
平素は格別のお引き立てを頂き、厚く御礼申し上げます。
この度、面迫養鯉場の新しい試みとして　インタ－ネットでの販売サイ
トを立ち上げました。
現在、世界中で猛威を振るう新型コロナウィルスによって大変な状況が
続いています。皆さんが安全に　そして、気軽に参加できるようにネッ
トを使っての販売サイトを立ち上げました。
沢山のご参加をお待ちしております。　宜しくお願い致します。

Thank you very much continuous support.
This time, we have built a new website for selling Koi on the internet 
as a new trial of Omosako Koi Farm.
Because of the new Corona Virus problem, we have a very serious 
problem worldwide. We hope that this new website will enable 
many of you to join us. Thank you very much.



参加する前に必ず有効なメ－ルアドレスを記入してください

メ－ルアドレスが記入されていないと参加できません

Before you join the site, Please enter a valid email address　and details! You can 

not Join without your Email address

参加する前に必ず会員情報をご確認ください

Before you join the site, Please check your Account Details

抽選での選出ではありません

This is NOT “Lucky draw”

即購入希望の方は「今すぐ落札する」のボタンを押してください

If you want to purchase Koi, Press the button 「Buy Now」.

購入が確定しましたら指定のメ－ルアドレスに確認メ－ルが送られます

You will receive an order confirmation via the email address that you registered

購入ボタンが表示されない間合いは、販売が終了しています

If the button doesn’ t respond, it is because the koi has already sold out

はじめに Notes



ログイン Login

1.　「ログイン」をクリック 

Click the Login button.

2.　ID・パスワ－ドを入力後、「ログイン」をクリック

Pease Fill out the blank with your ID and Pass,then click the Login button.

ID
PASSWORD



オークションでの購入 Internet auction

1.　メニューの「Auction」をクリック 

Click the Auction button.

■　表示スタイルが変更できます

You can select the display style.



3.　オークションとして「入札する」、または「今すぐ落札する」で即購入を選択

When you try to purchase the koi.Click on 「Buy Now」or「Make bid」

2.　購入希望の鯉をクリック

If you wish to buy, please first choose the Koi you want.

※　どちらのボタンをクリックしても、同じページに移動します。

It will jump to some page



4.　再度金額を確認の上、「入札」ボタンをクリック

Next, check the price and click the submit button「bit」.

■　購入ボタンが表示されない間合いは、販売が終了しています

If the button doesn’ t respond, it is because the koi has already sold out

5.　購入（入札）完了

Purchase is complete.

6.　購入（入札）が完了しましたら、指定のメールアドレスに確認のメ－ルが届
きます。

You will receive an order confirmation via the email address that you registered.



2.　「購入する」をクリック

Click on 「Buy 」.

通常の購入 Internet shopping

1.　メニューの「Buy it Now」をクリック 

Click the Buy it Now button.



3.　再度金額を確認の上、「購入」ボタンをクリック

Next, check the price and click the submit button「buy」.

4.　購入完了

Purchase is complete.

5.　購入が完了しましたら、指定のメールアドレスに確認のメ－ルが届
きます。

You will receive an order confirmation via the email address that you registered.


