
各種期限のご案内

●埼玉会場
〒369-1108
埼玉県深谷市田中2631
TEL：048-583-7811
FAX：048-583-7812

埼 玉 会 場 大 阪 会 場 愛 知 会 場

搬入期限
火曜12時まで
（24時間受付OK）

（パーツは土曜12時まで
事務局営業開始時刻

～終了時刻1時間前 のみ受付）

水曜15時まで
（24時間受付OK）

木曜15時まで
（夜間OK。6～10時はNG）

搬出期限
セリ後～土曜12時
（木金21時～翌7時はNG）

（パーツは、事務局営業開始時刻
～終了時刻1時間前 のみ受付）

セリ後～土曜17時
（WEB搬出延⾧申請 月曜12時まで）

セリ後～火曜15時
（夜間OK。6～10時はNG）

入金期限 セリ後～火曜15時
開催日を含む7日目の15時まで

セリ後～水曜15時
開催日を含む7日目の15時まで

セリ後～木曜15時
開催日を含む7日目の15時まで

書類提出期限 セリ後～翌水曜15時
開催日を含む8日目の15時まで

セリ後～翌金曜17時
開催日を含む9日目の17時まで

セリ後～翌金曜15時
開催日を含む8日目の15時まで

クレーム期限 セリ後～月曜12時
開催日を含む6日目の12時まで

セリ後～火曜12時
開催日を含む6日目の12時まで

セリ後～水曜12時
開催日を含む6日目の12時まで

ワンプラ
掲載期間 水曜24時～月曜9時 金曜10時～水曜12時 金曜24時～水曜9時

ワンプラ落札
搬出期限

落札日を含む5日目の18時まで
日 月 火 9:00～21:00

水 10:00～夜間OK～木21:00
金 土 7:00～21:00

落札日を含む5日目の24時まで
入金確認後 24hＯＫ

落札日を含む5日目の18時まで
入金確認後 夜間ＯＫ
（6～10時はＮＧ）

ワンプラ落札
クレーム期限 落札日を含む6日目の12時まで 落札日を含む6日目の12時まで 落札日を含む6日目の12時まで

ワンプラ落札
入金期限 落札日を含む5日目の15時まで 当該開催回の

翌々週水曜15時まで 落札日を含む5日目の15時まで

ワンプラ成約
書類提出期限

当該開催回の
翌週金曜15時まで

当該開催回の
翌週金曜17時まで

当該開催回の
翌々週月曜15時まで

●大阪会場
〒580-0003
大阪府松原市一津屋2-10-7
TEL：072-330-2200
FAX：072-334-7700

●愛知会場
〒498-0014
愛知県弥富市五明町土袋847
TEL：0567-31-6151
FAX：0567-31-6152

（令和5年1月～）



コーナー名 出品番号 出品条件

軽 1～ 軽自動車全般

下取買取 85001～
下取・買取された車両（軽OK）
・自社名変している場合は抹消・名変から３ヶ月以内
・１ヶ月以内のAA・入札会の落札歴のある車は出品不可

ディーラー 20001～ ディーラー会員様限定

レギュラー①
レギュラー②

10001～
11001～

乗用車全般
（①は新規出品車）

当日 99001～ 前日の昼12時～当日朝10時までの搬入車

現状車 80001～ 不動車・事故現状車・二輪車

シーリング10売切り①
シーリング10売切り②

90001～
92001～

全てスタート売切り
（ひと押し1,000円、スタート価格の上限は10万円）

パーツ 9501～ タイヤ・ナビ・ETCなどカー用品（ひと押し1,000円）

プレミアム 30001～ 評価点4点以上・走行距離5万km未満

輸入車 35001～ 輸入車全般・逆輸入車

ＥＶ & ハイブリッド 15001～ 電気自動車、ハイブリッド車 （排ガス記号による）

買取店ブランド①
買取店ブランド②

70001～
75001～

買取店加盟店限定・普通車
（①は第3ヤードに配置・早期搬入車）

買取店ブランド軽①
買取店ブランド軽②

73001～
78001～

買取店加盟店限定・軽自動車
（①は第3ヤードに配置・早期搬入車）

買取店ブランド
シーリング30①
シーリング30②

60001～
65001～

買取店加盟店限定（軽OK）30万円以内で売切り
（①は第3ヤードに配置・早期搬入車）

コーナーのご案内
（令和5年1月～）

埼 玉 会 場



コーナーのご案内
（令和4年4月～）

コーナー名 出品番号 出品条件

ロープライス 90001～ スタート金額０円、１０万円までの売切り

軽四 50001～ 軽自動車全般

ディーラー＆下取買取 30001～
・ディーラー会員出品（軽自動車不可）
・AA60日以内にオークション・入札会に出品歴のない車両
（軽自動車不可）※流札再出品可

30ＭＡＸ 60001～ 30万円までの売切り（軽自動車不可）

プレミアム 10001～ 評価点４点以上・走行距離５万ｋｍ未満（軽自動車不可）

レギュラー 20001～ 乗用車・貨物全般（軽自動車不可

買取店ブランド 70001～ 買取店加盟店限定（軽自動車不可）

当日 99001～ 当日出品車（前日15:00～当日11:00までの搬入車）

※ 出品順位、各コーナーは予告なく変更する場合があります（各手数料税別）
※ 当日出品とは、AA前日の15:00からAA前日の11:00までに搬入された車両。

大 阪 会 場



コーナー名 出品番号 出品条件

軽 1～ 軽自動車全般

レギュラー 10001～ 一般車両全般。軽自動車・輸入車NG。

ディーラー 20001～ ディーラー会員様限定。軽自動車・輸入車NG。

プレミアム 30001～ 評価点4点以上・走行距離5万km未満の車両。
軽自動車・輸入車NG。

輸入車 40001～ 輸入車全般・逆輸入車。
OEM車両もメーカー名で選別。自動選別となります。

30MAX 50001～ 30万円以内で売切る車両。軽自動車・輸入車NG。

フレッシュ 70001～ MIRIVE愛知に過去90日間出品歴のない新規車両。
軽自動車・輸入車NG。再出品は1回のみ。

売切り 80001～ 売切りスタート。スタート価格の上限は10万円まで。
軽自動車・輸入車OK。

現状車 90001～ 不動車・事故現状車・二輪車・特殊車両。検査なし。

当日 95001～ 当日搬入車両（搬入受付:木曜15時～金曜11時まで）

コーナーのご案内愛 知 会 場



※ MIRIVE WEBサイト/場内端末からの入札料は無料です。
※ パーツコーナーの出品料は大きさなどにより料金が変わります。
※ パーツコーナーはMライブから応札・落札できません。
※ 外部接続先からの落札は、各サイトの定める手数料に準拠します。

コーナー名

手 数 料 一 覧

出品料 成約料
落札料

（場内/Mライブ共） 不在入札落札料

軽 8,000 8,000 9,000 11,000

下取買取 8,000 8,000 9,000 11,000

レギュラー 8,000 8,000 9,000 11,000

ディーラー 8,000 8,000 9,000 11,000

シーリング10売切り 8,000 4,000 9,000 11,000

プレミアム 8,000 8,000 11,000 13,000

輸入車 10,000 10,000 11,500 13,500

ＥＶ＆ハイブリッド 8,000 8,000 9,000 11,000

買取店ブランド
（軽・シーリング30を含む）

8,000 8,000 11,000 13,000

現状車 8,000 8,000 9,000 11,000

当日 8,000 8,000 9,000 11,000

パーツ 2,000/4,000 - 1,000 1,000

ワンプライス 0 15,000 15,000 -

商談落札手数料 - - +10,000 -

（下記は別料金）

全長６ｍ超の車両
（大型番号標の車両を除く） 16,000 8,000

各コーナーに準じます

大型番号標の車両 24,000 8,000

最大積載量8t超
（定員30人以上の大型バス） 出品不可

手数料のご案内埼 玉 会 場

（令和4年7月～）



コーナー名

手 数 料 一 覧

出品料 成約料
場内落札料 場内不在落札料

Mライブ落札料 Mライブ不在落札料

ロープライス 4,000 6,000
11,000 12,000

11,000 12,000

軽四 8,000 9,000
12,000 13,000

12,000 13,000

ディーラー＆下取買取 8,000 9,000
12,000 13,000

12,000 13,000

３０MAX 8,000 9,000
12,000 13,000

12,000 13,000

プレミアム 8,000 9,000
12,000 13,000

12,000 13,000

レギュラー 8,000 9,000
11,000 12,000

11,000 12,000

買取店ブランド 9,000 10,000
12,000 13,000

12,000 13,000

当日 10,000 10,000
11,000 12,000

11,000 12,000

ワンプラ 15,000

（下記は別料金）

全長6m超の車両
（大型番号標の車両を除く）

16,000
各コーナーに準じます

大型番号標の車両 24,000

最大積載量8t超
（定員30人以上の大型バスなど）

出品不可

手数料のご案内大 阪 会 場

（令和4年4月～）

※車検付き車両は各コーナー成約料+2,000円となります｡
※商談落札は各コーナー落札料+10,000円となります｡

(端末商談落札は別途各社にて設定があります｡)
※不在入札料は無料です｡
※外部接続先からの落札は、各サイトの定める手数料に準拠します。



※ MIRIVE WEBサイト/場内端末からの入札料は無料です。
※ 外部接続先からの落札は、各サイトの定める手数料に準拠します。

コーナー名
手 数 料 一 覧

出品料 成約料 落札料
（場内/Mライブ共）

不在入札落札料

軽 7,000 9,000 11,000 13,000

レギュラー 8,000 9,000 11,000 13,000

ディーラー 8,000 9,000 11,000 13,000

プレミアム 8,000 9,000 11,000 13,000

輸入車 8,000 9,000 11,000 13,000

30MAX 7,000 9,000 11,000 13,000

フレッシュ 8,000 9,000 11,000 13,000

売切り 2,000 9,000 9,000 11,000

現状車 10,000 9,000 11,000 13,000

当日 8,000 9,000 11,000 13,000

ワンプライス 0 15,000 15,000 -

商談落札手数料 - - +10,000 -

（下記は別料金）

全⾧６ｍ超の車両
（大型番号標の車両を除く） 16,000 9,000

各コーナーに準じます
大型番号標の車両 24,000 9,000

最大積載量8t超
（定員30人以上の大型バス） 出品不可

手数料のご案内愛 知 会 場


