
 ※各会員デポは、オークション以外の陸送の際、オークネット会員様以外の方の「持込・引取」ができません。

 ※旭川・つくば・上田・豊川・高松・高知・ＡＡＡＩデポはオークション以外の陸送ではご利用いただけません。

 ※沖縄県内は、全て集荷・配達ですので、デポへの持込・引取はできません。

 ※デポへの持込は、毎週金曜日の10：00～17：00です。目的デポへの到着は、翌週水曜日前後です（沖縄・北海道を除く）。
 ★★★ ご不明な点がございましたら、二輪事業本部までお問い合わせくださいませ ★★★

県　名 デポ名 会員デポ 陸送ｻｰﾋﾞｽ ＴＥＬ 住　　　　　　　所 定休日／その他

江別 011-384-8812 北海道江別市角山68-14 担当：中村様
札幌 011-886-6022 北海道札幌市清田区平岡五条1-1-5「北海道西濃清田物流ｾﾝﾀｰ内」
旭川 会員デポ 利用不可 0166-34-3006 北海道旭川市豊岡11条6-1-2　「ｵｰﾄｶﾞﾚｰｼﾞA･B･B･T」

青森 弘前 会員デポ 0172-27-5004 青森県弘前市外崎4-6-8　「ﾗｲﾀﾞｰｽﾞ・ｸﾗﾌﾞ弘前」
宮城 宮城 0224-88-3321 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字川根78-1
秋田 秋田 会員デポ 0187-66-2899 秋田県仙北郡仙北町高梨字水里119 ｢ﾓﾄｽﾎﾟｰﾂﾌﾚｯﾄﾞ｣
山形 山形 会員デポ 0237-72-3816 山形県西村山郡河北町谷地中央1-5-12「(株)シマヤ」　担当：松田様 第１・３火曜日定休
岩手 花巻 0198-30-2188 岩手県花巻市二枚橋第三地割333-1

郡山 024-958-5201 福島県郡山市日和田町高倉字杉下32-3
いわき 0246-43-6671 福島県いわき市常磐下船尾町杭出作 23-2
水戸 029-247-8860 茨城県水戸市酒門町4482-1 ｢昭和陸運｣
茨城 0296-37-5501 茨城県筑西市大字辻字西原 1893-1

つくば 会員デポ 利用不可 0298-77-1177 茨城県つくば市蓮沼1348-1　「ＨＥＹ　ＷＯＯＤ」
栃木 028-556-4735 栃木県河内郡上三川町大字西汗1698-1
佐野 会員デポ 0283-24-4081 栃木県佐野市堀米町617-21　｢イシカワオート(有)｣

群馬 前橋 0270-20-8121 群馬県伊勢崎市曲沢町505-1　「日本梱包運輸倉庫(株)群馬営業所内」
千葉 047-485-6417 千葉県八千代市上高野461-6
木更津 会員デポ 0438-36-8418 千葉県木更津市桜井新町1-6-4 「ﾊﾞｲｸｻｰﾋﾞｽ木更津」　担当：平野様 月曜日定休
狭山 042-954-3111 埼玉県狭山市柏原字森ﾉ上216-1
和光 048-461-4115 埼玉県朝霞市栄町3-7-58 担当：林田様
東京 03-3527-5665 東京都江東区東雲2-10-17
板橋 03-5916-3627 東京都北区浮間1-2-27 日興倉庫内
世田谷 03-3416-8433 東京都世田谷区喜多見2-6-32 ｢日進運送｣
足立 03-5831-0277 東京都足立区東保木間1-18-8「ｱｯﾌﾟｶﾞﾚｰｼﾞﾗｲﾀﾞｰｽ足立竹ノ塚店２階」

八王子 会員デポ 利用不可 042-649-2336 東京都八王子市松木20-5 ｢ＭＣＭコーポレーション｣ 現在利用不可
大黒 045-508-4591 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭19 
厚木 046-204-0190 神奈川県厚木市山際字北原780-1
茅ヶ崎 0467-51-6487 神奈川県茅ヶ崎市堤581-1
平塚 会員デポ 0463-23-8311 神奈川県平塚市馬入2268 ｼﾞｬﾝｸﾔｰﾄﾞ内 ｢梅田ﾓｰﾀｰｽ｣

山梨 山梨 会員デポ 0552-33-8782 山梨県甲府市蓬沢町1047-1 ｢ｱﾒﾘｶﾝｽﾞﾊﾞｲｸ山梨｣　担当：栗原様 水曜日定休
新潟 025-362-1050 新潟県新潟市南区北田中字堀留780-11
長岡 0258-46-9281 新潟県長岡市新産1-2-5

富山 富山 会員デポ 0764-51-8190 富山県富山市針原中町511-5｢ﾜｰｸｽﾏﾂｵｶ｣
石川 金沢 076-277-1152 石川県白山市福新町68-1
福井 福井 会員デポ 0776-35-3323 福井県福井市門前2-601 ｢ﾊﾞｲｸｶﾞﾚｰｼﾞ福井｣

上田 会員デポ 利用不可 0268-35-0819 長野県上田市大字岩下163-1 ｢ﾋﾛ｣
松本 0263-58-5642 長野県松本市大字神林5098-3
沼津 会員デポ 0559-22-9311 静岡県沼津市東熊堂411-1 ｢青山商会｣
焼津 054-629-2313 静岡県焼津市越後島435
浜松 053-436-2331 静岡県浜松市中区高丘東2-7-1
小牧 0568-77-3305 愛知県小牧市三ﾂ渕950 ｢ﾒｲｺﾝ｣
名古屋 052-612-3326 愛知県名古屋市南区元塩6-18-1

愛知組合 会員デポ 組合員のみ 0561-63-9455 愛知県愛知郡長久手町菖蒲池1002「愛知ｵｰﾄﾊﾞｲ事業協同組合」宮崎様 日曜日定休
豊川 会員デポ 利用不可 0533-89-8432 愛知県豊川市新豊町1-28 ｢ばいく倉庫｣

岐阜 岐阜 0572-55-6550 岐阜県土岐市泉北山町4-7 土岐市美濃焼卸商業団地内
三重 鈴鹿 0593-78-9111 三重県鈴鹿市国府町石丸7651-11
滋賀 滋賀 0748-63-7381 滋賀県甲賀郡水口町大字八田字勝負谷886-5
京都 京都 会員デポ 075-623-1366 京都府京都市伏見区中島秋ﾉ山町26-2 ｢ｹｲｱｰﾙﾋﾟｰ｣
奈良 奈良 会員デポ 0744-42-7678 奈良県桜井市阿部1020-1 ｢株式会社ﾘﾑｽﾞ｣

南港 06-6612-3377 大阪府大阪市住之江区南港東4-6-9 ｢大阪区域ﾄﾗｯｸｾﾝﾀｰ｣
枚方 072-847-3361 大阪府枚方市堂山東町1-13 担当：エノキヤ様

兵庫 神戸 078-994-2108 兵庫県神戸市西区見津が丘5-1-1　神戸営業所内 担当：森田様
和歌山 和歌山 会員デポ 073-447-0493 和歌山市西浜1146-2｢ﾓｰﾀｰﾊｳｽﾌｧﾐﾘｨ｣

岡山 086-297-2541 岡山県岡山市寺山125
水島 086-456-3700 岡山県倉敷市南畝5-11-18
津山 会員デポ 086-838-3346 岡山県勝田郡勝央町植月北3578-3 ｢湯汲商会｣
坂出 0877-45-0766 香川県綾歌郡宇多津町字吉田4001-52
高松 会員デポ 利用不可 0878-35-1881 香川県高松市木太町1144-1 ｢BSP高松｣
松山 089-979-3719 愛媛県松山市堀江町甲1782
今治 会員デポ 0898-23-5294 愛媛県今治市郷六ヶ内町3-1-10 ｢ｴﾋﾒｵｰﾄｾﾝﾀｰ｣

高知 高知 会員デポ 利用不可 0888-41-2200 高知県高知市長浜1154-1 ｢ｱｳﾄｲﾝｱｳﾄ｣
徳島 徳島 会員デポ 088-655-9881 徳島県徳島市末広2-1-1 ｢ｹﾞｲﾝﾀｲﾑ｣

尾道 会員デポ 0848-47-0819 広島県尾道市高須町5129 ｢ﾊﾞｲｸｽﾃｰｼｮﾝ尾道｣
広島 0824-33-5476 広島県東広島市志和町大字冠字小越214-3

鳥取 山陰組合 会員デポ 組合員のみ 0857-24-4181 鳥取県鳥取市大塚709「山陰ｵｰﾄﾊﾞｲ事業協同組合」　担当：奥山様 土・日定休
松江 0852-37-1805 島根県松江市富士見町1-21
大田 会員デポ 0854-82-1093 島根県大田市長久町長久イ５０５－１０ ｢エムアールシー｣
岩国 会員デポ 0827-31-1166 山口県岩国市尾津町2-20-29 ｢ﾊﾞｲｸｼﾃｨ若木｣
周南 会員デポ 0834-21-4841 山口県周南市新宿通2-23 ｢山本ﾓｰﾀｰｽ｣
宇部 会員デポ 0836-21-8472 山口県宇部市常盤台２－１３－１８　「(有)モトパドック」
門司 093-474-5301 北九州市小倉南区大字朽網3914-69　臨空産業団地内
福岡 092-611-3566 福岡県糟屋郡志免町別府字餅田607
北九州 会員デポ 093-883-0855 福岡県北九州市戸畑区服柳木2-1-7 ｢ｵｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ内（うち）｣
AAAI 会員デポ 利用不可 現在利用不可

長崎 長崎 095-839-2131 長崎県長崎市田中町587-5 ｢株式会社丸野｣
佐賀 佐賀 会員デポ 0952-52-4056 佐賀県神埼郡神崎町大字鶴2036-1 ｢ｺｶﾞｴｸｽﾎﾟｰﾄ｣
大分 大分 097-583-3300 大分県由布市狭間町来鉢189-1 (株)城東運輸内
熊本 熊本 096-293-6522 熊本県菊池郡大津町大字室字三郎松1672-3

宮崎 0985-52-2141 宮崎県宮崎市大字田吉字西前島1956 ｢九州協栄｣
延岡 会員デポ 0982-33-4681 宮崎県延岡市山下町3-12-12 ｢合名会社阿部輪業商会｣

鹿児島 鹿児島 099-261-9721 鹿児島県鹿児島市谷山港1-3-3 ｢高千穂倉庫運輸｣
沖縄 沖縄 098-876-3300 お問い合せは鹿児島デポへ｡沖縄県浦添市西洲2-4-3｢南日本汽船｣
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