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インターネット不在応札サービス

インターネット不在応札サービスに入会することで、次のようなサービスを利用することがで
きます。

１.インターネットからの不在応札受付
   インターネットを利用して、不在応札を登録することができます。

    ・出品車輌を検索し、指値を入力することで不在応札が登録されます。
    ・不在応札をキャンセルすることができます。
    ・過去５開催分の不在応札の入力内容を確認することができます。

２．出品リストのダウンロード
    出品番号順出品リスト、車種別出品リスト、出品店別出品リストをダウンロードする
    ことができます。

    ・出品車輌が無い会員の場合は、出品店別出品リストは表示されません。

３．コーナー情報の閲覧
    コーナーごとの、名称・出品番号範囲・予想開始時刻を閲覧することができます。

４．下見検索
    出品番号や、メーカー・車種名からの絞り込みで車輌を検索し、出品票を閲覧するこ
    とができます。

    ・車種名検索ではメーカー・車種名のほかに、グレード・型式・車検・総合評価・走
      行距離・外装色・年式・シフトでの絞込みが可能です。

５．自社出品・落札明細の閲覧
    過去５開催分の自社出品車輌、自社落札車輌の一覧と詳細を見ることができます。

６．相場検索
    過去５開催分の結果データから、メーカー名・車種名で絞り込んだ車輌の最安値・最
    高値・平均価格・販売台数を参照することができます。

    ・車検・総合評価・走行距離・外装色・年式・シフトでの絞込みが可能です。

７．過去開催出品車輌検索
    過去５開催分の出品車輌のデータを閲覧することができます。

    ・下見検索と同じく、出品ＮＯ検索と車種名検索が可能になっています。

８．会員情報の変更
    ログインするためのパスワードとメールアドレスの変更をすることができます。

    ・その他の情報を変更する際には事務局に連絡をお願いします。

９．開催日程の確認
    一年分の開催日程を登録しますので、開催日程を確認することができます。
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1-1 サイト閲覧に必要な環境は？

日本語が表示できるOS、1024ｘ600以上の解像度を持つ画面と、以下のブラウザで閲覧ができます。
Microsoft Internet Explorer 10.0以上、Opera12.0以上、firefox15、Chrome25
なお、セキュリティ上の理由のため、ブラウザの「戻る」ボタンには対応していません。
ブラウザの「戻る」を使わなくてもいい設計ですので、サイト上の各種ボタンを使用してください。

1-2 入会申込みの方法は？

事務局まで入会申込書をご請求下さい。
折り返し、入会申込書を返送いたしますので、
必要事項を記入の上、必要書類と合わせてご
送付下さい。

送付・問合せ先
〒８１１－２５０３
福岡県糟屋郡久山町大字猪野８１７番地の４
株式会社日産オートオークション福岡
TEL ０９２－９７６－３１２３
担当　熊谷（くまがい）

1-3 ID、パスワードを知るには？

ネットサービスに入会を申込み、必要な
手続きが完了すると、左図のような書類
（ネット通知書）が送付されます。

この書類の中段に、ログイン名称、パス
ワードが記載されており、ネットでのログ
イン時に使用します。

ID、パスワードを忘れてしまったときに必
要になるので、この書類は大切に保管し
下さい。
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1-4 PDFとは？

Adobe Systems社が開発した電子文書のフォーマットで、作成者の意図したレイアウトをほぼ正確に
保存できるため、WEBでの印刷物の配布などによく使われます。
ファイルの作成にはAbode Acrobatというソフトウェアが、閲覧・印刷にはAdobe Readerというソフトウ
ェアが必要になります。

1-5 Adobe Readerはどのように入手する？

Adobe ReaderはAdobe System社から無償で提供されています。
http://get.adobe.com/jp/reader/enterprise/

ボタンを押してダウンロードして下さい。

保存したファイルを実行すればAdobe Readerが
セットアップされます。

Windowsをお使いの場合には下図のような確
認を求められることがあります。確認して「実行」
を選択して下さい。
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2-1 会員向けサイトにログインするには？

一般向けサイトの左側にある、「NFA会員専用TOPへ」と書かれ
た入力欄に、ネットサービス入会時に発行されるIDとパスワード
を入力し「ログイン」ボタンを押してください。
入力された内容に間違いがないとログインができ、会員向けの
メニューが表示されます。

ID、もしくはパスワードが間違っていると、ログインに失敗し、
何も起こりません。入力内容をよく確かめて再度ログインを
行なってください。
ID、パスワードは大文字小文字を区別しますので、その点
にも注意してください。
パスワードを忘れた場合は、「パスワードを忘れた方は」を
クリックするとメールでの確認ができます。
※ただし、登録されたメールアドレスだけを受け付けます。

2-2 開催予定を知るには？

TOPページでは右側にカレンダーが表
示されています。

ここで日付が青字で表示されてい
る日がオークションが開催される日で
す。日付の数字をクリックすると画面
中央に開催情報が表示されます。
カレンダーには一年分の予定が入力
されます。

開催当日にはカレンダー下部に開催
情報が表示されたままになります。

この機能は、ログインする前でも利用
することができます。

注意：ID、パスワードは省略できません。数字で0から

始まるIDも、0をきちんと入力してください。

(例）◎ 00001   × 1
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2-3 コーナー情報を見るには？

TOPページでは右上に開催案内が表示されていますが、ここに「コーナー情報」へのリンク
が表示されています。
ここをクリックするとコーナー情報が表示されます。

コーナー情報には「コーナー名称」「出品番号範囲」
「予想開始時間」が表示されます。
コーナー情報枠の外側（暗くなっている部分）か
右上の（×）をクリックするとコーナー情報は隠れます

2-4 出品リストをダウンロードするには？
ページが横３つに分割されているペー
ジの右中断に左図のようなボタンが表
示されています
このボタンを押すと、PDFファイルがダ
ウンロードされます。

オークション準備の進捗度合いにより
情報が更新されますので、ボタンとと
もに表示されているリストの作成時間
を確かめてダウンロードするようにし
てください。
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3-1 車輌状態表を閲覧するには？

車輌状態表を閲覧するために複数の方法があります。
目的に応じて以下の項目を参照してください。
3-2.出品番号から検索を行なうには？
3-3.メーカー、車種名等の条件で絞込みを行なうには？
3-4.自社出品の車輌を見るには？
3-5.自社落札の車輌を見るには？
3-6.過去開催の車輌を見るには？

3-2 出品番号から検索を行なうには？

会員メニューから「出品NO検索」を選択します。
表示された画面で「出品番号」と書かれた入力欄に検索したい出品番号を
入力し「検索」ボタンを押すと、その出品番号の出品車輌の情報が表示さ
れます。出品車輌が見つからない場合は何も表示されません。

3-3 メーカー、車種名等の条件で絞込みを行なうには？

会員メニューから「車名検索」を選択します。

左図の画面が表示されます。
絞り込みたい条件を選択することで
条件を絞り込むことができます。
CTRLキーを押しながらマウスで選択すると
複数項目の選択が可能です。
また、なにも選択しない場合は、そ
の項目においては条件なしとみなし
ます。

検索画面右上部には、出品番号のほかに以

下の情報が表示されます。

・セリ済みの車輌の場合、セリ結果

・セリ前の車輌の場合、スタート価格
・不在応札可能な車輌の場合、応札価格の
入力欄と締切時間。
・訂正車輌の場合、「リスト訂正」の文字と訂
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メーカーを選択すると選択したメーカーの車種が一覧表
示されます。
車種を選択すると選択した車種の型式・グレードが一覧
表示されます。
車種・グレード等を選択した後にメーカーを選択し直すと、
車種やグレード・型式の選択はクリアされてしまいます。
もう一度選択をして下さい。
メーカーや車種・グレード・型式などは全てが表示され
るわけではなく、出品車輌にあるものだけが表示されま
す。出品がない場合は一覧に表示されません。

各条件を選択するたびに、条件に当てはまる車輌の
台数が右上に表示されます。

ここを参考に現在の絞込み
の大体の状況が把握でき
ます。

「検索」ボタンをおすと、絞り込み結果の一覧表示を行い
ます。

一覧の行をクリックすると、出品番号検索と同じ画面に
なり、選択した号車の写真やセリ状況、不在応札ができ
ます。

一覧表示下部に全データ件数とページ移動用のボタン
があります。
ここをクリックすることで１ページに表示しきれないデー
タをページを切り替えてみることができます。
また、ここで１ページあたりの表示件数も変更ができま
す。

3-4 自社出品の車輌を見るには？

会員メニューから「自社出品明細」を選択します。

左図の画面が表示されます。
WEBで保持している過去５開催分の
開催情報が表示されるので、情報を
確認したい開催を選択し、切り替えて
確認ができます。
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検索結果は出品番号順に並べられて
一覧表示されます。
行をクリックすると、出品NO検索と同
じ画面が表示されます。
出品台数が多い場合、ページを切り
替えて確認ができます。

3-5 自社落札の車輌を見るには？

会員メニューから「自社落札明細」を選択します。

「自社出品明細」と同じ動きをします。
過去５開催分の情報が表示されるの
で、希望する開催を選択して落札一
覧を確認して下さい。

検索結果は出品番号順に並べられて
一覧表示されます。
一覧の行をクリックすると車輌状態票
を確認することができます。

3-6 過去開催の車輌を見るには？

会員メニューから「過去検索」を選択して下さい。
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最初に開催回を選択するところ以外は、当回の「出品NO検索」「車名検索」と同じ動きをします。

出品NO検索は、出品番号を入力して検索します。
セリ結果と、結果価格（流札時は最終応札価格）が表示されます。

車名検索ではメーカー、車種名、型式、グレード、車検、総合評価、走行距離、
外装色、年式、シフトから絞り込みを行ないます。
一覧から詳細ボタンを選択すると車輌状態票が表示されます。

過去出品検索のときは、画面上部に検索中の開催回が表示されるようになっています。
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4-1 不在応札を行なうには？

まず、「出品NO検索」か「車名検索」から対象の車輌の検索画面を表示します。
このとき、表示した車輌が不在応札可能な状態であるなら
「不在応札」ボタンが表示されます。
ここで金額を入力し、「不在応札」を押すと指値が登録され
ます。金額０で登録すると、不在応札を取り消すことになり
ます。

このとき、大きすぎる値や、数字以外で
金額を入力するとエラーとなり、登録は行なわれません。

不在応札として入力可能な値は、スタート価格よりも大きい値で、９９９９９９までの値となります。

登録後画面

不在応札が可能となる車輌の条件をいかに列挙します。

・当回開催の出品車輌である。

・会員が、対象車輌の出品会員ではない。
・不在応札可能な会員である。

・サイト上に対象車輌の車輌状態票の画像が存在する。
・会員がログイン済みである。
・来場禁止会員ではない。

・対象車輌がセリ前であり、締切時間を過ぎていない。
（締切時間は予想セリ時間の３０分前に設定されています）

・リスト訂正が行なわれていない。
リスト訂正が行なわれると、通常不在応札の入力欄が
表示される場所に「リスト訂正」という文字と訂正された

時刻が表示されます。
※訂正の内容に関わらず、

リスト訂正が行なわれた場合は、登録された
不在応札もキャンセルされます
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4-2 今までに登録した不在応札の内容を確認するには？

会員メニューから「応札一覧」を選択します。

左図の画面が表示されます。
WEBで保持している過去５開催分の
開催情報が表示されるので、情報を
確認したい開催を選択してください。
最初は当回が選択された状態となっ
ています。

一覧をクリックすると不在応札を登録した
車両情報の画面に移動します。
締切時間が来るまでは、金額の変更が
できます。
キャンセルする場合は金額０で登録をし
てください。

詳細
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5-1. 相場検索を行なうには？

会員メニューから「相場検索」を選択します。

左図の画面が表示されます。
過去５開催の落札車両全てから車名
検索を行います。
過去検索と違う点は
・開催回の選択がない
・落札車両のみ
となります。

「相場検索」では、落札車輌のみが検索の対象になりま
す。

検索結果を一覧表示します。
一覧表示の部分は車名検索と同じでページ切
替もできますが、相場検索から車両状態票を見
ることはできません。

上部に相場情報が掲載されています（下図）
検索条件に一致する車輌の台数、最高落札額、
最低落札額、平均落札額が表示されます。

絞り込み条件の追加や変更は「戻る」ボタンで
条件選択画面に戻って、再検索をして下さい。
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5-1 パスワード・メールアドレスを変更するには？

会員メニューから「会員情報変更」を選択します。

左図のような情報変更用の
入力欄が表示されます。
編集が必要な項目は、編集
を行なって、「送信」ボタンを
押してください。

パスワードは５文字以上１０
文字までの英数字。
メールアドレスは６０文字ま
での英数字となります。

必ず半角文字での入力をし
てください。

注）変更を行なった場合は
事務局までご連絡ください。
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ネットサービス会員規約

ＮＡＡ福岡ネットサービス会員規約

第１条 参加資格
ＮＡＡ福岡ネットサービス会員資格は、ＮＡＡ福岡正会員資格を有する方で、所定のＮＡＡ福
ネットサービス登録申請手続きを経て登録された会員であることとします。

第２条 利用できるオークション
ＮＡＡ福岡ネットサービス会員は、ＮＡＡ福岡会場で開催されるオークションにパソコンで下
検索機能を使い指値応札をすることができます。

第３条 入会手続き
ＮＡＡ福岡の会員資格を有する方が、下記の手続きによりＮＡＡ福岡ネットサービス会員登録
行うこととします。
① 所定の登録会員入会申込書に必要事項を記入し、署名・捺印のうえ事務局に提出していただ
   きます。
② 入会申し込みの際には、ＮＡＡネットサービス年会費（４月更新）をお支払いいただきま
す。
③ 事務局は、申請のあった会員に対し、登録手続き完了後アクセスの為のパスワードを書面で
   通知発行致します。

第４条 入会金
入会金は、別に定める金額とし脱会の際にはお返しできません。

第５条 年会費
① 年会費は、別に定める金額とし、年会費を支払うことによりネットサービスの提供を利用で
   きるものとします。
② 年の途中でＮＡＡ福岡ネットサービス会員を脱会されても未経過分の年会費は、お返しでき
   ないものとします。

第６条 解約及び利用制限
① ＮＡＡ福岡会員を脱会された場合は、ＮＡＡ福岡ネットサービス会員も脱会したものとしま
   す。
② 何らかの理由により入場禁止になった会員については、ＮＡＡ福岡ネットサービス提供（指
   値応札・情報検索）等の利用ができなくなるものとします。

第７条 パスワードの管理
① パスワードは、会員が細心の注意を持って管理運用し、その責任は全て会員が負うものとし
   ます。
② パスワードの電話での問い合わせについては、理由の如何を問わず一切お答えできません。
③ 会員は、パスワード交付日から１年間利用可能であり、解約の申し出がない場合は、自動継
   続とします。

第８条 会員責任
① パスワードの漏洩・不正使用による落札があっても正規応札と見なします。
② 不正使用落札によるすべての取引に関し、その全責任を会員が負うこととします。
③ コンピューター及び設備のトラブル（天災・回線トラブル）による誤動作・破損による損
   害。
④ インターネット利用料金・パソコン購入・維持管理費は会員の負担とします。

第９条 会員の禁止行為
① 他会員との共謀による価格吊り上げや、それに類似する行為を禁止します。
② 他会員にパスワードを教え代理応札させる行為を禁止します。
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第１０条 罰則規定
ＮＡＡ福岡会員規約・ＮＡＡ福岡ネットサービス規約を守られない場合、両規約に抵触する重
な違反があった時は、ＮＡＡ福岡会員・ＮＡＡ福岡ネットサービス会員ともに会員資格を喪失
るものとします。

第１１条 　 指値応札
① 画面上、車両状態表記載内容を正規リストとします。
② 車種検索用のデータでのクレームは、一切認められません。
③ 指値応札・価格変更・応札取消しは、オークション前日午後７時より当日当該出品車セリ
   ３０分前までとします。
④ 指値応札締切時間を画面上で表示します。締切前の出品車について指値応札をお受け致しま
   す。
⑤ 指値金額が他会員と同額の場合は、先着順となります。
⑥ 指値応札価格と会場応札価格が同額の場合は、会場応札を優先します。
⑦ 指値応札の落札価格は、指値価格から上限＋３千円の範囲で上乗せして自動応札しますので
   ご了承下さい。
例　指値価格250千円→最終応札価格253千円
⑧ 指値価格の変更及び指値取消しは、事務局は一切関与できませんので、各会員自身が自社端
   末にて価格変更・取消しの処理を行ってください。
⑨ 指値応札対象出品車にリスト訂正があった場合は、内容の如何に関わらず指値応札は自動的
   に無効となります。

第１２条 　 落札料
指値応札落札料は、別途定める金額となります。

第１３条 　 買手都合キャンセル
間違い落札された出品車について、出品店が了承し事務局が認めた場合、規定のペナルティを
払うことにより該当出品車せり後１時間以内に限り解約できるものとします。

第１４条 　 売手都合キャンセル
成約になった出品車について、落札店が了承し事務局が認めた場合、規定のペナルティを支払
ことにより該当出品車せり後１時間以内に限り成約を解約できるものとします。

第１５条 　代金支払い
① 請求書は、事務局からＦＡＸで送付されます。
② 支払いについては、現金（振込み）決済といたします。

第１６条 　落札車搬出
ネット応札落札車は、代金決済後の搬出となります。
早期入金処理をお願い致します。陸送代金は、ＮＡＡ福岡会場から落札会社指定場所まで落札
社で負担していただきます。

第１７条 　クレームの申し立て
クレームの申し立てについては、事務局にお願いします。ＮＡＡ福岡クレーム規約に従うもの
します。

第１８条 　落札書類
書類は、事務局より入金確認後送付されます。

第１９条 　 事務局免責事項
① コンピュータートラブルまたは、不慮の事故による会員の遺失利益は、負担できません。
② 車両状態表記載事項以外のデータによるクレームは、お受けできません。

第２０条 　 ＮＡＡ福岡ネットサービス会員脱会
ＮＡＡ福岡ネットサービス会員を脱会する場合は、所定の脱会申請書に必要事項を記入し、署
名・捺印の上事務局に提出していただきます。
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平成１７年１２月１日
(株)　日産オートオークション福岡　事務局
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