
早いもの勝ち
特売会

5月11日 10:00開始
ご注文などはこちらへ

info@dainichikoifarm.com
FAX: 0258-82-1095

First come, first served
Special sale

11th May AM10:00~
Order or questions

info@dainichikoifarm.com

※受付番号(札番号)をお持ちの流通業者様のみご参加となります。
愛好家の方がお買い求めの際は

弊社取扱業者もしくは振興会会員などにお問い合わせください。

※This event is only for dealers 
who have a Dainichi auction number.

If you are a mania, please ask to your country’s dealer.

mailto:info@dainichikoifarm.com
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WEB 即売イベント(第 34回)のご案内 
令和 2年 4月吉日 

大日養鯉場株式会社 

代表取締役 間野 太 

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。 

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を鑑み、 

今回もインターネット掲示による即売イベントの開催といたします。 

【大日本店(新潟)と大日トヨタ店(愛知)との合同開催となります。】 

 

開催日程 

２０２０年５月１０日(日) 即売イベント 【締切時間 ２０:００】 

２０２０年５月１１日(月)～   WEBカタログ販売 

 

開催内容 

●受付番号(札番)をお持ちの流通業者様のみご参加いただけます。 

●定額販売 

弊社ホームページ(www.dainichikoifarm.com)にて販売鯉を掲示いたします。 

オーダーシートにご希望の鯉をご記入頂き FAXまたはメールにてお申し込み下さい。 

【オーダーシートは本店用、トヨタ店用別々になっております】希望者複数の場合は抽選となります。 

当選者には順を追ってご連絡致します。(ご連絡時、持ち帰り・発送等のご相談をさせていただきます。) 

※オーダーシートの記入に不備(不明瞭・記入もれなど)があるものは無効とさせていただきますので 

予めご了承ください。【御名前だけは忘れずにご記入下さい。】 

出品リストは 5月初旬頃公開予定です。www.dainichikoifarm.com 

お申し込みはこちら(本店･トヨタ店ともに) 

FAX 0285-82-1095  Email info@dainichikoifarm.com 

 

当日 9時 30分より店頭にて一部、販売鯉の展示をしております。 

 

弊社からお客様へ（お願い） 

当日お越しになられるお客様へ 

新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いいたします。 

・マスクのご用意、着用をお願いいたします。（弊社にてご用意もあります。） 

・ご来場の際、手の消毒をお願いいたします。 

・出品鯉展示会場では換気を常にしておりますので各自、防寒対策をお願いいたします。 

・お越しになられるお客様がなるべく重ならないよう、開始時間を設けず締切り時間としてあります、 

出品鯉の確認の際は、ソーシャルディスタンスを守って頂けますようご協力お願い致します。 

 

 

 

http://www.dainichikoifarm.com/
http://www.dainichikoifarm.com/
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今回のイベントにて、購入金額35万円クラス(No.201～
No.434,T.5033～T.5067)と50万円クラス(No.101～
No.162,T.5017～T.5024)の鯉限定でクラス別に立て鯉イベ
ントを開催致します。
弊社スタッフで厳正な審査を行い、12月の大日イベントに
てチャンピオンを発表致します。
グランドチャンピオンには現金100万円を、
2位にはクーポン100万円を贈呈します！

Koi with a value 350,000 Yen(No.201～No.434,T.5033～
T.5067) and 500,000 Yen(No.101～No.162,T.5017～
T.5024), we will have DAINICHI CUP “Grow up event” at 
this event.
It will separately with value of 350,000yen and 500,000yen.
We Dainichi staff will do careful consideration.
We will present the champion fish at December Dainichi
event.
Grand Champion get the cash1,000,000yen
Second get the coupon1,000,000yen!

大日カップ DAINICHI CUP
立て鯉イベント Grow up Event



5 月即売イベントのお知らせ 

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。 
恒例の大日オークションを開催しておりますが、この度は即売イベントという

形にさせてもらいました。 
 
10 日 即売イベント 20：00 締め切り 
11 日~ Web カタログ販売 
 
※受付番号(札番号)をお持ちの流通業者様のみご参加となります。 
 
35 万円未満の鯉はお預かりできません。またメスの保障も致しかねます。 
 
愛好家の皆様、流通業者の皆様がなるべくご自宅で錦鯉を購入できるように販

売額を表示させていただきます。 
愛好家の方がお買い求めの際は弊社取扱業者もしくは振興会会員などにお問い

合わせください。 
締め切り終了後、順を追って当選された方のみにご連絡させていただきます。 
 
また今回のイベントは出品数も多いためイベント終了後も掲載し販売いたしま

す。 
 
今回のイベントでも立て鯉イベントを企画しております。 
35 万円クラス、50 万円クラスで用意してあるので、是非御参加下さい。 
 
今期のイベントはこのイベントで最後となります。 
皆様の御参加、ご協力、誠に有難う御座います。 
 
 
今までと違う販売方法で混乱されることもあるかと思いますがご理解宜しくお

願い致します。 
 
ご不明な点など御座いましたら下記のメールアドレスにご連絡ください。 
 
info@dainichikoifarm.com 
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The 34th Dainichi Event 
Dainichi Koi Farm Co.,Ltd 

President Futoshi Mano 

 
To all our new and longtime loyal customers, I would like to personally 
extended my gratitude for your friendship and kindness. 
 
We will be holding a “spot sale” event on the 9th and 10th of April, 2020. 
 
10th “spot sale” event  * deadline for vote 20:00 (8:00 P.M.) 
11th ～Internet sale 
 
※This event is only for dealers who have a Dainichi auction number. 
 
We will not do “Azukari” for Koi with a value of less than 350,000 Yen. 
We will not guarantee female Koi with a value of less than 350,000 Yen. 
 
Koi with a value over 350,000 Yen can be held as “Azukari” for free until the 
date of December 31st, 2020. 
 
If one particular Koi receives many entry votes, a lucky draw will be held by 
Dainichi Koi Farm to determine the winner. The winner will then be 
contacted after the event for notification. 
 
The 33rd Dainichi event has many Koi entries available for sale, Koi which 
are not sold at the initial event will be posted again after the event. 
 
We are planning to grow up event for this time, it has class of 350,000yen and 
500,000yen. 
 
This Dainichi event is the last event at this season. 
Thank you very much for your support. 
 
If you have any questions or concerns, please feel free to contact us anytime. 
 
Our contact email address is written below. 
info@dainichikoifarm.com 
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