
 ※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。
 ※弘前・土浦・つくば・豊川・高松・高知・各組合（組合員は可）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）。

　２６年１月７日　現在

県名 デポ名 会員デポ ｵｰｸｼｮﾝ外陸送 ＴＥＬ 住　　　　　　　所 定休日／その他

旭川 会員デポ 旭川会員のみ 0166-34-3006 北海道旭川市東光９条９丁目１－２　「オートガレージＡ.Ｂ.Ｂ.Ｔ」 

江別 011-384-8812 北海道江別市角山６８－１４ 担当／大東

青森 弘前 会員デポ 利用不可 0172-27-5004 青森県弘前市外崎４－６－８　「ライダーズ・クラブ弘前」　 日曜日定休

秋田 秋田 会員デポ 秋田会員のみ 0187-66-2899 秋田県大仙市高梨字水里１１９「モトスポーツフレッド」

岩手 花巻 0198-30-2188 岩手県花巻市二枚橋第三地割３３３－１

山形 山形 会員デポ 会員店のみ 0237-72-3816 山形県西村山郡河北町谷地中央１－５－１２　｢(株)シマヤ｣　　 第１・２火定休

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 担当／衣川

郡山 024-958-5201 福島県郡山市日和田町高倉字杉下３２－３ 担当／渡部

いわき 0246-43-6671 福島県いわき市常磐下船尾町杭出作２３－２

新潟 025-362-1050 新潟県新潟市南区北田中堀留７８０－１１

長岡 0258-46-9281 新潟県長岡市新産１－２－５

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」 担当／島田

栃木 0285-80-1873 栃木県真岡市松山町２４－４ 真岡営業所 担当／相上

佐野 会員デポ 会員店のみ 0283-24-4081 栃木県佐野市堀米町６１７－２　｢イシカワオート｣ 水定休

茨城 0296-37-5501 茨城県筑西市大字辻字西原１８９３－１ 担当／佐藤

水戸 029-247-8860 茨城県水戸市酒門町４４８２－１　｢昭和陸運｣

土浦 会員デポ 利用不可 029-887-0053 茨城県稲敷郡阿見町阿見３１７３－６　「セーフティショップ内藤」　 担当／内藤

千葉 047-485-6417 千葉県八千代市上高野４６１－６ 担当／鶴岡

木更津 会員デポ 会員店のみ 0438-36-8418 千葉県木更津市桜井新町１－６－４　「バイクサービス木更津」　 月定休

狭山 042-985-1974 埼玉県日高市高萩９９３－４

和光 048-461-4115 埼玉県朝霞市栄町３－７－５８　 担当／平野/奥田

板橋 03-5916-3627 東京都北区浮間１－２－２７ 日興倉庫内 担当／高野・平田

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　「アップガレージライダース足立竹ノ塚店」★BA外特殊車両不可 水定休

八王子 会員デポ 利用不可 0426-24-2200 東京都八王子市暁町２－１２－３０　｢ナカノオート｣ 火定休

大黒 045-508-4591 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭１９ 担当／三俣

藤沢 0466-42-5270 神奈川県藤沢市円行２－１９－５　神奈川営業所 藤沢ラックビル内（TEL②0466-42-5271） 担当／モリトウ

相模原 会員デポ 利用不可 042-764-0170 神奈川県相模原市中央区田名４１４７－２　「リ・バース」 月定休

平塚 会員デポ 会員店のみ 0463-23-8311 神奈川県平塚市馬入２２６８ ジャンクヤード内 　｢梅田モータース」 水定休

山梨 山梨 会員デポ 会員店のみ 0552-33-8782 山梨県甲府市蓬沢町１０４７－１　 ｢アメリカンズバイク山梨｣　 水定休

沼津 会員デポ 会員店のみ 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 担当／大長・横河

浜松 053-436-2331 静岡県浜松市中区高丘東２－７－２７ 担当／池谷・川畑

上田 会員デポ 会員店のみ 0268-35-0819 長野県上田市大字岩下１６３－１　 ｢ヒロズガレージ｣ 火定休

松本 0263-58-5642 長野県松本市大字神林５０９８－３

富山 富山 会員デポ 会員店のみ 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 担当／野崎

福井 福井 会員デポ 会員店のみ 0776-35-3323 福井県福井市門前２－６０１　｢バイクガレージ福井｣

岐阜 岐阜 0572-55-6550 岐阜県土岐市土岐津町土岐口７０３番地　セラミック兼政内 担当／高木

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町６－１８－１

豊川 会員Ｄ 利用不可 0533-89-8432 愛知県豊川市新豊町１－２８　｢ばいく倉庫｣

愛知組合 会員Ｄ 組合員のみ 0561-63-9455 愛知県愛知郡長久手町菖蒲池１００２　「愛知オートバイ事業協同組合」　担当／宮崎様 日定休

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 滋賀県甲賀市水口町八田字勝負谷８８６－５

京都 京都 会員Ｄ 会員店のみ 075-632-9505 京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町５１　｢ケイアールピー｣

奈良 奈良 会員Ｄ 会員店のみ 0744-42-7678 奈良県桜井市阿部１０２０－１　｢株式会社リムズ｣

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／イヌイ

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｣ 引取りは水曜まで・持込は金曜のみ可

和歌山 和歌山 会員Ｄ 会員店のみ 073-423-4545 和歌山県和歌山市築港６丁目５－１３　｢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 担当／ワタリ

津山 会員Ｄ 会員店のみ 086-838-3346 岡山県勝田郡勝央町植月北３５７８－３　｢湯汲商会｣ 水・第４木定休

尾道 会員Ｄ 会員店のみ 0848-47-0819 広島県尾道市高須町５１２９　「バイクステーション尾道｣ 水定休

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Ｄ 組合員のみ 0857-24-4181 鳥取県鳥取市大塚７０９　｢山陰オートバイ事業協同組合｣　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 担当／カワイ

大田 会員Ｄ 会員店のみ 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Ｄ 会員店のみ 0827-31-1166 山口県岩国市尾津町２－２０－２９　｢バイクシティ若木｣ 第３日定休

周南 会員Ｄ 会員店のみ 0834-21-4841 山口県周南市新宿通２－２３　｢山本モータース｣ 火定休

宇部 会員Ｄ 会員店のみ 0836-21-8472 山口県宇部市常盤台２－１３－１８　「(有)モトパドック」　 日定休

坂出 0877-45-0766 香川県綾歌郡宇多津町字吉田４００１－５２

高松 会員Ｄ 利用不可 0878-35-1881 香川県高松市木太町１１４４－１　｢ＢＳＰ高松｣ 水定休

松山 089-979-3719 愛媛県松山市堀江町甲１７８２ 担当／栗林

今治 会員Ｄ 会員店のみ 0898-23-5294 愛媛県今治市郷六ヶ内町３－１－１０　｢愛媛オートセンター｣ 水定休

高知 高知 会員Ｄ 会員店のみ 0888-41-2200 高知県高知市長浜１１５４－１　｢アウトインアウト｣ 日定休

徳島 徳島 会員Ｄ 会員店のみ 088-655-9881 徳島県徳島市末広２－１－１　｢ゲインタイム｣ 祝日定休

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北３－７－１ 担当／マキノ

北九州 会員Ｄ 会員店のみ 093-883-0855 福岡県北九州市戸畑区福柳木２－１－７ ｢オートプラザ内（うち）｣ 水定休

AAAI 会員Ｄ 一切不可 092-947-8800 休　止　中 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Ｄ 会員店のみ 0952-52-4056 佐賀県神埼郡神崎町大字鶴２０３６－１　｢コガエクスポート｣ 日定休

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 「(有)ナカエ商事」

延岡 会員Ｄ 会員店のみ 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｣ 水定休

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

オークネット二輪事業本部　ＴＥＬ/０３－６４４０-２３００

デポ止め利用不可

茨城

千葉

栃木

大阪

岡山

神奈川

愛媛

広島

【配達】沖縄県浦添市西洲２－４－３ ｢南日本汽船｣【集荷】「東海運輸」098-875-6339　

長野

静岡

宮崎

福岡

愛知

島根

香川

山口

埼玉

東京

全 国 デ ポ 一 覧 表

新潟

北海道

福島


