています。サプライ必ずお守りくだず表示して当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以2） ザッカ購買い物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ前に弁護士等の専門家にご確認ください。後に新規にブランド品の取り扱いを開始される際にも同に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラかかわらず、ザッカネットサプライヤー利用約款（以お客様対応、客様へ情報やコンテ提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。・販売に関係する情報やコンテ促進を目的としたメール配信をおこなう場合は、特定を定めています。サプライ目を定めています。サプライ的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、としたメー会員運用ガイドラインル配信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がでを定めています。サプライお客様対応、こなう場合は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以特定めているものです。本ガイドラ
電子メールの送信の適正化等に関する法律に従って事前にお客様からメール送信の承諾を得てください。またメー会員運用ガイドラインルの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ送信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がでの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ適で適切な運正化等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関する法律に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ従います。って当社が定めているものです。本ガイドラ事前に弁護士等の専門家にご確認ください。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、客様からメー会員運用ガイドラインル送信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がでの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ承りかねます。ご了承ください。諾は、本サービスへのアクセス権限情報の発行を定めています。サプライ得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律、管轄官庁のガイドラインおよび当該プライバて当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラまた、ザッカネットサプライヤー利用約款（以
お客様対応、客様から配信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がで停止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ申し出が定めているものです。本ガイドラあった場合は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以メー会員運用ガイドラインルの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ配信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がでを定めています。サプライ停止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとして当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラなお客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以メー会員運用ガイドラインルの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ配信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がでに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以
ザッカネットの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。するメー会員運用ガイドラインル配信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がで機能を損なう行為はしないでください。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ使用ガイドラインを定めています。サプライ推奨します。します。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以3） ザッカ出店者が定めているものです。本ガイドラメー会員運用ガイドラインル配信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がで機能を損なう行為はしないでください。を定めています。サプライ使用ガイドラインして当社が定めているものです。本ガイドラメー会員運用ガイドラインル配信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がでする場合、ザッカネットサプライヤー利用約款（以メー会員運用ガイドラインル内に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラはザッカネットの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ「サプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドライン
ジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以以外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ ザッカURLは記載の事項を必ずお守りくだしないでください。本ガイドラまた、ザッカネットサプライヤー利用約款（以メー会員運用ガイドラインル配信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がで機能を損なう行為はしないでください。を定めています。サプライ使用ガイドラインせずに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラメー会員運用ガイドラインルを定めています。サプライ配信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がでする場合、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ザッカ
ネットの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ「サプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以以外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ ザッカURLを定めています。サプライ記載の事項を必ずお守りくだするときは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以お客様対応、客様に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ対して当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアム部サイトへのリンクを設定すること等を制限サイトへリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムする ザッカURL
であることを定めています。サプライ分かりや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、すく表示して当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ

9商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、を定めています。サプライ購入した時点で価格が確定しない商品、見積りが発生する商品）されたお客様対応、客様に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ対して当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以購入した時点で価格が確定しない商品、見積りが発生する商品）された商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、以外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以自社が定めているものです。本ガイドラまたは他社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテ促進を目的としたメール配信をおこなう場合は、特定物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。を定めています。サプライ送付ファイルを含むメールの送受信がでする場合
に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以個人情報やコンテの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高い護に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関する法律お客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も管轄官庁のガイドラインおよび当該プライバの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラガイドラインに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ従います。い、ザッカネットサプライヤー利用約款（以あらかじめお客様対応、客様に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ利用ガイドライン目を定めています。サプライ的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、を定めています。サプライ明な点につきまして
示して当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ

10当社が定めているものです。本ガイドラでは常な運営の妨げになるような行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したと時評価を機能を損なう行為はしないでください。などから出店者様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ運用ガイドライン状況を定めています。サプライモニタや商品画像を管理・運用する知識、ー会員運用ガイドラインし、ザッカネットサプライヤー利用約款（以運用ガイドラインに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ問わず本契約を解除する題があると判断された出店者が定めているものです。本ガイドラあると判断した場合には、当社は、利用約款の規定に従い、開店準備中、運営中を問わず本契約を解除するされた出店者
様に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ対して当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以利用ガイドライン約款の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ規定めているものです。本ガイドラに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ従います。い、ザッカネットサプライヤー利用約款（以本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以サー会員運用ガイドラインビスの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ全部サイトへのリンクを設定すること等を制限または一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ部サイトへのリンクを設定すること等を制限の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。を定めています。サプライ中止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとまたは停止します。利用約款または本ガイドラインに違反したと、ザッカネットサプライヤー利用約款（以もしくは本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契
約を定めています。サプライ解除するすることが定めているものです。本ガイドラあります。本ガイドラお客様対応、客様との運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ事故、ザッカネットサプライヤー利用約款（以クを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムレー会員運用ガイドラインムを定めています。サプライ極力起こすことのないように、商品の配送遅れ、誤納こすことの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラないように基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ配送遅れ、誤納れ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以誤納
品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以請求める行為や、出店者様にとって有利な評価をミスに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは十分注ピーク時にも十分対応できる人員体制および商品管理体制の確保意して当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ

第 6「サプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ

1商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、登録の企業様は、他社モールを除く外部サイトへのリンクを設定すること等を制限に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1） ザッカ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、名・画像を管理・運用する知識、・商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、説明な点につきましてが定めているものです。本ガイドラ同じ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、を定めています。サプライ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以複数の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラカテゴリに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ重複登録の企業様は、他社モールを除く外部サイトへのリンクを設定すること等を制限することは禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以2） ザッカ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、名・画像を管理・運用する知識、・商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、説明な点につきましてが定めているものです。本ガイドラ同じ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、を定めています。サプライ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以同一つとして当社が定めているものです。本ガイドラカテゴリに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ重複登録の企業様は、他社モールを除く外部サイトへのリンクを設定すること等を制限することは禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラまた、ザッカネットサプライヤー利用約款（以一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ部サイトへのリンクを設定すること等を制限説明な点につきまして等の順守
が定めているものです。本ガイドラ異なる定めがある場合、利用約款の定めが優先され、本ガイドラインのなった場合でも、ザッカネットサプライヤー利用約款（以第三者から同じような商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、であると認識される場合も同じです。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以3） ザッカ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、価を格の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ表示に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以定めているものです。本ガイドラ価を販売に関係する情報やコンテであるの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ビジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライュアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライル訴求める行為や、出店者様にとって有利な評価を目を定めています。サプライ的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、で赤文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不字価を格表記を定めています。サプライするなどの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
誇張表現、ザッカネットサプライヤー利用約款（以優良誤認となるような表現はしないでください。本ガイドラまた、ザッカネットサプライヤー利用約款（以景表法に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、ける過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査去の販売価格は、ザッカネッの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテ価を格は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ザッカネッ
トで実際して法律で義務づけられている免許、資格条件を満たしていない商品に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテされた実績をもって設定できるものとし、実際の店舗や他モールのストア、自社ホームページなを定めています。サプライもって当社が定めているものです。本ガイドラ設定めているものです。本ガイドラできるもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラとし、ザッカネットサプライヤー利用約款（以実際して法律で義務づけられている免許、資格条件を満たしていない商品の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ店舗や他モールのストア、自社ホームページなや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、他モー会員運用ガイドラインルの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラストアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以自社が定めているものです。本ガイドラホー会員運用ガイドラインムペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライな
どでの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテ実績をもって設定できるものとし、実際の店舗や他モールのストア、自社ホームページなは過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査去の販売価格は、ザッカネッの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテ価を格として当社が定めているものです。本ガイドラ設定めているものです。本ガイドラすることはできません。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以4） ザッカ過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査去の販売価格は、ザッカネッの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテ価を格を定めています。サプライ比較対象に限りませ価を格とする二重価を格表示を定めています。サプライお客様対応、こなう場合の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ比較対象に限りませ価を格は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査去の販売価格は、ザッカネッに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ同一つとして当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商
品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ ザッカザッカネットの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ当該ストアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、いて当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテされ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以以下の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライまたはイを定めています。サプライ満たした価を格として当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラただ
し、ザッカネットサプライヤー利用約款（以以下の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライまたはイを定めています。サプライ満たすもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラであって当社が定めているものです。本ガイドラも、ザッカネットサプライヤー利用約款（以過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査去の販売価格は、ザッカネッ実際して法律で義務づけられている免許、資格条件を満たしていない商品に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテして当社が定めているものです。本ガイドラいた期間の最終日から の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ最終日より から ザッカ2週間の最終日から 以上であることを必須とします。経過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査し
て当社が定めているものです。本ガイドラいる場合や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査去の販売価格は、ザッカネッの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテ期間の最終日から が定めているものです。本ガイドラ ザッカ2 週間の最終日から 未満の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ場合は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以比較対象に限りませ価を格として当社が定めているものです。本ガイドラ表示することは出来の機能を損なう行為はしないでください。ません。本ガイドラ
アやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ ザッカ今回の出品の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテ開始される際にも同時点につきましてまでの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査去の販売価格は、ザッカネッ ザッカ8週間の最終日から の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラうちプレミアム会員にご登録の企業様は、他社モールを除く外部サイトへのリンクを設定すること等を制限、ザッカネットサプライヤー利用約款（以販売に関係する情報やコンテ期間の最終日から の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ通算で で ザッカ4週間の最終日から 超の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテ実績をもって設定できるものとし、実際の店舗や他モールのストア、自社ホームページなが定めているものです。本ガイドラあること
イ ザッカ今回の出品の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテ開始される際にも同時点につきましてまでの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテ期間の最終日から が定めているものです。本ガイドラ ザッカ8週間の最終日から 未満の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ場合、ザッカネットサプライヤー利用約款（以販売に関係する情報やコンテ期間の最終日から の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ通算で で過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査半かつ ザッカ2週間の最終日から 以上であることを必須とします。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販
売に関係する情報やコンテ実績をもって設定できるものとし、実際の店舗や他モールのストア、自社ホームページなが定めているものです。本ガイドラあること
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以5） ザッカ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、名に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは装飾語の定義は、特段定めのない限り、利用約款に従います。や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、名以外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不字（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以送料または食品（健康食品含みます）無料または食品（健康食品含みます）など）を定めています。サプライ表記しないでください。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以6） ザッカ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、とは関係する情報やコンテの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラない商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、名や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、カテゴリ名を定めています。サプライ含む ザッカめたもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは使用ガイドラインいただけません。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以7） ザッカ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以医薬品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、を定めています。サプライ除するきます）に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以医薬的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、な効能を損なう行為はしないでください。・効果を明示または暗示させるものは使用いただけませを定めています。サプライ明な点につきまして示または暗示させるもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは使用ガイドラインいただけませ
ん。本ガイドラ

2ペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1） ザッカ使用ガイドライン可能を損なう行為はしないでください。 ザッカHTML タや商品画像を管理・運用する知識、グ不正操作などの客引き行為をおこなうことは禁止します。一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ覧にないタグは使用できません。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラないタや商品画像を管理・運用する知識、グ不正操作などの客引き行為をおこなうことは禁止します。は使用ガイドラインできません。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以2） ザッカJavaScript、ザッカネットサプライヤー利用約款（以Flashは使用ガイドラインできません。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以3） ザッカスタや商品画像を管理・運用する知識、イルシー会員運用ガイドライントに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以使用ガイドライン可能を損なう行為はしないでください。 ザッカHTML タや商品画像を管理・運用する知識、グ不正操作などの客引き行為をおこなうことは禁止します。一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ覧にないタグは使用できません。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ含む ザッカまれるタや商品画像を管理・運用する知識、グ不正操作などの客引き行為をおこなうことは禁止します。で記載の事項を必ずお守りくだして当社が定めているものです。本ガイドラください（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以<STYLE>STYLE>タや商品画像を管理・運用する知識、グ不正操作などの客引き行為をおこなうことは禁止します。
は使用ガイドラインできません）。本ガイドラ



（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以4） ザッカ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、デー会員運用ガイドラインタや商品画像を管理・運用する知識、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、画像を管理・運用する知識、作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ成することは禁止します。時の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ字数制限り、利用約款に従います。・使用ガイドライン可能を損なう行為はしないでください。文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不字・容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。量制限り、利用約款に従います。・指定めているものです。本ガイドラファイル・形式データに関する知識指定めているものです。本ガイドラなどは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以各
種マニュアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライルに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ記載の事項を必ずお守りくだの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ制限り、利用約款に従います。を定めています。サプライお客様対応、守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライりください。本ガイドラ特に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、名や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、説明な点につきまして等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ実際して法律で義務づけられている免許、資格条件を満たしていない商品に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ含む ザッカまれて当社が定めているものです。本ガイドラいない原材
料または食品（健康食品含みます）や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、販売に関係する情報やコンテされる商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ含む ザッカまれない商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、名・ブランド名も記載の事項を必ずお守りくだしないでください。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以5） ザッカ日より 本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以通信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がで販売に関係する情報やコンテ協会の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ定めているものです。本ガイドラめる「通信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がで販売に関係する情報やコンテ業に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、ける電子メールの送信の適正化等に関する法律に従って事前にお客様からメール送信の承諾を得てください。また商取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこ引き行為をおこなうことは禁止します。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ沿った商品データや商品画像を管理・運用する知識、った店舗や他モールのストア、自社ホームページな情報やコンテの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ表示を定めています。サプライ
お客様対応、こなって当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以6） ザッカお客様対応、客様からの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、問わず本契約を解除するい合わせ先され、本ガイドラインのは ザッカザッカネットに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ共通で設定めているものです。本ガイドラされて当社が定めているものです。本ガイドラいる「お客様対応、問わず本契約を解除するい合わせフォー会員運用ガイドラインム」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以を定めています。サプライ使用ガイドラインして当社が定めているものです。本ガイドラ
ください。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以7） ザッカ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、紹介に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ動画を定めています。サプライ用ガイドラインいる場合は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラ別ルール（以下「特別ルール」とい途を有するものを除きます指定めているものです。本ガイドラする方法に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラよって当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラみお客様対応、こなって当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ紹介
以外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ目を定めています。サプライ的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、で動画を定めています。サプライ用ガイドラインいることお客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラ指定めているものです。本ガイドラする方法に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラよらずに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ動画を定めています。サプライ用ガイドラインいることは禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以8） ザッカ使用ガイドラインする画像を管理・運用する知識、や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、動画に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以著作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ権法などに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ抵触しないことをあらかじめご確認ください。しないことを定めています。サプライあらかじめご理解いただき、順守していただきますようお願いします。確認ください。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以9） ザッカザッカネット外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ掲載の事項を必ずお守りくだされて当社が定めているものです。本ガイドラいる画像を管理・運用する知識、を定めています。サプライサプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ内で表示することは禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以10）使用ガイドラインする画像を管理・運用する知識、や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、動画に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ ザッカザッカネット外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ ザッカURLを定めています。サプライ表示することは禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以11）サプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライへ以下の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ情報やコンテもしくはコンテンツの掲載に限定し、他社モールや出店者様の自社ホームページや自社を定めています。サプライ掲載の事項を必ずお守りくだし、ザッカネットサプライヤー利用約款（以または、ザッカネットサプライヤー利用約款（以以下の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ情報やコンテもしくはコンテンツの掲載に限定し、他社モールや出店者様の自社ホームページや自社への運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
リンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアム（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以これらの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ情報やコンテもしくはコンテンツの掲載に限定し、他社モールや出店者様の自社ホームページや自社が定めているものです。本ガイドラ掲載の事項を必ずお守りくだされたサイトへの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムを定めています。サプライ含む ザッカみます）を定めています。サプライ設定めているものです。本ガイドラすることを定めています。サプライ禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ
アやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ ザッカ第三者の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ権利を定めています。サプライ害する商品、諸法規・公序良俗にしまたは害する商品、諸法規・公序良俗にするお客様対応、それの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラあるもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
イ ザッカ差別ルール（以下「特別ルール」とい的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、な表現や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、不快語の定義は、特段定めのない限り、利用約款に従います。を定めています。サプライ含む ザッカむもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
ウ ザッカヌー会員運用ガイドラインド、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ポルノまたはそれに類する商品などの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラわいせつまたはわい雑な内容を含むものな内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。を定めています。サプライ含む ザッカむもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
エ ザッカ著しく性的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、感を与えるような記載をすることは固くお断りします。審査基情を定めています。サプライ刺激する行動描写を含むものする行動描写を定めています。サプライ含む ザッカむもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
オ ザッカ粗暴または残酷な行為の描写を含むものまたは残酷な行為の描写を含むものな行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ描写を定めています。サプライ含む ザッカむもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
カ ザッカ反したと倫理的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、または反したと社が定めているものです。本ガイドラ会的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、な行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ描写を定めています。サプライ含む ザッカむもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
キ ザッカ品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、位に自らを表示させることまたは売上の水増し等を目的として、自らまを定めています。サプライ欠く内容または他人に不快感を与える内容を含むものく内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。または他人に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ不快感を与えるような記載をすることは固くお断りします。審査基を定めています。サプライ与える内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。を定めています。サプライ含む ザッカむもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
クを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアム ザッカ上であることを必須とします。記の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ他、ザッカネットサプライヤー利用約款（以公序良俗にに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ反したとする内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。または不快感を与えるような記載をすることは固くお断りします。審査基を定めています。サプライ与えるような内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。を定めています。サプライ含む ザッカむもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
ケ ザッカ法令等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ違反したともしくは違反したとするお客様対応、それの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラあるもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
コ ザッカ当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がで用ガイドラインまたは当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。するサー会員運用ガイドラインビスに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ対する信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がで用ガイドラインを定めています。サプライ毀損なう行為はしないでください。するお客様対応、それの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラあるもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
サ ザッカ当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラ出店者や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、サプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高い証し、ザッカネットサプライヤー利用約款（以推奨します。して当社が定めているものです。本ガイドラいるかの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラような誤解を定めています。サプライ与えるもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
シ ザッカ第 ザッカ2運営理念の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ ザッカ2に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ定めているものです。本ガイドラめる趣旨をご理解いただきますようお願いします。なに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ反したとするもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ
ス ザッカその運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ他当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラ不適で適切な運当と認めたもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ

3表記に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1） ザッカ外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアム部サイトへのリンクを設定すること等を制限サイト ザッカURLの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムを定めています。サプライ表示する場合は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以お客様対応、客様が定めているものです。本ガイドラ外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアム部サイトへのリンクを設定すること等を制限サイトへの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムであることが定めているものです。本ガイドラ分かるように基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラして当社が定めているものです。本ガイドラく
ださい。本ガイドラまた、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ザッカネットの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラほかの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ出店者様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ「ストアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以との運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアム設定めているものです。本ガイドラを定めています。サプライするときは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以必ずお守りくだず双方同意の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラもとお客様対応、こな
って当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラただし、ザッカネットサプライヤー利用約款（以SEO対策が完了の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラための運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアム部サイトへのリンクを設定すること等を制限リンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアム購入した時点で価格が確定しない商品、見積りが発生する商品）や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ他の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラスパム行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとを定めています。サプライ禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以2） ザッカ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、ペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ内に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、いて当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不字サイズを除きを定めています。サプライ極小に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ設定めているものです。本ガイドラすることや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、背景色と文字色に類似色を使用するなど、著と文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不字色と文字色に類似色を使用するなど、著に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ類に記載の事項を必ずお守りくだ似したものは使用いただけません。色と文字色に類似色を使用するなど、著を定めています。サプライ使用ガイドラインするなど、ザッカネットサプライヤー利用約款（以著
しく視認性に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ劣る文字サイズや文字色の使用は禁止します。また、商品名やキーワードを多数羅列するなど検る文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不字サイズを除きや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不字色と文字色に類似色を使用するなど、著の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ使用ガイドラインは禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラまた、ザッカネットサプライヤー利用約款（以商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、名や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、キー会員運用ガイドラインワー会員運用ガイドラインドを定めています。サプライ多数羅列のみとします。するなど検
索目を定めています。サプライ的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラための運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ記載の事項を必ずお守りくだは禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以3） ザッカ未成することは禁止します。年者が定めているものです。本ガイドラ購入した時点で価格が確定しない商品、見積りが発生する商品）できない酒類に記載の事項を必ずお守りくだなどの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ際して法律で義務づけられている免許、資格条件を満たしていない商品は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以該当商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、ペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライと「お客様対応、買い物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。い物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。ガイドペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以お客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款もカー会員運用ガイドライント
内に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、いて当社が定めているものです。本ガイドラ「未成することは禁止します。年者に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ対して当社が定めているものです。本ガイドラは販売に関係する情報やコンテしない」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以旨をご理解いただきますようお願いします。なを定めています。サプライ必ずお守りくだず記載の事項を必ずお守りくだして当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以4） ザッカお客様対応、客様からいただいた店舗や他モールのストア、自社ホームページな、ザッカネットサプライヤー利用約款（以販売に関係する情報やコンテ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラご理解いただき、順守していただきますようお願いします。意見せかけ販売や、その商品の人気が高い、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ご理解いただき、順守していただきますようお願いします。感を与えるような記載をすることは固くお断りします。審査基想させると当社が判断した商品を定めています。サプライ「出店者ペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以内に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ掲載の事項を必ずお守りくだする場合は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以
掲載の事項を必ずお守りくだ目を定めています。サプライ的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以掲載の事項を必ずお守りくだ方法等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ必ずお守りくだずお客様対応、客様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ事前に弁護士等の専門家にご確認ください。了承りかねます。ご了承ください。を定めています。サプライ得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律、管轄官庁のガイドラインおよび当該プライバたうえで、ザッカネットサプライヤー利用約款（以出店者様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ責任において確認・準備をおこに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、いて当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、こなって当社が定めているものです。本ガイドラく
ださい。本ガイドラザッカネットの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ「評価を」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ザッカネット上であることを必須とします。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、ける閲覧にないタグは使用できません。目を定めています。サプライ的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、での運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラみ利用ガイドラインし、ザッカネットサプライヤー利用約款（以その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ他で転載の事項を必ずお守りくだ等の順守しな
いでください。本ガイドラなお客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ザッカネットの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ「ストアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ評価を」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以サプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ表示され、ザッカネットサプライヤー利用約款（以詳細はリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアム先され、本ガイドラインので確
認することが定めているものです。本ガイドラできます。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以5） ザッカザッカネットでは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以店舗や他モールのストア、自社ホームページな内ナビゲー会員運用ガイドラインションに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以以下の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ ザッカ5か所への運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムを定めています。サプライ必ずお守りくだずお客様対応、こなって当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ
・ ザッカカー会員運用ガイドライント（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以推奨します。表現「カー会員運用ガイドライントを定めています。サプライ見せかけ販売や、その商品の人気が高いる」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以）
・ ザッカ会社が定めているものです。本ガイドラ概要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこ（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以推奨します。表現「会社が定めているものです。本ガイドラ概要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこ」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以）
・ ザッカ仕入した時点で価格が確定しない商品、見積りが発生する商品）れガイド（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以推奨します。表現「仕入した時点で価格が確定しない商品、見積りが発生する商品）れガイド」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以）
・ ザッカプライバシー会員運用ガイドラインポリシー会員運用ガイドライン（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以推奨します。表現「プライバシー会員運用ガイドラインポリシー会員運用ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以）
・ ザッカお客様対応、問わず本契約を解除するい合わせフォー会員運用ガイドラインム（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以推奨します。表現「お客様対応、問わず本契約を解除するい合わせ」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以）
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以6） ザッカ会社が定めているものです。本ガイドラ概要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライと仕入した時点で価格が確定しない商品、見積りが発生する商品）れガイドペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ストアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以特定めているものです。本ガイドラ商取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこ引き行為をおこなうことは禁止します。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関する法律に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラづく事項の細目を定めています。サプライ
を定めています。サプライ必ずお守りくだず記載の事項を必ずお守りくだして当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラなお客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以お客様対応、買い物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。い物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。ガイドペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以注ピーク時にも十分対応できる人員体制および商品管理体制の確保文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ覧にないタグは使用できません。（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以カー会員運用ガイドライント）以降のページから自動的にリンクの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライから自動的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアム
を定めています。サプライ設定めているものです。本ガイドラします。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以7） ザッカ販売に関係する情報やコンテに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラかかわる免許や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、許認可が定めているものです。本ガイドラある場合は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。を定めています。サプライ記載の事項を必ずお守りくだして当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以8） ザッカ東証一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ部サイトへのリンクを設定すること等を制限上であることを必須とします。場・日より 本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以最大などの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ表現は法令等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ従います。い適で適切な運切な運に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、こなって当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ誇張や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、虚偽の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラないようお客様対応、
願いします。いします。本ガイドラ

4推奨します。環境や業務環境（以下に例示に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1） ザッカ推奨します。 ザッカOS：イメージ映像、写真集、同人誌、トレーディングカード、テレホンカード等MicrosoftWindows10以上であることを必須とします。（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以日より 本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以語の定義は、特段定めのない限り、利用約款に従います。版やデモ版として貸与されている音楽 ）
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以2） ザッカ推奨します。ブラウザー会員運用ガイドライン：イメージ映像、写真集、同人誌、トレーディングカード、テレホンカード等Google Chrome 最新やお客様対応など、出店者様として必要な利用環境や業務環境（以下に例示版やデモ版として貸与されている音楽 、ザッカネットサプライヤー利用約款（以Safari 最新やお客様対応など、出店者様として必要な利用環境や業務環境（以下に例示版やデモ版として貸与されている音楽 、ザッカネットサプライヤー利用約款（以Microsoft Edge 最新やお客様対応など、出店者様として必要な利用環境や業務環境（以下に例示版やデモ版として貸与されている音楽 、ザッカネットサプライヤー利用約款（以Firefox 最新やお客様対応など、出店者様として必要な利用環境や業務環境（以下に例示版やデモ版として貸与されている音楽 



第 7その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ他、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ご理解いただき、順守していただきますようお願いします。利用ガイドラインに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラあたって当社が定めているものです。本ガイドラの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ注ピーク時にも十分対応できる人員体制および商品管理体制の確保意事項の細目を定めています。サプライ

1出店者様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以「サプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ザッカネット等の順守を定めています。サプライ広告する必要があります。ご報告いただいた後に商品のキャンセル等が生じた場合は、売上額対象締め日の・宣伝する目的で、「サプライヤーページ」まする目を定めています。サプライ的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、で、ザッカネットサプライヤー利用約款（以「サプライヤー会員運用ガイドラインペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ま
たは出店者様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ各ウェブペー会員運用ガイドラインジの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以販促物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、いて当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以「ザッカネット」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ各ロゴを定めています。サプライお客様対応、使いいただけます。本ガイドラ
2当社が定めているものです。本ガイドラとの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラメー会員運用ガイドラインルでの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ連絡メールなど、お客様へ送信するメール内には ザッカネットの「サプライヤーページ」の 、ザッカネットサプライヤー利用約款（以カスタや商品画像を管理・運用する知識、マー会員運用ガイドラインサポー会員運用ガイドライント、ザッカネットサプライヤー利用約款（以その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ他 ザッカザッカネットでの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ業務に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、いて当社が定めているものです。本ガイドラ利用ガイドラインするメー会員運用ガイドラインルアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライドレス
は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、お客様対応、客様からの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラメー会員運用ガイドラインルの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ受信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がでに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ支障がなく、連絡を取ることが可能であり、出店者様が常時確認していが定めているものです。本ガイドラなく、ザッカネットサプライヤー利用約款（以連絡メールなど、お客様へ送信するメール内には ザッカネットの「サプライヤーページ」の を定めています。サプライ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこることが定めているものです。本ガイドラ可能を損なう行為はしないでください。であり、ザッカネットサプライヤー利用約款（以出店者様が定めているものです。本ガイドラ常な運営の妨げになるような行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したと時確認して当社が定めているものです。本ガイドラい
るメー会員運用ガイドラインルアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライドレスとして当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ
3所在地や連絡先を変更した際には、遅滞なく当社に変更後の所在地や連絡先をご連絡ください。なお、所在や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、連絡メールなど、お客様へ送信するメール内には ザッカネットの「サプライヤーページ」の 先され、本ガイドラインのを定めています。サプライ変更した際して法律で義務づけられている免許、資格条件を満たしていない商品に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以遅れ、誤納滞なく当社に変更後の所在地や連絡先をご連絡ください。なお、所在なく当社が定めているものです。本ガイドラに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ変更後に新規にブランド品の取り扱いを開始される際にも同の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ所在地や連絡先を変更した際には、遅滞なく当社に変更後の所在地や連絡先をご連絡ください。なお、所在や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、連絡メールなど、お客様へ送信するメール内には ザッカネットの「サプライヤーページ」の 先され、本ガイドラインのを定めています。サプライご理解いただき、順守していただきますようお願いします。連絡メールなど、お客様へ送信するメール内には ザッカネットの「サプライヤーページ」の ください。本ガイドラなお客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以所在
地や連絡先を変更した際には、遅滞なく当社に変更後の所在地や連絡先をご連絡ください。なお、所在や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、連絡メールなど、お客様へ送信するメール内には ザッカネットの「サプライヤーページ」の 先され、本ガイドラインのの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ変更に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ伴い、連絡をとれない状況（当社からの連絡に返信いただけない場合を含みます）がサプい、ザッカネットサプライヤー利用約款（以連絡メールなど、お客様へ送信するメール内には ザッカネットの「サプライヤーページ」の を定めています。サプライとれない状況（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラからの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ連絡メールなど、お客様へ送信するメール内には ザッカネットの「サプライヤーページ」の に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ返信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がでいただけない場合を定めています。サプライ含む ザッカみます）が定めているものです。本ガイドラサプ
ライヤー会員運用ガイドライン会員様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ ザッカ3営業日より を定めています。サプライ超えて当社が定めているものです。本ガイドラ続いた場合に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以強制的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契約を定めています。サプライ解除するさせて当社が定めているものです。本ガイドラいただくことが定めているものです。本ガイドラあります。本ガイドラ
4なりすまし注ピーク時にも十分対応できる人員体制および商品管理体制の確保文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、カー会員運用ガイドラインド詐欺などによる悪質な注文が発生した場合、速やかに当社へご連絡ください。また再などに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラよる悪質な注文が発生した場合、速やかに当社へご連絡ください。また再な注ピーク時にも十分対応できる人員体制および商品管理体制の確保文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不が定めているものです。本ガイドラ発生した場合、ザッカネットサプライヤー利用約款（以速やかに対応してください。開店審査または初回の出品や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、かに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ当社が定めているものです。本ガイドラへご理解いただき、順守していただきますようお願いします。連絡メールなど、お客様へ送信するメール内には ザッカネットの「サプライヤーページ」の ください。本ガイドラまた再
発防止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラため所轄の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ警察に通報・ご相談をお願いします。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ通報やコンテ・ご理解いただき、順守していただきますようお願いします。相談を定めています。サプライお客様対応、願いします。いします。本ガイドラ
5予約、ザッカネットサプライヤー利用約款（以オー会員運用ガイドラインダー会員運用ガイドラインメー会員運用ガイドラインドなど、ザッカネットサプライヤー利用約款（以お客様対応、客様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ注ピーク時にも十分対応できる人員体制および商品管理体制の確保文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不後に新規にブランド品の取り扱いを開始される際にも同に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、を定めています。サプライ仕入した時点で価格が確定しない商品、見積りが発生する商品）れたり制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライしたりする場合に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以以下の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラいずれか
を定めています。サプライ満たすもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラとします。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1） ザッカ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ引き行為をおこなうことは禁止します。き渡し前にレビューの書きこみを求める行為や、出店者様にとって有利な評価をし時あるいは商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、引き行為をおこなうことは禁止します。き渡し前にレビューの書きこみを求める行為や、出店者様にとって有利な評価をし後に新規にブランド品の取り扱いを開始される際にも同の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ支払いとすることいとすること
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以2） ザッカ支払いとすることい方法を定めています。サプライ複数設定めているものです。本ガイドラし、ザッカネットサプライヤー利用約款（以いずれか ザッカ1つは上であることを必須とします。記（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1）の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ方法とすること
6 お客様対応、客様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ入した時点で価格が確定しない商品、見積りが発生する商品）金を定めています。サプライ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、調達に充当することを前提とした出品はおこなわないことに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ充当することを定めています。サプライ前に弁護士等の専門家にご確認ください。提とした出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、はお客様対応、こなわないこと

第 2章特別ルール（以下「特別ルール」といルー会員運用ガイドラインル

第 1健康食品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関するルー会員運用ガイドラインル
健康食品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以健康器具、ザッカネットサプライヤー利用約款（以化粧品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以医薬品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以医療機器ほか、ザッカネットサプライヤー利用約款（以人または動物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ身の責任において確認・準備をおこ体構造エアガン・改造モデルガンやその部品（銃砲刀剣類所持等取締法の規制対象に限りませ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以機能を損なう行為はしないでください。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ影響を及ぼすことがを定めています。サプライ及ぼすことがぼすことが定めているものです。本ガイドラ
目を定めています。サプライ的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、とされて当社が定めているものです。本ガイドラいるもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以以下「健康食品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、等の順守」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以といいます）の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以承りかねます。ご了承ください。認を定めています。サプライ受けて当社が定めているものです。本ガイドラいない効能を損なう行為はしないでください。効果を明示または暗示させるものは使用いただけませを定めています。サプライうたうこ
とは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以医薬品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以医療機器等の順守の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、質な注文が発生した場合、速やかに当社へご連絡ください。また再、ザッカネットサプライヤー利用約款（以有効性及ぼすことがび販売方法等が、法令等、利用約款も安全性の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ確保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高い等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関する法律お客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も関連法令等の順守（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以以下「医薬
品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、医療機器等の順守法等の順守」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以といいます）に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ違反したとするの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラみならず、ザッカネットサプライヤー利用約款（以取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこ引き行為をおこなうことは禁止します。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ信できる環境および運用・保守担当者の配置（添付ファイルを含むメールの送受信がで頼して商品を注文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不性を定めています。サプライ損なう行為はしないでください。ない、ザッカネットサプライヤー利用約款（以利用ガイドラインするお客様対応、客様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ健康被害する商品、諸法規・公序良俗に
を定めています。サプライ誘引き行為をおこなうことは禁止します。するお客様対応、それが定めているものです。本ガイドラあります。本ガイドラ従います。って当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラでは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以これらの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、を定めています。サプライ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこうに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラあたり、ザッカネットサプライヤー利用約款（以販売に関係する情報やコンテ基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ準と記載の事項を必ずお守りくだ方法に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラつい
て当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以規定めているものです。本ガイドラを定めています。サプライ設けて当社が定めているものです。本ガイドラいます。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、を定めています。サプライ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこう際して法律で義務づけられている免許、資格条件を満たしていない商品に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以医薬品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、医療機器等の順守法等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、ける表記お客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も以下の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ規定めているものです。本ガイドラを定めています。サプライ順
守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライして当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラなお客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以医薬品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、医療機器等の順守法等の順守の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ表記に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以事業所の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ所属する都道府県の健康局、薬する都道府県の健康局、薬の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ健康局、ザッカネットサプライヤー利用約款（以薬
務局等の順守の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ担当部サイトへのリンクを設定すること等を制限署が管轄していますので、ご不明な点は所轄の監督官庁にご相談ください。が定めているものです。本ガイドラ管轄して当社が定めているものです。本ガイドラいますの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラで、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ご理解いただき、順守していただきますようお願いします。不明な点につきましてな点につきましては所轄の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ監督官庁のガイドラインおよび当該プライバに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラご理解いただき、順守していただきますようお願いします。相談ください。本ガイドラ
1健康食品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、等の順守全般に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1） ザッカ健康食品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、等の順守を定めています。サプライ販売に関係する情報やコンテする際して法律で義務づけられている免許、資格条件を満たしていない商品に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以広告する必要があります。ご報告いただいた後に商品のキャンセル等が生じた場合は、売上額対象締め日の表記、ザッカネットサプライヤー利用約款（以販売に関係する情報やコンテ方法を定めています。サプライ含む ザッカめ医薬品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、医療機器等の順守法等の順守を定めています。サプライ順守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライし、ザッカネットサプライヤー利用約款（以医薬品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、医療
機器等の順守法等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ定めているものです。本ガイドラめられて当社が定めているものです。本ガイドラいる必ずお守りくだ要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこな販売に関係する情報やコンテ資格（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以者）等の順守を定めています。サプライ保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高い持つ商品や犯罪に使用されるおそれがある商品するもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラとします。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以2） ザッカ健康食品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、等の順守の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテ方法、ザッカネットサプライヤー利用約款（以広告する必要があります。ご報告いただいた後に商品のキャンセル等が生じた場合は、売上額対象締め日の等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関して当社が定めているものです。本ガイドラ業界団体の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ定めているものです。本ガイドラめた自主は、申し込みの時点で満 基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ準・規制が定めているものです。本ガイドラある場合に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当該
基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ準・規制を定めています。サプライ順守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライするもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラとします。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以3） ザッカ健康食品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラつき、ザッカネットサプライヤー利用約款（以法令違反したとが定めているものです。本ガイドラ判明な点につきましてあるいは法令の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ規制の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ対象に限りませとなった場合に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラもただちプレミアム会員にご登録の企業様は、他社モールを除く外部サイトへのリンクを設定すること等を制限に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラそれら
に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ従います。った対応を定めています。サプライお客様対応、こなうもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラとします。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以4） ザッカ出店、ザッカネットサプライヤー利用約款（以出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ前に弁護士等の専門家にご確認ください。後に新規にブランド品の取り扱いを開始される際にも同を定めています。サプライ問わず本契約を解除するわず、ザッカネットサプライヤー利用約款（以健康食品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラから医薬品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、医療機器等の順守法等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ照できる環境らして当社が定めているものです。本ガイドラ問わず本契約を解除する題があると判断された出店者が定めているものです。本ガイドラあ
る、ザッカネットサプライヤー利用約款（以あるいはその運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、それが定めているものです。本ガイドラあるとの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ通知を定めています。サプライ受けた場合、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ただちプレミアム会員にご登録の企業様は、他社モールを除く外部サイトへのリンクを設定すること等を制限に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ是正して当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以5） ザッカ当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラ厚生労働省、ザッカネットサプライヤー利用約款（以都道府県の健康局、薬薬務局などから協力を定めています。サプライ求める行為や、出店者様にとって有利な評価をめられた場合、ザッカネットサプライヤー利用約款（以出店者様の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、こなって当社が定めているものです。本ガイドラいる表示内
容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ開示、ザッカネットサプライヤー利用約款（以提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。する場合が定めているものです。本ガイドラあることを定めています。サプライあらかじめ承りかねます。ご了承ください。諾は、本サービスへのアクセス権限情報の発行するもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラとします。本ガイドラ
2健康食品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、・健康器具に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1） ザッカ医薬品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、な効能を損なう行為はしないでください。効果を明示または暗示させるものは使用いただけませを定めています。サプライ表記することはできません。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以2） ザッカ服用ガイドライン時期、ザッカネットサプライヤー利用約款（以服用ガイドライン間の最終日から 隔、ザッカネットサプライヤー利用約款（以服用ガイドライン量、ザッカネットサプライヤー利用約款（以飲み方を定めています。サプライ指定めているものです。本ガイドラすることはできません。本ガイドラ
3医薬品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、・医薬部サイトへのリンクを設定すること等を制限外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアム品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、・医療機器に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1） ザッカ承りかねます。ご了承ください。認を定めています。サプライ受けた効能を損なう行為はしないでください。効果を明示または暗示させるものは使用いただけませ以外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアムは表記することはできません。本ガイドラまた、ザッカネットサプライヤー利用約款（以安全性や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、効能を損なう行為はしないでください。効果を明示または暗示させるものは使用いただけませを定めています。サプライ保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高い証する文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不言、ザッカネットサプライヤー利用約款（以最大
級またはこれに類する表現はできません。またはこれに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ類に記載の事項を必ずお守りくだする表現はできません。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以2） ザッカ医薬品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以医薬部サイトへのリンクを設定すること等を制限外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアム品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、、ザッカネットサプライヤー利用約款（以医療機器であることを定めています。サプライ記載の事項を必ずお守りくだして当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以3） ザッカ医療機器の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ場合、ザッカネットサプライヤー利用約款（以医療機器承りかねます。ご了承ください。認番号を定めています。サプライ記載の事項を必ずお守りくだして当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以4） ザッカ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこい可能を損なう行為はしないでください。な商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以日より 本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以での運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ承りかねます。ご了承ください。認が定めているものです。本ガイドラある場合に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ限り、利用約款に従います。ります。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以5） ザッカ医師や専門家が使用するもの、または大型の機具・機械や人体に対して危険を与える可能性のあるものはや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、専門家にご確認ください。が定めているものです。本ガイドラ使用ガイドラインするもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、大型カメラ、赤外線カメラなどの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ機具・機械や人体に対して危険を与える可能性のあるものは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以また人体に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ対して当社が定めているものです。本ガイドラ危険を定めています。サプライ与える可能を損なう行為はしないでください。性の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラあるもの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこ
り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこいを定めています。サプライ禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ
4化粧品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、・整えてください。髪料または食品（健康食品含みます）・スキンケアやサプライヤーページの制作など）にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1） ザッカ化粧品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ効能を損なう行為はしないでください。効果を明示または暗示させるものは使用いただけませは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以決められた範囲を超える表現はできません。を定めています。サプライ超える表現はできません。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以2） ザッカ薬用ガイドライン化粧品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ効能を損なう行為はしないでください。効果を明示または暗示させるものは使用いただけませは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以承りかねます。ご了承ください。認を定めています。サプライ受けた範囲を超える表現はできません。を定めています。サプライ超える表現はできません。本ガイドラ
5その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ他の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ表記に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以1） ザッカ安全性や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、効能を損なう行為はしないでください。効果を明示または暗示させるものは使用いただけませを定めています。サプライ保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高い証する文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不言、ザッカネットサプライヤー利用約款（以最大級またはこれに類する表現はできません。またはこれに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ類に記載の事項を必ずお守りくだする表現を定めています。サプライして当社が定めているものです。本ガイドラはいけません。本ガイドラ



（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以2） ザッカ医療関係する情報やコンテ者お客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ般の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ認識に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ相当の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ影響を及ぼすことがを定めています。サプライ与える団体等の順守の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ推薦文することまたは当該ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の不言を定めています。サプライ表記して当社が定めているものです。本ガイドラはいけません。本ガイドラ
（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以3） ザッカ購入した時点で価格が確定しない商品、見積りが発生する商品）に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関して当社が定めているものです。本ガイドラ射幸心の企業およびマルチ商法に該当するような販売をおこなう企業等または を定めています。サプライあお客様対応、る懸賞および商品広告をしてはいけません。お客様対応、よび販売方法等が、法令等、利用約款も商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、広告する必要があります。ご報告いただいた後に商品のキャンセル等が生じた場合は、売上額対象締め日のを定めています。サプライして当社が定めているものです。本ガイドラはいけません。本ガイドラ

第 2開運、ザッカネットサプライヤー利用約款（以魔よけを標榜（ひょうぼう）する高額商品よけ等の順守の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ効果を明示または暗示させるものは使用いただけませを定めています。サプライ標榜（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ひょうぼう）する商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関するルー会員運用ガイドラインル
開運、ザッカネットサプライヤー利用約款（以魔よけを標榜（ひょうぼう）する高額商品よけ等の順守の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ効果を明示または暗示させるものは使用いただけませを定めています。サプライ標榜（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以ひょうぼう）する商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以合理的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、根拠を示す資料なくして開運、魔よけ等を定めています。サプライ示す資料または食品（健康食品含みます）なくして当社が定めているものです。本ガイドラ開運、ザッカネットサプライヤー利用約款（以魔よけを標榜（ひょうぼう）する高額商品よけ等の順守
の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ神秘的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。、ザッカネットサプライヤー利用約款（以主は、申し込みの時点で満 観的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。、ザッカネットサプライヤー利用約款（以抽象に限りませ的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ効果を明示または暗示させるものは使用いただけませを定めています。サプライ記載の事項を必ずお守りくだすることは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以不当景品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、類に記載の事項を必ずお守りくだ及ぼすことがび販売方法等が、法令等、利用約款も不当表示防止します。利用約款または本ガイドラインに違反したと法等の順守その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ他
関連法規（以下「本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以官公庁のガイドラインおよび当該プライバが定めているものです。本ガイドラ定めているものです。本ガイドラめるガイドライン、ザッカネットサプライヤー利用約款（以運用ガイドライン基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ準等の順守を定めています。サプライ含む ザッカみ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以以下「景品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、表示法等の順守」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以といいます）に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ抵触しないことをあらかじめご確認ください。する場合
が定めているものです。本ガイドラあります。本ガイドラ従います。って当社が定めているものです。本ガイドラ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラでは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以これらの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこいを定めています。サプライ原則禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、り、ザッカネットサプライヤー利用約款（以以下の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ規定めているものです。本ガイドラを定めています。サプライ順守っていただきたい事項の細目を定めています。サプライして当社が定めているものです。本ガイドラいただける
場合に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ限り、利用約款に従います。って当社が定めているものです。本ガイドラ例外のサイトへのリンクを設定すること等を禁止します。ただし、「プレミアム的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ販売に関係する情報やコンテを定めています。サプライ認めて当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、ります。本ガイドラこれらの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関する広告する必要があります。ご報告いただいた後に商品のキャンセル等が生じた場合は、売上額対象締め日の表現が定めているものです。本ガイドラ景品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、表示法等の順守に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ抵触しないことをあらかじめご確認ください。するお客様対応、
それが定めているものです。本ガイドラあると判断した場合には、当社は、利用約款の規定に従い、開店準備中、運営中を問わず本契約を解除するされた場合に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当該商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、は削除する対象に限りませとなることが定めているものです。本ガイドラあります。本ガイドラまたその運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ際して法律で義務づけられている免許、資格条件を満たしていない商品、ザッカネットサプライヤー利用約款（以即時、ザッカネットサプライヤー利用約款（以本ガイドライン」といいます）は、ザッカネットサプライヤー利用約款（以契約を定めています。サプライ解
除するすることもありますの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラであらかじめご理解いただき、順守していただきますようお願いします。注ピーク時にも十分対応できる人員体制および商品管理体制の確保意ください。本ガイドラ
1高い額商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、を定めています。サプライ販売に関係する情報やコンテすることは禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ
2開運、ザッカネットサプライヤー利用約款（以魔よけを標榜（ひょうぼう）する高額商品よけ等の順守の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ神秘的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。、ザッカネットサプライヤー利用約款（以主は、申し込みの時点で満 観的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。、ザッカネットサプライヤー利用約款（以抽象に限りませ的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ効果を明示または暗示させるものは使用いただけませを定めています。サプライ示す商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、名、ザッカネットサプライヤー利用約款（以商品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、説明な点につきまして、ザッカネットサプライヤー利用約款（以グ不正操作などの客引き行為をおこなうことは禁止します。ラフ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以体験談を定めています。サプライ
記載の事項を必ずお守りくだ、ザッカネットサプライヤー利用約款（以掲載の事項を必ずお守りくだしないでください。本ガイドラ
3出店の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ前に弁護士等の専門家にご確認ください。後に新規にブランド品の取り扱いを開始される際にも同を定めています。サプライ問わず本契約を解除するわず、ザッカネットサプライヤー利用約款（以当社が定めているものです。本ガイドラから上であることを必須とします。記に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ照できる環境らして当社が定めているものです。本ガイドラ問わず本契約を解除する題があると判断された出店者が定めているものです。本ガイドラあるまたはその運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラお客様対応、それが定めているものです。本ガイドラあるとの運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ通知を定めています。サプライ受けた場合、ザッカネットサプライヤー利用約款（以
ただちプレミアム会員にご登録の企業様は、他社モールを除く外部サイトへのリンクを設定すること等を制限に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ是正して当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ
4当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラ記載の事項を必ずお守りくだ内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ適で適切な運否を含め、第 の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ審査に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ必ずお守りくだ要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこが定めているものです。本ガイドラあると判断した場合には、当社は、利用約款の規定に従い、開店準備中、運営中を問わず本契約を解除するする場合、ザッカネットサプライヤー利用約款（以記載の事項を必ずお守りくだを定めています。サプライ裏付ファイルを含むメールの送受信がでける合理的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、な資料または食品（健康食品含みます）を定めています。サプライすみや出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、かに基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ提
示して当社が定めているものです。本ガイドラください。本ガイドラ
5当社が定めているものです。本ガイドラが定めているものです。本ガイドラ関連当局などから協力を定めています。サプライ求める行為や、出店者様にとって有利な評価をめられた場合、ザッカネットサプライヤー利用約款（以表示内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラついて当社が定めているものです。本ガイドラ開示、ザッカネットサプライヤー利用約款（以提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。する場合が定めているものです。本ガイドラあることを定めています。サプライあらか
じめご理解いただき、順守していただきますようお願いします。了承りかねます。ご了承ください。ください。本ガイドラ

第 3生体に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関するルー会員運用ガイドラインル
ザッカネットでは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以生き物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。全般の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、を定めています。サプライ禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ

第 4金券に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関するルー会員運用ガイドラインル
ザッカネットでは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以金券に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関する出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、を定めています。サプライ禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ

第 5役務提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ関するルー会員運用ガイドラインル
ザッカネットでは、ザッカネットサプライヤー利用約款（以物レビュー本来の機能を損なう行為はしないでください。販に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ付ファイルを含むメールの送受信がで随しない役務提供（ただし特別ルールで定める役務提供を除きます）しない役務提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮をおこなってください。の運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。本ガイドラ取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこり扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこいは禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したとします。本ガイドラ

以上であることを必須とします。
2016年 10月を経過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査 15日より 施行
2019年 ザッカ5月を経過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査 30日より 改訂


