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アライ建機オークション参加要領
荒井商事株式会社（以下、当社と称します）が主催するアライ建機オークション（以下、オークションと称します）
への参加は、オークション参加要領（以下、本参加要領と称します）の内容を理解し、ご了承頂いた参加者に
限ります。
尚、本参加要領はアライ建機オークション規約（以下、規約と称します）に一部則した内容となっており
本参加要領以外の規定は規約に全て準じます。
１．オークション会場

＊セリ会場と出品機展示会場は分かれていますのでご注意ください。

セリ会場
出品機展示会場
アライオートオークション小山会場
アライ建機オークション関東会場(小山)
栃木県小山市粟宮548
栃木県小山市神鳥谷2259-9
0285-45-1555
0285-39-8818
0285-45-8446
0285-39-8851
電車をご利用の方 JR 小山駅よりタクシーで 15 分
お車をご利用の方 東北自動車道佐野藤岡IC より 40 分
収容台数約150 台
収容台数約50 台
シャトル運行(オークション開催日のみ)
日曜日

名称
住所
TEL
FAX
アクセス
駐車場
会場間往来
定休日

２．遠隔地
名称

関西会場(大阪)
大阪府大阪市大正区
鶴町３丁目26-28
06-4395-5274
06-4395-5315
JR 大正駅よりタクシーで
20 分
阪神高速 天保山出口より
10 分

住所
TEL
FAX
アクセス
駐車場
定休日

福岡会場
福岡県糟屋郡新宮町
大字上府683-1
0285-39-8818
0285-39-8851
JR 新宮中央駅より徒歩
20 分
九州自動車 古賀IC より
15 分
駐車場有
日曜日

仙台会場
宮城県黒川郡大和町
宮床森の腰135-1
022-346-2101
022-346-2820
JR 仙台駅よりタクシーで
40 分
東北自動車大和IC・泉IC より
15 分

埼玉ヤード
埼玉県加須市志多見７０
搬入・搬出・下見不可
-

３．コーナー
コーナー名

出品No.

パートⅠ

9001～

パートⅡ

9601～

パートⅢ

7001～

農業機械

8001～

農業機械パートⅢ
レンタル・リース会社出品Ⅰ
レンタル・リース会社出品Ⅱ
レンタル・リース会社出品小物
関西会場

8401～
1～
201～
401～
3001～
3201～
3301～

関西会場レンタル・リース会社出品Ⅰ
関西会場レンタル・リース会社出品小物

出品機械
油圧ショベル、ブルドーザー、ホイールローダー、ショベルローダー、スキッドステアロー
ダー、グレーダー、キャリア(クローラ)ダンプ、重ダンプ、ロードローラー、アスファルトフィ
ニッシャ、高所作業車カニクレーン、ラフテレーンクレーン、トラッククレーン等が出品
フォークリフト、コンプレッサー、発電機、ランマー、プレート、コンクリートカッター、ターレ
ットトラック、トーイングトラクタ、投光器、アタッチメント等が出品
パートⅠ・Ⅱ機械の不動機が出品
トラクタ、コンバイン、田植機、耕うん機、管理機、バインダー、ハーベスト、農業用運搬車
両(歩行型・自走型)、草刈機、水田溝切機、移植機、培土機、各種野菜収穫機、肥料散布機、
乾燥機、籾摺り機、脱穀機、精米機、米選機、ハイクリブーム、スプレイヤー、動力噴霧器、
動力散布機、ラップマシーン、ロールベーラ―、樹木破砕機、薪割り機、刈り払機、チェンソ
ー、ブロア、ヘッジトリマー、穀物運搬コンテナ、アタッチメント等が出品
農業機械の不動機が出品
当社選定のレンタル・リース会社が出品(パートⅠ機械)
当社選定のレンタル・リース会社が出品(パートⅡ機械）
当社選定のレンタル・リース会社が出品（小物商材）
パートⅠ・Ⅱ機械が出品 関西会場で展示
当社選定のレンタル・リース会社が出品(パートⅠ・Ⅱ) 関西会場で展示
当社選定のレンタル・リース会社が出品(小物商材) 関西会場で展示
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関西会場パートⅢ

関西会場農業機械
関西会場農業機械パートⅢ
福岡会場
福岡会場レンタル・リース会社出品小物

仙台会場
仙台会場パートⅢ
仙台会場農業機械
仙台会場農業機械パートⅢ
水戸ヤード
埼玉ヤード
埼玉ヤードパートⅢ

3501～
3701～
3801～
1001～
1401～
2001～
2501～
2701～
2801～
8501～
4001～
4501～

パートⅠ・Ⅱ機械の不動機が出品 関西会場で展示
農業機械が出品 関西会場で展示
農業機械の不動機が出品 関西会場で展示
パートⅠ・Ⅱ機械が出品 福岡会場で展示
当社選定のレンタル・リース会社が出品 福岡会場で展示
パートⅠ・Ⅱ機械が出品 仙台会場で展示
パートⅠ・Ⅱ機械の不動機が出品 仙台会場で展示
農業機械が出品 仙台会場で展示
農業機械の不動機が出品 仙台会場で展示
農業機械が出品 水戸ヤードで展示
建機パートⅠ・Ⅱの機械が出品 埼玉ヤードで展示
パートⅠ・Ⅱ機械の不動機が出品 埼玉ヤードで展示

４．オークション日程
オークションは毎週火曜日１２:00 から開催します。
尚、福岡会場・仙台会場は月 2 回の開催、レンタル・リース会社出品コーナー・埼玉ヤードは月 1 回の
開催です。
５．受付
駐車場利用の方は車両を会場内もしくは指定の場所に駐車してください。
オークション会場には弊社発行の ID カードが無いと入場できません。
６．アライ建機オークション出品手順及び条件
① 出品申込書に必要事項（出品機情報、会員情報、スタート価格、最低希望価格）を記入し、搬入時間内に
アライ建機オークション会場または遠隔地ヤードに出品機搬入及び出品申込書を提出してください。
② 出品できるものは建設機械、農業機械、フォークリフト、発電機、建機・農機及びフォークリフト用
アタッチメントです。
③ セリの価格調整幅はスタート価格と希望価格の上限を下記の通りとさせて頂きます。
スタート金額
セリ幅
0 ～ 2,999,000 円
100 万円
3,000,000 円 ～ 5,999,000 円
200 万円
6,000,000 円 ～ 8,999,000 円
300 万円
9,000,000 円 ～
400 万円
セリの価格調整幅が上限を超える場合は希望価格に基づき、スタート価格を変更させて頂きます。
出品申込書に希望価格を記載しておらず、土曜日の営業時間内迄に希望価格のご連絡がない場合は
出品を取消させて頂きます。
スタート価格と希望価格を下げる際は、セリ開始前までに当社へご連絡をお願い致します。
尚、スタート価格を上げられるのは、土曜日の営業時間内迄とさせて頂きます。
④ 出品者が自ら出品した出品機に対して応札に参加する買戻し行為は厳禁とします。
⑤ 流札機に関しては搬出の意志を示さない限り次回オークションに自動的に出品となります。
⑥ オークション開催日より 4 日以内に搬出しなかった場合は保管料が発生します。（別紙参照）

８．下見
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下見可能出品機展示会場
下見日・時間

下見条件

注意事項

アライ建機オークション(小山)、関西会場(大阪)、福岡会場、仙台会場
※ 食堂はありませんのでご留意ください。
月曜日～土曜日 ９：００～１７：００
当社は会員制のオークションとなりますので、一般の方の来場はご遠慮ください。
出品機械は原則全て出品機展示会場に用意されています。
落札機は全てノークレームを条件としていますので下見で十分品質確認をしてから
オークションに参加してください。
下見時にはリスト及び査定票・出品票を提供していますのでご活用ください。
但し、査定票・出品票はあくまでも参考情報であり、記載内容を保証するものでは
ありません。
物損及び人身事故を発生させた場合は、全て当事者の責任となりますので
十分注意した上で下見を行ってください。
当社では安全ヘルメットを用意しておりますので着用をお願いいたします。

９．オークション
① アライ建機オークション落札参加方法
１） アライオートオークション小山会場に来場してバイヤー席で応札する。
２） 会場外よりインターネットを使用し応札する（2 方式）。
a．リアルタイムでパソコンのマウスをクリックし都度金額を応札。
b．リアルタイムではなく事前に応札価格を入力し不在応札する。
■バイヤー席で応札

■インターネットで応札

② セリ方式
POS＆コンピュータ方式（自動車オークションで採用されている）、リザーブド方式。
詳細については規約をご覧ください。

③ オークション条件
・現状有姿
・品質保証なし（ノークレーム）
・キャンセル原則不可
・入金後搬出
・日本円払い
・査定票/出品票記載事項保証せず

１０．落札後
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① 当社よりオークション日翌日までに計算書（請求書）が FAX されます。
② オークション開催日から 7 日以内に支払いを完了しなければなりません。
③ 搬出期限はオークション開催日から 7 日以内とし入金後でなければ落札機は搬出できません。
④ オークション開催日より 7 日以内に搬出しなかった場合は保管料が発生します。
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