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株式会社はなまる
オークション事業部

ご利用方法

Internet Explorer 11 (IE11)以降もしくはGoogleChromeを推奨しております。
IE11より以前のバージョン、または他のWebブラウザでは画面のレイアウトが一部崩れる可能性がございます。
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はなまるオークションとは

リサイクル車輌の活性化を目的とし、会員様へ向けての事故現状車販売を行っています。

お車は自社の車輌管理センターで管理しているので、
ご購入いただいた車輌をスピーディにお渡しすることが可能です。

入札会 ／ ライブオークション ／ 商談コーナー

業界最大の拠点数

３つの販売形式を採用

🏠
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他のオートオークションに出品されてい
る車輌へ代行して入札致します。

代理出品 代行オークション

シッピングサービス

はなまるがご提供するプラスのサービス一覧

カットサービス

お客様がお持ちの車輌をはなまるオーク
ションの入札会に出品する事ができます。
入札金額を確認してから売却の判断がで
きるため、安心して出品いただけます。

シッピングサービスの一環として、
カットサービスも行っております。

※弊社を通してご購入いただいた車輌に
関わらず承ります。

弊社を通してご購入いただいた車輌に関
わらず、海外へのシッピングを承ります。

ロシア・パキスタン・香港・ボリビア 等
世界各国

🏠
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オークション会員のご登録

ご入札

貴社落札時にメールでお知らせ

請求書発行日の翌日より3営業日以内にお振込み

請求書発行日または
車輌入庫予定日の翌日より4営業日以内にお引上げ

ご入金確認後、抹消書類は25営業日以内
名義変更書類は31営業日以内に貴社へ発送

貴社での名義変更手続き完了後、要ご連絡

はなまるオークション 取引完了までの流れ

登録

入札

結果発表

振込

名義変更

引上

書類発送

名義変更確認後、完了となります

🏠
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当サイトのご利用方法

お求めの車輌を検索

はなまるオークションでは、WEBで様々な状況をご確認いただけます

車輌の状態を確認 入札

オークション締切落札結果の確認請求内容の確認

着金確認購入車輌の引上げ到着予定の確認

🏠

…P5



[はじめての方はこちら]をクリックいただきますと
入会申込画面に移動します。

フォームに従ってお進みください。

ご入会方法

言語切替はこちらから行えます。

ご登録・年会費無料。まずはお気軽にご登録ください

🏠

…P6



ログインできない場合は弊社までお問合せください

ログイン

ユーザーIDとパスワードをご入力いただき
[ログイン]ボタンをクリックしてください

🏠
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トップページ

トップページから各オークションページに移動する事ができます。

各オークションへはメニューの[オークション]からお選びいただき移動する事も可能です。

※上部[お問い合わせ]に弊社へのご連絡方法を掲載しており、お問合せフォームからのご連絡も行っていただけます。

TOPICSはお客様への
お知らせ情報を掲載しております

各種メニュー

🏠
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オークションの車輌一覧画面(共通機能)

…P9

お気に入り登録ボタン
★が登録済みで☆が未登録

の車輌になります

※お気に入り登録をした車輌は[マイページ]→[お気に入り]からでもご確認いただけます。(P)

※オークションのコーナーによって記載内容が異なります。

🏠



こだわり条件で

まとめて検索できます！

全ての車輌から検索 🏠

車輌検索
メニューの[車輌検索]より、
出品中・在庫車輌の中からご希望の条件で車輌をお探しいただけます。

※各メーカーの右に記載されている数字はメーカーごとの現在の在庫台数です。

※メーカーのご選択以降、他の項目は基本的に在庫があるもののみ表示されます。

※条件を詳細にお選びいただいた場合、弊社でのデータ登録が未完了の車輌は結果に表示されない事があります。

ご希望の車輌状態から
検索いただく事も可能です

…P10



入札会は入札会方式を採用しております。
現在価格や、他社様の入札価格は開札を控えております。
ご希望の価格を設定し、ご入札ください。

締切時間後、弊社での集計結果で最高価格をご入札いただいた方が
落札権利を有します。
※最高価格のご入札があった場合でも流札の可能性がありますのでご了承ください。

入札会

開催日 ： 毎週月曜日から金曜日 (祝日・その他の休業日を除く)
締切時間 ： 正午12：00

🏠
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入札会 入札方法 1/2

① ②

①入札したい車輌をクリックし車輌詳細ページを表示します。

②[入札ページへ]をクリックすると価格入力画面へ移ります。

→次ページの③④へ

…P12

🏠



入札会 入札方法 2/2

① ③ ④

③入札価格を入力して[入札]ボタンをクリックしてください。

④確認ダイアログで[入札する]ボタンをクリックし、ご入札完了です。

※最高入札価格が同額の場合は、入札時間の早い方が優先となります。

※入札完了した車輌は[マイページ]→[MYオークション]でご確認できます。(P26に記載）

弊社へ搬出依頼
する場合はこちら

入札は1,000円単位です

…P13
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入札会 入札価格の変更方法

① ②

①リスト画面に入札中と表示されている車輌から、入札価格を変更したい車輌をクリック。

②[入札ページへ]をクリックすると価格入力画面へ移りますので

初回入札時と同様にご希望の価格でご入札ください。

※入札価格は[マイページ]→[MYオークション]からでもご変更できます。 (P26に記載）

…P14
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ライブオークション

ライブオークションは競上げ方式のオークションです。
現在価格と希望価格が表示されており希望価格以上は売切りとなります。
売切り車輌は締切時間を迎えた時点での最高入札者様が落札できます。

締切時間が残り5分を切った後に入札価格の変動があった場合は、
締切時間が5分延長されます。
※ライブオークションは入札価格の取り消しは出来ません。

…P7

開催日 ： 毎週月曜日から金曜日 (祝日・その他の休業日を除く)
締切時間 ： 午前10：00から順次終了

…P15
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ライブ 入札方法 1/3

① ②

※

①入札したい車輌をクリックし車輌詳細ページを表示します。

②[入札ページへ]をクリックすると価格設定画面へ移ります。

→次ページの③④へ

※【売切り】が表示されている車輌はその時点で希望価格(売却可能価格)を超えている車輌になります。

…P16
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ライブ 入札方法 2/3

③

自動入札価格の設定について

△ボタンをクリックいただくと
入札単位で自動入札価格が設定できます。

△ボタンを長押ししていただくと、
押している間は値が増減し続けます。

リセットボタンで現在価格に戻ります。

③入札価格を設定して[入札]ボタンをクリックしてください。

→次ページの④⑤へ

…P17

🏠

324,000円



④

ライブ 入札方法 3/3

⑤

④確認ダイアログで[入札する]ボタンをクリックすると入札できます。

⑤入札の結果が表示され、入札は完了となります。

※締切時間までは再入札が可能です。

※ライブの競り状況は[マイページ]→[MYオークション]でもご確認いただけます。(P26に記載）

…P18

🏠

324,000



※入札時に既に自動延長されている
事もありますので
入札前には「最新の情報に更新」
ボタンで現在状況をご確認ください。

※ボタンはライブ車輌一覧や
ＭＹオークションにもございます。

例：締切時間が 10：00 の場合
入札9：56 → 締切10：01 まで延長
入札9：58 → 締切10：03 まで延長

ライブ 自動延長について

自動延長

オークション締切5分前から締切までに現在価格が上がった場合、

締切までの残り時間が再び5分前からに延長されます。

その後も締切前の5分間に価格が上がれば何度も繰り返し延長されます。

…P19
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ライブ 自動入札・高値更新メールのご紹介

時間がない方や買い逃さない為のお勧め機能です！

自動入札機能 高値更新メール

あらかじめ予算の上限を決めてご入札いただけます。

例であれば上限400,000円まで入札すると現在価格は325,000円となり

他社が現在価格以上を入札しても、上限までは最高入札者の状態を維持する事ができます。

また、最高入札価格が更新された際はご登録のアドレスにお知らせメールが届きます。

…P20
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商談コーナー

商談コーナーには入札会やライブオークションで成約に至らなかった車輌や
Coming Soon車輌などが掲載されます。
ご希望の価格でお申込みください。

オファーの価格に応じてご連絡させていただきますが、
お急ぎの場合は、お電話でお申込みください。

…P21

🏠

下記の方法でお申込みいただけます。
WEBサイトからの申込：年中いつでも可 ※後ほど担当者からお電話いたします
お電話での申込 ：06-6614-9900 9:15～17:30 (土日祝日・他休業日を除く)

→お電話の際は管理番号を添えて、商談希望とお伝えください。



商談 申込方法 1/2

① ②

①商談申込したい車輌をクリックし車輌詳細ページを表示します。

②[申込ページへ]をクリックすると価格入力画面へ移ります。

→次ページの③④へ

…P22
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① ③ ④

商談希望の価格を入力

商談 申込方法 2/2

③商談価格を入力して[商談申込]ボタンをクリック

④確認ダイアログで[申込する]ボタンをクリックしていただくと、お申込み完了です。

※オファーの価格に応じて弊社よりご連絡をさせていただきますが、他社様で早期売却となることもございます。ご了承ください。

※商談申込した車輌は[マイページ]→[MYオークション]でご確認いただけます。(P26に記載）

…P23
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中古車・ロープライスコーナー

中古車入札会 ／ 中古車商談コーナー

入札会出品中または商談コーナー紹介中の車輌から
中古車のみをご覧いただけます。

ロープライスコーナー

全ての出品中車輌から、ロープライスの車輌だけをご覧いただけます。
※ロープライスは低価格や低年式、パーツ取りに適した車輌をリストアップしております

…P24

🏠



在庫車輌・売却車輌一覧

在庫車輌 ／ 中古車在庫

在庫車輌では、近日中に出品予定の車輌をご閲覧いただけます。
※出品日は車輌により異なりますのでご了承ください。

売却車輌

売却車輌では、過去7日間に売却となった車輌の詳細と売却価格をご確認い
ただけます。
※商談売却車輌はご成約価格を非公開とさせていただいております。

…P25

🏠



マイページ MYオークション 🏠

各種オークション別に
表示することも可能です

MYオークション
メニューの[マイページ]→[MYオークション]より、
オークションの入札中車輌の価格変更や現在状況・結果をご確認いただけます。

※価格変更はリストの管理番号から入札画面へお進みください。

…P26



マイページ お気に入り登録車輌の確認

お気に入り
メニューの[マイページ]→[お気に入り]より、
登録済みのお気に入り在庫車輌がご確認いただけます。

※入札中車輌は価格変更や現在状況もご覧いただけるほか、お気に入りから外していただく事も可能です。

オークション終了後の結果は表示されませんので、結果の確認は[MYオークション]からお願いします。

…P27

🏠



マイページ 購入履歴／到着予定 1/2

明細表示の切替ボタンです

購入履歴・入金確認
メニューの[マイページ]→[購入履歴]より、
購入した車輌の一覧・車輌詳細・お支払い状況をご確認いただけます。

※初期表示は車輌料金のみを表示しております。

全ての明細情報をご確認いただくには全明細表示に切り替えてからご確認ください。

…P28
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マイページ 購入履歴／到着予定 2/2

到着予定・シッピング状況
メニューの[マイページ]→[購入履歴]より、
弊社へ搬出・シッピングをご依頼いただいた車輌の到着予定が確認できます。

※購入履歴の画面左上にある[到着予定・シッピング状況へ]ボタンをクリックして表示、

または同画面を下にスクロールしていただく事でご確認いただけます。

…P29

🏠
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お客様ご登録情報

プロフィール
メニューの[マイページ]→[プロフィール]より、
お客様のご登録内容をご確認いただけます。

※ご登録内容の変更を希望される場合はオークション事業部までご連絡ください。

お電話:06-6613-5522 またはＷｅｂサイトの【お問合せ】で受け付けております。

※後ほどプロフィールの編集機能を公開予定です。 …P30
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搬出料金をチェック 🏠

搬出料金
弊社オークションでご落札いただいた車輌の
ヤード間および港への陸送費用をお調べいただけます。

※船積不動扱いは北海道ヤード及び沖縄ヤードからの陸送時に適用される場合があります。

※シッピング(輸出手配)も可能です。手配料金に関しましてはお気軽にオークション事業部へお問合せください。

…P31



車輌管理センターのご案内 🏠

支社・管理センターのご案内
弊社の支社および車輌管理センターの所在地を掲載しております。
車輌の下見、購入車輌のお引上げの際には事前にご確認ください。

※[支社・管理センターご案内]では所在地、引取可能日、連絡先、地図を掲載しております。

※車輌の準備に時間を要する場合がございますので、お引上げ前には必ずご連絡をお願いいたします。

…P32



ご利用について その他ご案内置場・搬出についてご入札について

Ｑ.入会金・年会費はかかりますか？
Ａ.入会金・年会費は無料です。

Ｑ.入会金・年会費の他に、オークション利用に必要な費用はありますか？
Ａ.初回購入時１回のみ、車輌代と併せて初回取引料33,000円（税込）をご請求をさせていただきます。

Ｑ.入会にはどんな条件がありますか？
Ａ.基本的にはお車でビジネスを行われている方に限ります。

また、入会申込時、WEBでの誓約書にご同意のうえ、下記書類のご提出が必要になります。

国内取引をご希望の場合
→古物商許可証の写し 運転免許証の写し

海外取引をご希望の場合
→パスポートの写し

Ｑ. IDはいつもらえますか？
Ａ. 上記の入会条件を満たし、弊社からのお電話による内容確認の後、IDおよびパスワードを発行いたします。

Ｑ. どのブラウザからも開けますか？
Ａ. Internet Explorer 11 （ IE11 ）もしくはGoogleChromeを推奨しております。

IE11より以前のバージョン、または他のWebブラウザでは画面のレイアウトが一部崩れる可能性がございます。

よくあるご質問 （FAQ） 🏠

…P33



よくあるご質問 （FAQ）

Ｑ.オークションの希望価格以外で購入する事はできないのでしょうか？
Ａ.希望価格以外でもご入札いただけますが、

最高入札者様が落札の権利を有しますので必ずご購入いただけるとは限りません。ご了承ください。
※ライブオークション出品車輌のみ、希望価格以上であれば最高入札者様が必ずご購入いただけます。

Ｑ.入札が出来ません
Ａ.オークション事業部へお電話、もしくはWEBサイトの[お問い合わせ]よりご連絡ください。

Ｑ.間違えて入札してしまいました… キャンセルはできますか？
Ａ.入札会のみ入札の取り消しが可能です。

オークション締切時間までにご入札車輌の入札画面にて、「入札キャンセル」ボタンから取消を行ってください。
※ライブオークションは入札価格の取り消しは出来ません。

Ｑ.入札した車輌の結果はいつわかりますか？
Ａ.オークション締切後に集計を行います。集計完了後、順番にオークション結果がマイページへ反映されます。

また、落札者様には併せてメールでもお知らせいたします。
※出品台数が多い場合、結果に少々時間が掛かる場合があります。

Ｑ.入札した車が他社売却になっています。いくらで売れたか教えてください
Ａ.[マイページ]メニューの[MYオークション]よりご確認いただけます。

ご閲覧いただける期間はオークション終了後3日間です。
※商談コーナーの他社売却車輌のみ、売却価格の公開を控えさせていただいております。

Ｑ.MYオークションから急に車輌が消えました
A.車輌自体が表示されていない場合は再出品準備中、または既に再出品させていただいております。
※入札車輌をお気に入りにご登録いただいている場合は、再度お気に入りに表示されますのでご確認ください。

その他ご案内置場・搬出についてご入札についてご登録について
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よくあるご質問 （FAQ）

Ｑ.ヤードの営業日が知りたいです
Ａ.[支社・管理センター]メニューよりご確認をお願いいたします。 (P.32車輌管理センターのご案内に記載)

Ｑ.置き場が都道府県市区町村で記載されている車輌って？
Ａ.弊社の提携業者に保管いただいている車輌になります。

※お振込み確認後に正確な住所を記載した搬出券を送付させていただきます。

Ｑ.陸送は運んでもらえますか？自分で取りに行く必要がありますか？
Ａ.どちらでもお選びいただけます。

Ｑ.搬出費は無料ですか？
Ａ.搬出費は無料です。

※はなまるオークションでの搬出料金はヤード間または各港までの輸送費用を指します。

Ｑ.陸送料金はいくらかかるのか教えてください
Ａ.弊社のヤード間または各港までの輸送をご依頼の場合は[各種料金]メニューの[搬出料金]画面でご確認ください。

ご指定場所までを希望される場合はオークション事業部へお問合せください。

Ｑ.いつまでに車を取りに行ったら大丈夫ですか？
Ａ.搬出券発行日または車輌入庫予定日より4営業日以内にお引上げいただきますようお願いいたします。

※期限超過の場合は保管料を別途請求させていただきますのでご了承ください。

その他ご案内置場・搬出についてご入札についてご登録について
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よくあるご質問 （FAQ）

Ｑ.現車を見に行くことはできますか？
Ａ.可能です。

車輌の準備に時間を要する場合がありますので、事前に対象の管理センターへご連絡をお願いいたします。

Ｑ.諸経費に何がかかるか教えてください
Ａ.諸経費は車輌により異なりますが、内訳の公表は行っておりません。

車輌代の一部としてお考えいただき、合計価格を確認してご入札ください。

Ｑ.落札車輌の代金はどこに支払えばいいですか？
Ａ.ご請求書に記載の銀行へ登録名義人様のお名前でお振込みをお願いいたします。

※お振込み期限は請求書発行日より3営業日以内となっております。

Ｑ.銀行振込以外の支払い方法はありますか？
Ａ. 銀行振込のみでお支払いをお願いしております。

※クレジットカードや手形などのお支払いも承っておりません。

Ｑ.書類はいつ届きますか？
Ａ.ご入金確認後、抹消書類は25営業日以内、名義変更書類は31営業日以内に貴社へ発送いたします。

Ｑ.退会するにはどうしたらいいですか
Ａ.オークション事業部へお電話、もしくはWEBサイトの[お問い合わせ]よりご連絡ください。

ご登録について その他ご案内置場・搬出についてご入札について
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オークション事業部
06-6613-5522 9:15～17:30まで (土日祝日を除く)

その他お問合せ方法

WEBサイト右上の[お問い合わせ]フォームより
いつでもお気軽にご連絡ください。

お電話でも承っております。
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