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ネットジャパンジュエリーサイト 

ネットジャパンジュエリーサイト（NJJS）とは香港支社が運営
するジュエリーオンラインオークションです。2020年1月から毎
月開催することになりました。 
 
高品質且つ種類豊富な宝飾を提供 

 
手頃な価格で入手可能 

 
信頼できるネットジャパングループが運営 
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会員申請 
会員登録 

初めての方は下記のURLで 

ご登録をお願いします。 

 

https://j-auction.net-japan.co.jp/top/index 

 

※料金無料 

※星印＊が付いているところは 

入力必要項目です 
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会員申請 

個人の方 

身分証明書（顔写真ページ）の 
コピーのご提出をNJジュエリーチーム
へお願いします。 

j-site@net-japan.com.hk  

 

法人の方 

法人登録書、登記簿など 
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※ お一人様につき1回登録です 



オークションの流れ 

落札商品確認 お支払い 受取 
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 下見 
お客様はオンラインを通じて、もしくは
香港事務所でご検品頂けます。 

 入札方法 
二つの方法で、 
商品に入札が出来ます。 

下見 本番 本番 受渡 

現物下見 

オンライン
下見 

事前入札 

開
催
告
知 

本番入札 



各ページの機能 
① 予約入札商品 

      事前入札済の商品をご確認頂けます 

② 商品一覧 

      出品中の商品資料 

③ 開催中セリ一覧 

      本番入札ご利用可能 

④ 精算申請 

      落札商品の明細をご確認頂けます 

⑤ お気に入り一覧 

  お気に入り登録した商品をいつでも確認頂けます 6 

①  

②  

③  

④  

⑤ 



商品一覧 

商品資料公開 
同時に、オンライン下見が開始します。 

 

検品では、下記の機能がご利用できます。 

 

① 商品情報のご確認 

② お気に入り登録機能 

③ 事前入札機能 
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① 

② ③ 



商品一覧 

8 
「詳細」ボタンをクリックすると、こちらの画面になります。 

【例】 

通貨単位はUSドルです 



お気に入り登録 

お気に入り 

こちらのボタンをクリックすると、
商品を「お気に入り一覧」ページ
に追加でき、いつでも簡単に呼び
出して商品資料を再確認出来ます。 

 

お気に入りが登録済み(ピンク色)
に切り替われば、ご登録完了です。 
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事前入札 

事前入札 

この機能を通じてオークション当日
にご参加出来なくても、商品に入札
出来ます。 

 

【ご注意】 

※ オークション開始30分前に、機能がロックす

ることになりますので、入札金額変更及びキャ

ンセルはお早めにご確認お願いします。 
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事前入札済の商品は 

「予約入札商品」ページに記載してあります。 



事前入札 
入札 
1.金額を①に記入する 

2. ② をクリックする 

 

金額変更 
1.新金額を①に記入する 

2. ② をクリックする 

 

入札キャンセル 
1.「０」を①に記入する 

2. ② をクリックする 
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① ② 

【ご注意】 
二人以上が同じ金額を
入力する場合では、 
早い者勝ちとなります。 



事前入札 

自動入札 

現在金額※と事前入札の差額に応じて
「$10」､「$50」､「$100」いずれかの
最適な単位で、システムが事前入札ご
利用の方の代わりに自動的に入札しま
す。 

 

※本番開始すると、 

こちらの画面になると同時に自動入札が起動します。 
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※ 



入札に関する補足資料 
入札単位 

開始金額により入札単位に制限があります。 
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$1,000未満 $1,000以降 

$10 ✓ 

$50 ✓ ✓ 

$100 ✓ ✓ 

※開始金額が＄1,000未満の場合､＄10の倍数で 
事前入札をお願いします。 
【例】開始金額＄300の場合､＄310､＄320といった 
金額で入札が可能です 

 
※開始金額が＄1,000以降の場合､＄50の倍数で 
事前入札をお願いします。 
【例】開始金額＄1,500の場合､＄1,550､＄1,600といった
金額で入札が可能です 

 
 
 

【ご注意】 
事前入札と 
本番入札に通用
する規則です。 



本番 
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オークション 
開始 

※複数のレーンの画像はイメージです。 

①現時点での金額です。 
これ以上の入札を受け
付けます。 

① 

②事前入札 
ご利用のない場合で
は、空欄になります 

② 



本番 

カウントダウン 

商品１個当たり５秒で入札が終了します。 

５秒が経過すると、次の商品に切り替わります。 

 

※カウントダウン中に、新たな入札が入ると、 

5秒から再スタートとなります。 

 

王冠マーク 

表示の時点により意味が異なります。 
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カウントダウン中 現時点では、貴方が最高入札者です 

カウントダウン完了 貴方が落札者です 



本番 

優先順位 

事前入札と本番入札で同じ金額が入った場合は、 

本番入札が最優先となります。 

 

本番入札 > 事前入札  

 

補足説明 

開始金額が$1,000未満の場合、入札によって$1,000を
超えても、$10入札単位がご利用頂けます。 
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入札単位について 
詳しくはP.13を 
ご参照ください 



補足資料 

画面拡大 
下記の機能で、画面の拡大を行えます。 

 
パソコン     
スマートフォン  
 
【ご注意】 
デバイスにより使用できない場合もございます 

 

音声オンオフ 
制限時間のカウント音やビット音のオンオフを 

切り替えます。 
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【Ctrl】+マウスホイール 
 ピンチイン＆アウト 
 



補足資料 
レーンとは 
本番の進捗状況をご確認頂けます。 
 

複数のレーン 

商品を複数のレーンに分けて、 

それぞれの入札が同時に進行できます。 

※商品は重複しません 

 

【ご注意】 

お使いのデバイスにより、レーンの表示可能枠が
制限されています。 

• パソコン    2レーン 

• スマートフォン 1レーン  
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受渡 
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お支払い方法 

① 現金 

落札総額の0.25％を手数料として徴収致します。 

 

② 銀行振込 
総金額のみとなります 

※ 振込手数料は落札者様でご負担ください 

【ご注意】 
 
※ 瑕疵以外でのご返品や、ご配送は一切受け 
付けません。受渡し場所はNJ香港事務所です。 
 
※ 落札後、7日以内にお支払いください 

「精算申請」に落札商品が記載してます 



アカウント管理及びお問い合わせ先 

個人情報変更 
ジュエリーチームへのご連絡を
お願いします。 

 

お問い合わせ先 
① メール 

j-site@net-japan.com.hk 

 

② お問い合わせフォーム 

会員ログインしてから、 

ご利用頂けます。 
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翻訳 簡体 日本語 English

AG ⇒ 玛瑙 アゲット Agate

AK ⇒ 阿古屋珍珠 Akoya珍珠 アコヤ真珠 Akoya Pearl

AM ⇒ 紫水晶 アメシスト Amethyst

AMB ⇒ 琥珀 アンバー Amber

AMO ⇒ 斑彩石 アンモライト Ammolite

AN ⇒ 中长石 アンデシン Andesine

AQ ⇒ 海蓝宝石 アクアマリン Aquamarine

AQC ⇒ 海蓝宝猫眼 アクアマリン キャッツアイ Aquamarine Cat’s Eye

AX ⇒ 亚历山大变石 アレクサンドライト Alexandrite

AXC ⇒ 变石猫眼 アレクサンドライト　キャッツアイ　 Alexandrite Cat’s Eye

BE ⇒ 绿柱石 ベリル Beryl

BOL ⇒ 铁欧泊 ボルダーオパール Boulder Opal

BOP ⇒ 黑欧泊 ブラックオパール Black Opal

BT ⇒ 藍色托帕石 ブルートパーズ Blue Topaz

CB ⇒ 金绿宝石 クリソベリル Chrysoberyl

CC ⇒ 金绿猫眼 クリソベリル　キャッツアイ Chrysoberyl Cat's Eye

CH ⇒ 玉髓 カルセドニー Chalcedony

CI ⇒ 黄水晶 シトリン Citrine

CN ⇒ 红玉髓 カーネリアン Carnelian

CO ⇒ 珊瑚 珊瑚 Coral

Conch ⇒ 海螺珠 コンクパール Conch Pearl

D ⇒ 钻石 ダイヤモンド Diamond

DG ⇒ 翠榴石 デマントイド Demantoid

E ⇒ 祖母绿 エメラルド Emerald

EC ⇒ 祖母绿猫眼 エメラルド　キャッツアイ Emerald Cat's Eye

G ⇒ 石榴石 ガーネット Garnet

G ⇒ 镁铝榴石 パイロープ Pyrope

G ⇒ 铁铝榴石 アルマンディン Almandine

G ⇒ 锰铝榴石 スペッサルティン Spessartite

G ⇒ 钙铬榴石 ウラボライト Uvarovite

GG ⇒ 钙铝榴石 グロッシュラー Grossular

GG ⇒ 沙弗莱石 ツァボライト Tsavorite

HA ⇒ 蓝方石 アウイナイト Hauynite

HE ⇒ 赤铁矿 ヘマタイト Hematite

IN ⇒ 蓝碧玺 インディコライト Indicolite

IO ⇒ 堇青石 アイオライト Iolite

J ⇒ 翡翠 翡翠 Jadeite

KU ⇒ 锂辉石 クンツァイト Kunzite

KY ⇒ 蓝晶石 カイヤナイト Kyanite

LA ⇒ 青金石 ラピスラズリ Lapis lazuli

LB ⇒ 拉长石 ラブラドライト Labradorite

LOOSE ⇒ 裸钻 ダイヤルース Loose Dia

LOOSE ⇒ 裸石 ルース Loose Stone

MA ⇒ 孔雀石 マラカイト Malachite

MN ⇒ 月光石 ムーンストーン Moon Stone

MO ⇒ 摩根石 モルガナイト Morganite

MP ⇒ 玛贝珍珠 マベパール Mabe Pearl

OP ⇒ 欧泊 オパール Opal

OTH ⇒ 透辉石 ダイオプサイド Diopside

OTH ⇒ 黑曜石 オブシディアン Obsidian

OTH ⇒ 葡萄石 プレーナイト Prehnite

OTH ⇒ 萤石 フローライト Fluorite

OTH ⇒ 金红石 （发晶） ルチル Rutile

OTH ⇒ 其他 その他 Other

OX ⇒ 缟玛瑙 オニキス Onyx

P ⇒ 珍珠 真珠 Pearl

PE ⇒ 橄榄石 ペリドット Peridot

PP ⇒ 帕帕拉恰 パパラチア Padparadscha

PTL ⇒ 帕拉伊巴碧玺 パライバトルマリン Paraiba Tourmaline
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⇒ 簡体 日本語 English

FR ⇒ 戒指 リング Ring

PD ⇒ 坠饰 ペンダント Pendant

TOP ⇒ 吊坠 ペンダントトップ（チェーンなし） Pendant Top

NC ⇒ 项链 ネックレス Necklace

PR ⇒ 耳环/耳钉 ピアス Pierced Earrings

ER ⇒ 耳夹 イヤリング Earrings

BL ⇒ 手链 ブレスレット Bracelet

BL ⇒ 手镯 バングル Bangle

BR ⇒ 胸针 ブローチ Brooch

MEN'ｓ ⇒ 男士珠宝 メンズジュエリー Men's Jewelry

OTH ⇒ 其他 その他 Other

⇒ 簡体 日本語 English

Sor ⇒ 鉴定卡 ソーティング Sorting Memo

Rep ⇒ 鉴定书 鑑別 Report

GIA ⇒ GIA GIA GIA

GRS ⇒ GRS GRS GRS

GRJ ⇒ GRJ ジェムリサーチ GRJ

SSEF ⇒ SSEF SSEF SSEF

Gubelin ⇒ Gubelin Gubelin Gubelin

AIGS ⇒ AIGS AIGS AIGS

QZ ⇒ 水晶 クォーツ Quartz

QZ ⇒ 茶晶 スモーキークォーツ Smoky Quartz

R ⇒ 红宝石 ルビー Ruby

RB ⇒ 红绿柱石 レッド・ベリル Red Beryl

RH ⇒ 红纹石 ロードクロサイト Rhodochrosite

RQ ⇒ 粉水晶 ローズクォーツ Rose Quartz

RTL ⇒ 盧比來（红碧玺） ルベライト Rubellite

S ⇒ 蓝宝石 サファイア Sapphire

Shell ⇒ 贝母 シェル Shell

SPH ⇒ 榍石 スフェーン Sphene

SPI ⇒ 尖晶石 スピネル Spinel

SR ⇒ 星光红宝石 スタールビー Star Ruby

SS ⇒ 星光蓝宝石 スターサファイア Star Sapphire

SSP ⇒ 南洋珍珠 南洋真珠 South Sea Pearl

SUN ⇒ 太陽石（日光石） サンストーン Sun Stone

THP ⇒ 大溪地珍珠 タヒチパール Tahitian Pearl

TL ⇒ 碧玺 トルマリン Tourmaline

TLC ⇒ 碧玺猫眼 トルマリン　キャッツアイ Tourmaline Cat's Eye

TP ⇒ 托帕石（黄玉） トパーズ Topaz

TQ ⇒ 绿松石 ターコイズ Turquoise

TZ ⇒ 坦桑石 タンザナイト Tanzanite

ZI ⇒ 锆石 ジルコン Zircon

ZO ⇒ 黝帘石（红绿宝） ゾイサイト Zoisite



利用規約 
 

ジュエリーサイトをご利用頂く際には、 
必ず利用規約をご確認お願いします。 

 
 
 
 
 
 

こちらをクリックしてください。 

 
ご利用ガイドをご閲覧頂き、誠にありがとうございました。 
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https://j-auction.net-japan.co.jp/document/Policy_JP.pdf

