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入 札 開 始８時４/７㈮ 
入 札 締 切21時４/９㈰ 

The auction opens at 8:00 a.m. April 7 (Fri) and closes at 21:00 April 9 (Sun).     4月7日(星期五)8：00(投标开始)  4月9日(星期天)21：00(投标截止)

出品締切後の開催となるため、エントリー済み
での出品となります。品評会への出品について
は任意となりますので、品評会に出品予定の
方も、そうでない方もこの機会をお見逃しなく。
※出品料は別途必要となります。何卒ご了承ください。※出品料は別途必要となります。何卒ご了承ください。

国際錦鯉幼魚品評会SP国際錦鯉幼魚品評会SP
International Junior Koi Show SPInternational Junior Koi Show SP  / / 国际锦鲤幼鱼品评会SP国际锦鲤幼鱼品评会SP

入 札 開 始８時４/14㈮ 
入 札 締 切21時４/16㈰ 

The auction opens at 8:00 a.m. April 14 (Fri) and closes at 21:00 April 16 (Sun).     4月14日(星期五)8：00(投标开始)  4月16日(星期天)21：00(投标截止)

当歳が大好きな皆様も、そうでない
皆様もお待たせしました『ライブ鯉
の当歳フェスタ 2023 春』開幕です。
各生産者厳選の 2022 年産当歳をぜ
ひご覧ください。

当歳フェスタ 2023春当歳フェスタ 2023春
Spring 2023 Tosai FestaSpring 2023 Tosai Festa  / / 2023年春季 当岁节2023年春季 当岁节

入 札 開 始８時４/28㈮ 
入 札 締 切21時４/30㈰ 

The auction opens at 8:00 a.m. April 28 (Fri) and closes at 21:00 April 30 (Sun).     4月28日(星期五)8：00(投标开始)  4月30日(星期天)21：00(投标截止)

今回もエレガントに魅せる錦鯉たちを
出品いたします。品評会に情熱を傾
ける方も、池に新しい愛鯉が欲しい
方もこの機会にぜひご覧ください。

エレガントスペシャルオークションエレガントスペシャルオークション
Elegant Special AuctionElegant Special Auction  / / 优雅特卖会优雅特卖会

定休日／毎週月曜日、火曜日　営業時間／水曜日〜金曜日（完全予約制10時〜16時）　土曜日・日曜日（通常営業10時〜17時）
来園希望日の３日前迄に電話（水曜日〜日曜日10時〜17時まで受付）、もしくはＥメール（yoyaku@narita-koi.com）でお名前、連絡先、希望日時をお知らせ下さい。

〒485-0075 愛知県小牧市三ツ渕815
815 Mitsubuchi, Komaki-city, Aichi-pref.
ホームページ： http://www.narita-koi.com   e-mail: info@narita-koi.com

☎ 0568-77-8998
FAX 0568-77-8997

NARITA KOI FARMS JAPAN
成田養魚園株式

会社

ライブ鯉 No.1 Koi成田養魚園 錦鯉専門 販売サイト
インターネット錦鯉販売

http://www.narita-koi.comhttp://www.narita-koi.com http://www.no1koi.comhttp://www.no1koi.com
Internet Sale
网上锦鲤销售

品評会 第 39 回錦鯉全国若鯉品評会 第 39 回錦鯉全国若鯉品評会 2023 年３月 25 日㈯・26 日㈰ 2023 年３月 25 日㈯・26 日㈰  •••••••••• •••••••••• 会場／兵庫県姫路市「姫路城大手門前広場」
第 10 回 国際錦鯉幼魚品評会 第 10 回 国際錦鯉幼魚品評会 2023 年４月 22 日㈯・23 日㈰ 2023 年４月 22 日㈯・23 日㈰  •••••••••• •••••••••• 会場／新潟県小千谷市「小千谷市総合体育館」

5月3日㈬・4日㈭・5日㈮は 臨 時 営 業 臨 時 営 業 いたします。（午前10時〜午後５時まで）

55月月77日日㈰㈰
 午後１時〜 午後１時〜

55月月1414日日㈰㈰
午前10時〜午前10時〜

May 7 (Sun) / May 7 (Sun) / 5月7日（星期5月7日（星期天）天）

May 14 (Sun) / May 14 (Sun) / 5月14日（星期5月14日（星期天）天）

ご自身で飼育した「自慢の鯉」「こんな鯉持ってるんだぞっ」「自分の鯉ってどんな感じかなぁ」などなど
30㎝以下の鯉達を持ち寄って全員参加型の鑑賞会（品評会）を開催しちゃいます。カルい感じ、ユルい感
じでご参加下さい !!

全国各地より生産者さんの自慢の当歳を持ち寄りイベント開催します。
シーズンオフ前、最後のビッグイベント・・・ぜひご参加下さい

出品受付締切：4 月 30 日㈰の締切日までに当園へ直接、または電話にて受付をお願いいたします。
出　品　料：1 尾 　￥1,000 円　出品用袋（ゴム）・O2 ストーン（酸素が出る石）含む
参加者資格：錦鯉愛好家様でご自身で当日出品鯉を持ち込み可能な方。ご自身で袋詰めをお願いいたします。
　　　　　　当園スタッフが袋詰めの方法を伝授させていただきます。
参加鯉資格：当園で購入された 30㎝以下の鯉で且つご自身で自宅飼育された鯉に限らせていただきます。
審　査　員：目利き I? 生産者・異業種審査員 ( 料理人？画家？とか（笑））・子供審査員などなど、

入賞鯉は入賞鯉は

雑誌に掲載予定 !!雑誌に掲載予定 !!

クーポン券クーポン券

など賞品多数 !!など賞品多数 !!

オモしろ企画思案中・・・イベント当日は何が起こるか分かりませんよ !!

ジャンボ当歳預かりプロジェクト20232023

入 札 開 始８時３/31㈮ 
入 札 締 切21時４/ ２㈰ 

The auction opens at 8:00 a.m. March 31 (Fri) and closes at 21:00 April 2 (Sun).     
3月31日(星期五)8：00(投标开始)  4月2日(星期天)21：00(投标截止)

立鯉会は今年も広島県『㈱阪井』からの２歳鯉（３歳立て）をお届けいたします。立鯉会は今年も広島県『㈱阪井』からの２歳鯉（３歳立て）をお届けいたします。
すべての鯉を無料で秋まで野池にてお預かりさせて頂きます。進化を遂げる一方、すべての鯉を無料で秋まで野池にてお預かりさせて頂きます。進化を遂げる一方、
原点に立ち返った系統で生産された２歳鯉をぜひライブ鯉でご堪能下さい。原点に立ち返った系統で生産された２歳鯉をぜひライブ鯉でご堪能下さい。

※野池での３歳立てですので、鯉によっては 70㎝を越え成長いたします。そのため、※野池での３歳立てですので、鯉によっては 70㎝を越え成長いたします。そのため、
池揚げ後の発送は通常配送ではなく特別配送となり、さらに別途料金をご請求さ池揚げ後の発送は通常配送ではなく特別配送となり、さらに別途料金をご請求さ
せていただく場合がございます。その点をご了承のうえ、ご入札ください。せていただく場合がございます。その点をご了承のうえ、ご入札ください。

ネット de ネット de 20232023
2023 Tategoi Sale2023 Tategoi Sale    //  立鲤会2023立鲤会2023

店頭イベント

店頭イベント

Instore Event /Instore Event / 店活动店活动

Instore Event /Instore Event / 店活动店活动

成田　　甲子園成田　　甲子園
第
１
回
第
１
回 初鯉初鯉初鯉

は　つは　つ こ　いこ　い

自称ユーチューバー桂川＆成田jrシュウキの新企画品評会自称ユーチューバー桂川＆成田jrシュウキの新企画品評会


