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Rs-Auction
アプリインストール・操作方法



アプリインストールの流れ
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■iOS

1.下記URLからAppStoreを起動してください。

2.Rs-Auctionのアプリが表示されるため「入手」をタップしてください。

3.デスクトップに表示された「Rs-Auction」のアイコンをタップしアプリを起動してください。

https://apps.apple.com/jp/app/rs-
auction/id1641049064

https://apps.apple.com/jp/app/rs-auction/id1641049064


https://play.google.com/store/apps/detai
ls?id=com.rsauction.app

アプリインストールの流れ
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■Android

1.下記URLからPlayストアを起動してください。

2.Rs-Auctionのアプリが表示されるため「入手」をタップする

3.デスクトップに表示された「Rs-Auction」のアイコンをタップしアプリを起動してください。

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rsauction.app


ログイン方法
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■ログイン方法

PC版と同じアカウントでログインしてください。

※アカウントが不明な場合は
Rs-Auction事務局にお問い合わせください。

※アプリの利用が3か月間ない場合は、
次にアプリを開く際に
アカウントの入力を求められます。



TOPページ
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■TOPページ

①

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①

現在開催中のオークション一覧が表示されます。
入札する際はこちらをタップしてください。
※オークション開催翌日の18時以降はこちらの
表示は消え、相場検索に結果が反映されます。

② この画面に戻るボタンになります。

③ 現在開催中のオークションにおいて、
お客様が入札している一覧が表示されます。

④
お気に入りに登録しているかつあなたが
最高入札者である商品に対して、最高入札額が
更新された場合に通知が届くようになっており、
更新された一覧が表示されます。

⑤ 過去実施されたオークションの内容が
ご確認いただけます。

⑥
開催中のオークションにおいてお気に入りに
登録している商品一覧が表示されます。
お気に入りに登録している商品については、
こちらの画面からも入札が可能になります。

⑦
オークション終了後に保留交渉を
行っていただく画面に移動します。
※詳細は11頁記載の「保留交渉」を
ご参照ください。

⑧
お客様の情報を確認、変更いただくことが
可能です。
また、必要によってはこちらでログアウトする
ことも可能になります。



TOPページ
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■現在開催中のオークション画面

① 入札時の加算金額が表示されます。

② TOPページ下部で表示されていたメニューが
表示されます。

③ 商品検索が表示されます

①

② ③

④

⑤

⑥

⑦

⑧ ⑨

⑩



④

TOPページ
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■現在開催中のオークション画面
画像または商品名のタップで
商品の詳細ページが開きます。
※各オークションにより詳細ページに
表示される画像枚数、内容は異なります。

⑤ 商品情報が表示されます。
（商品名をタップで詳細画面に飛びます）

⑥ 「メモ追加」をタップしメモを入力できます。

⑦ 開始/現在/あなたの入札価格が表示されます。

⑧ オークション終了までの時間がカウントダウン
形式で表示されます。

⑨ タップすることでお気に入りに登録できます。

⑩ タップし入札を行うことができます。

①

② ③

④

⑤

⑥

⑦

⑧ ⑨

⑩



入札方法
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■入札の仕方について

商品一覧もしくは商品詳細の入札ボタンをタップ ポップアップで
入札画面が開きます

入力欄に金額を入力し
確認をタップ

入力した金額に間違いが
なければ入札をタップ

入札結果を確認して
閉じるをタップ

※一度入札いただいたらキャンセルはできませんのでご注意ください。



入札履歴／通知

9

■入札履歴

開催中のオークションにおいて、入札商品の一覧が表示されます。
下にスクロールすることですべての商品がご確認いただけます。

■通知

お気に入りに登録している、かつあなたが最高入札者である商品に対して、
最高入札額が更新された場合に通知が届きます。
通知内容をタップすると商品詳細ページに移動します。



相場検索／お気に入り
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■相場検索

オークションの箇所からご覧になりたい大会名を選択いただき、大会結果をご確認いただけます。

■お気に入り

お気に入りに登録した商品一覧をご確認いただけます。また、お気に入りからの入札も可能です。



保留交渉-出品者側
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■出品者側（画面一覧）

上部のタブを押すことで「すべて/成立/不成立/保留/交渉中」を切り替えてご確認いただけます。

すべて 成立 不成立 保留 交渉中

オークション終了後、出品一覧をタップしてください。

■交渉種別について

●成立 ：指値に届いた商品一覧が表示されます。（交渉後に成立になった商品含む）
●不成立：入札がなかった商品一覧が表示されます（交渉後に不成立になった商品含む）
●保留 ：指値に届かなかった商品一覧が表示されます。保留交渉はこちらから行います。
●交渉中：保留交渉後、ダメ売り/ダメ引き交渉を行った商品一覧が表示されます。

■ダメ売交渉
交渉価格にて入札者に確認後、入札者がNGを出した場合、現在価格で成立とする
場合の交渉

■ダメ引き交渉
交渉価格にて入札者に確認後、入札者がNGを出した場合、不成立にし、
商品を引く場合の交渉
（例）指値30,000円 現在価格25,000円交渉価格を28,000円にしたい場合

■ダメ売交渉
入札者からOKの場合：28,000円で成立
入札者からNGの場合：25,000円で成立

■ダメ引き交渉
入札者からOKの場合：28,000円で成立
入札者からNGの場合：不成立となり、出品者側に商品をお戻し



保留交渉-出品者側
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■保留交渉の進め方

保留タブをタップ 交渉をタップ 指値と入札価格を
確認し、成立/不成
立/ダメ売交渉/ダ
メ引き交渉を選択
し、確認をタップ

※交渉
ダメ売り/ダメ引き
交渉の場合は交渉価
格を入力し、確認を
タップ

入力内容を確認し、
間違いがなければ
登録をタップ

交渉完了後、別の
商品の保留交渉を
進める場合は右下
の「＞」をタップ

保留タブにあるす
べての商品がなく
なったら保留交渉
が完了となります。

※保留結果の入力完了後は変更ができませんのでご注意ください。



オークション終了後、入札一覧をタップしてください。

保留交渉-入札者側
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■入札者側（画面一覧）

上部のタブを押すことで「すべて/成立/不成立/保留/交渉中」を切り替えてご確認いただけます。

すべて 成立 不成立 保留 交渉中

●成立 ：指値に届いた商品一覧が表示されます。（交渉後に成立になった商品含む）
●不成立：出品者が保留交渉の際、不成立にした商品一覧が表示されます。
●保留 ：指値に届かなかった商品一覧が表示されます。

(出品者がまだ保留交渉を行っていない商品の一覧）
●交渉中：出品者から交渉が入った商品一覧が表示されます。



保留交渉-入札者側
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■交渉に対する回答・再交渉の進め方

交渉中タブをタップ 交渉回答をタップ 入札価格と交渉価
格を確認し、
OK/NG/再交渉を
選択

入力内容に間違い
がないか確認し、
登録

登録を押すと回答
が完了となります。
右下の「＞」を押
すと次の商品に移
動します。

再交渉を行う場合、
再交渉にチェック
を入れ、入札価格
と交渉価格の間で
金額を入力。

入力内容に間違い
がないか確認し、
登録

全ての商品に対し
てOK/NG/再交渉
を行えば交渉回答
は終了になります。



保留交渉-出品者側
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■再交渉に対する回答

交渉中タブをタップ 再交渉回答をタップ 交渉価格に対する
再交渉価格を確認

OK/NGを選択し、
確認をタップ

選択内容に間違いが
ないか確認。

すべての再交渉商品
に対してOK/NGの
選択が終われば完了。



保留交渉-終了後
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■出品者側/入札者側（画面一覧）

上部のタブを押すことで「すべて/成立/不成立/未対応/回答待ち」を切り替えてご確認いただけます。
未対応・回答待ちに表示される商品は下記の通りです。

すべて 未対応 回答待ち

保留交渉期間（入札締切日の翌日午前11時）終了後、成立/不成立のどちらか確定していない
商品があった場合、保留→未対応、交渉中→回答待ちと表示されます。

●未対応 ：（出品者側）
保留になった商品に対して「成立/不成立/ダメ売り/ダメ引き交渉」を行っていない場合

●回答待ち：（入札者側）
交渉があった商品に対して「OK/NG/再交渉」を行っていない場合

（出品者側）
再交渉があった商品に対して「OK/NG」の回答を行っていない場合

※交渉期間を過ぎた商品に対してはサイト/アプリともに回答を行うことができません。
内容をご確認の上、Rs-Auction事務局あてにLINEもしくはお電話にて
ご連絡をお願い致します。



通知機能について

17

■アプリの通知が届くタイミングについて

【入札時】
●条件
お気に入りを登録した商品が対象

●通知が届くタイミング
他社の入札額があなたの最高入札価格を上回り、落札権利が移った場合
（あなたが最高入札者から2番手になった場合）

【保留交渉時】
●通知が届くタイミング
出品者が交渉価格を入力しダメ売り/通常交渉を行った場合。
→通知が入札者に飛びます。

入札者が交渉価格に対して再交渉を行った場合。
→通知が出品者に飛びます。

通知の内容を確認すると通知アイコン横のバッチの数字が0になります。



通知機能について
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■通知機能の設定について

設定▶通知をタップし、通知の方法について設定を行ってください。

【iOS】

【Android】

設定▶通知をタップし、通知の方法について設定を行ってください。



会員情報変更
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■会員情報について

会員名が表示されます。

メールアドレスの登録が可能です。
（WEB版にて通知を受け取る場合に記載が必要
です）

ご登録いただいている電話番号が表示されます

ご登録いただいている住所が表示されます。

WEB版での通知メールの設定が可能です。
（チェックを入れると入札価格が更新された
場合や、保留商品に対して交渉が入った場合に
ご登録しているメールアドレスに通知が
飛ぶようになります）

パスワードを再設定する場合に使用します。
※パスワードを再設定されました場合、
必ずメモを取っていただき、お忘れないよう
お願いします。

ベルアイコンをタップすると
(iOS）
通知の設定ページに飛びます
(Android)
アプリケーション情報に飛びます

それぞれで通知の設定を行うことが可能です。

メールアドレス・電話番号・住所の変更を行った
場合、更新を押すと会員情報が変更されます。
（WEB版と連動）
ログアウトを押すとログイン画面に戻り、
アカウントの入力を求められます。


