
¥15,000 ¥15,000
不在落札 ¥10,000 ¥11,000

会場間
ネットワーク利用

落札方法 ＣＡＡ ＴＡＡ
会場間落札料 各会場落札料

ＰＯＳ落札 ¥10,000 ¥11,000
商談落札

会場間ネットワーク落札料（税別）

※ワンプライス ･･･ 出品料　　  ：無料　・成約料：￥15,000　・落札料：￥16,000

◇ネット落札手数料等及び一般会員以外の手数料に関しましても異なります。

◇特設コーナー実施により、セリ順・出品条件に変更が出る場合がございますので
　ご注意下さい。

不在落札 ¥10,000 ¥12,500
不在申込手数料￥500  但し、会場内受付は無料
　　ＴＣ－web∑による不在落札料は、プラン等により異なります。
注）不在申込受付はセリスタート予定時間30分前まで

落札方法 自会場(端末） ＦＡＸ
商談落札 ¥15,000 ¥18,000

その他落札料（税別）
ＴＣ－web∑

¥13,500
¥16,000

～

〒277-0923　　千葉県柏市塚崎1395-1　　　TEL 04-7160-6000　　FAX 04-7160-6010

（登録料）

◇出品票に希望コーナーをご記入下さい。
　（希望がない場合、「軽」または、「ゴールデン」コーナーとなります。）

◇ＣＡＡ出品規定及び検査の結果、ご希望コーナーへ出品できない場合もございますので
　予めご了承下さい。

◇1ＰＯＳ 3,000円。但し、「応札保証」「売切り」は除く。

◇「応札保証」「売切り」「現状」コーナー以外の売切りスタートは出来ません。

※初出品コーナー以外の初出品車も再出品出来ます。 ¥9,000
1ヶ月間ＣＡＡ東京会場に出品歴の無い新規搬入車。又は、初出品車からの再出品車。 

（CAA東京ファーストコーナーは、連続2回まで出品可能です。ただし、流札車の再出品に限ります。）

¥9,000¥9,000

¥10,000

¥6,000

¥7,000

¥10,000

¥9,000 ¥9,000

¥7,500
応札保証金額は、排気量に応じて異なります。また、市場の動向に応じて変動する場合があります。検査なしの為、評価９９点となります。

売切り 5001～

¥9,000

¥5,000

¥4,000

¥9,000

¥8,000

¥8,000

¥8,500
全てスタート価格で売切りとなります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現状車を除く）

¥9,000※入札会・映像専門ＡＡ及び共有在庫等での流通は出品歴となりません。
（初出品コーナーは連続２回まで出品可能です。ただし、流札車の再出品に限ります。）　　　　　　 （軽自動車を除く）

レーン コーナー 出品番号 出品条件
手数料 ※1

出品料 成約料 会場落札料

¥9,000

 レンタ・
　 リースＵＰ

9001～ ＣＡＡが定めるレンタ・リース会社からの出品車 ¥9,000

ゴールデン 40001～ 普通車 及び バン・トラック　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 　     
（軽自動車を除く）

現状 7501～ 事故現状車　不動車　ＣＡＡ判断の車両 及び 特殊車両 ¥10,000

過去6ヵ月間オークション会場に出品歴の無い軽自動車 及び それ以外の軽自動車
※入札会・映像専門ＡＡ及び共有在庫等での流通は出品歴となりません。

¥8,500

リミット 20 1001～
車両価格２０万円以内で売切り　　　　　　　　　　　　　　　　

¥8,500
※車両価格２０万円で自動売切りとなります。                                                                        （軽自動車を除く）

軽初出品＆軽 1～ ¥8,000

¥8,000

Ａ
・
Ｂ

Ｃ
・
Ｄ

初出品 30001～
過去６ヵ月間オークション会場に出品歴の無い車両

応札保証 8001～
全車０円売切りスタート！　応札保証付＆検査なし　　　　　※1POS 1,000円　  （現状車を除く）

スタート価格０円～５万円以内での売切りスタート！　　　　※1POS 2,000円

CAA東京
ファースト

33001～
（軽自動車を除く）

(
 
 

時
ス
タ
ー
ト
）

10

(
 
 

時
ス
タ
ー
ト
）

10

シーエーエー東京会場　セリ順及びコーナー編成等のご案内 2021年3月9日改定
シーエーエー東京会場　セリ順及びコーナー)成等のご案内（株）ＩＤＯＭ様 限定特別手数料

(社内秘)

大型車 ¥12,000 ¥12,000 ¥10,000
但し、「応札保証」「売切り」「リミット20」「軽初出品＆軽」は除く
大型車定義:

※１　手数料（税別）
出品料 成約料 落札料

輸入・逆輸入車 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000

（積載量2ｔ超、全長寸法5.5ｍ超、高さ3ｍ超、乗車定員11人以上）のいずれかに該当する車両

大型車 ¥5,000
¥5,000

¥7,000 ¥10,000

※１　手数料（税別）
出品料 成約料 落札料

輸入・逆輸入車 ¥7,000 ¥10,000

大型車定義:（積載量2ｔ超、全長寸法5.5ｍ超、高さ3ｍ超、乗車定員11人以上）のいずれかに該当する車両
但し、「応札保証」「売切り」「リミット20」「軽初出品＆軽」は除く

大型車 ¥ 0 ¥24,000 ¥10,000

※１　手数料（税別）
出品料 成約料 落札料

輸入・逆輸入車 ¥ 0 ¥20,000 ¥10,000

大型車定義:（積載量2ｔ超、全長寸法5.5ｍ超、高さ3ｍ超、乗車定員11人以上）のいずれかに該当する車両
但し、「応札保証」「売切り」「リミット20」「軽初出品＆軽」は除く

※初出品コーナー以外の初出品車も再出品出来ます。

レーン コーナー 出品番号 出品条件
手数料 ※1

出品料 成約料 会場落札料

Ａ
・
Ｂ

応札保証 8001～
全車０円売切りスタート！　応札保証付＆検査なし　　　　　※1POS 1,000円　  （現状車を除く）

 レンタ・
　 リースＵＰ

9001～ ＣＡＡが定めるレンタ・リース会社からの出品車

応札保証金額は、排気量に応じて異なります。また、市場の動向に応じて変動する場合があります。検査なしの為、評価９９点となります。

売切り 5001～
スタート価格０円～５万円以内での売切りスタート！　　　　※1POS 2,000円

全てスタート価格で売切りとなります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （現状車を除く）

初出品 30001～
過去６ヵ月間オークション会場に出品歴の無い車両

Ｃ
・
Ｄ

軽初出品＆軽 1～
過去6ヵ月間オークション会場に出品歴の無い軽自動車 及び それ以外の軽自動車

現状 7501～ 事故現状車　不動車　ＣＡＡ判断の車両 及び 特殊車両

CAA東京
ファースト

33001～

¥9,000

¥5,000 ¥7,000

¥9,000※入札会・映像専門ＡＡ及び共有在庫等での流通は出品歴となりません。
（初出品コーナーは連続２回まで出品可能です。ただし、流札車の再出品に限ります。）　　　　　　 （軽自動車を除く）

1ヶ月間ＣＡＡ東京会場に出品歴の無い新規搬入車。又は、初出品車からの再出品車。 
¥9,000

（CAA東京ファーストコーナーは、連続2回まで出品可能です。ただし、流札車の再出品に限ります。）　　                　   （軽自動車を除く）

ゴールデン 40001～ 普通車 及び バン・トラック　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 　     （軽自動車を除く） ¥9,000

¥8,500
※入札会・映像専門ＡＡ及び共有在庫等での流通は出品歴となりません。

リミット 20 1001～
車両価格２０万円以内で売切り　　　　　　　　　　　　　　　　

¥8,500
※車両価格２０万円で自動売切りとなります。                                                                        （軽自動車を除く）

¥5,000 ¥7,000

¥4,000 ¥6,000

¥7,500

¥8,500

¥10,000

※初出品コーナー以外の初出品車も再出品出来ます。

¥10,000

ゴールデン 40001～ 普通車 及び バン・トラック　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 　     （軽自動車を除く） ¥18,000 ¥9,000

¥8,500
※入札会・映像専門ＡＡ及び共有在庫等での流通は出品歴となりません。

リミット 20 1001～
車両価格２０万円以内で売切り　　　　　　　　　　　　　　　　

¥14,000 ¥8,500
※車両価格２０万円で自動売切りとなります。                                                                        （軽自動車を除く）

¥15,000

¥18,000

Ｃ
・
Ｄ

軽初出品＆軽 1～
過去6ヵ月間オークション会場に出品歴の無い軽自動車 及び それ以外の軽自動車

現状 7501～ 事故現状車　不動車　ＣＡＡ判断の車両 及び 特殊車両 ¥20,000

Ａ
・
Ｂ

 レンタ・
　 リースＵＰ

9001～ ＣＡＡが定めるレンタ・リース会社からの出品車

¥9,000
（CAA東京ファーストコーナーは、連続2回まで出品可能です。ただし、流札車の再出品に限ります。）　　　　　　　　   （軽自動車を除く）

¥9,000

初出品 30001～
過去６ヵ月間オークション会場に出品歴の無い車両

¥18,000 ¥9,000※入札会・映像専門ＡＡ及び共有在庫等での流通は出品歴となりません。
（初出品コーナーは連続２回まで出品可能です。ただし、流札車の再出品に限ります。）　　　　　　 （軽自動車を除く）

CAA東京
ファースト

33001～
1ヶ月間ＣＡＡ東京会場に出品歴の無い新規搬入車。又は、初出品車からの再出品車。 

¥7,500
応札保証金額は、排気量に応じて異なります。また、市場の動向に応じて変動する場合があります。検査なしの為、評価９９点となります。

売切り 5001～
スタート価格０円～５万円以内での売切りスタート！　　　　※1POS 2,000円

¥13,000 ¥8,500
全てスタート価格で売切りとなります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （現状車を除く）

¥12,000応札保証 8001～
全車０円売切りスタート！　応札保証付＆検査なし　　　　　※1POS 1,000円　  （現状車を除く）

レーン コーナー 出品番号 出品条件
手数料 ※1

出品料 成約料 会場落札料

（   

時 

ス
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レーン コーナー 出品番号 出品条件
手数料（正会員）※1

出品料 成約料 会場落札料

 ゼロ売切り
　　　保証付

8001～
全車０円売切りスタート！　応札保証付＆検査なし　　　　　※1POS 1,000円　  （現状車を除く）

Ｎｅｗチャンス 4001～
１開催前(前週)ＣＡＡ東京会場に出品歴の無い新規搬入。又は、初出品コーナーからの再出品車。

¥7,500
応札保証金額は、排気量に応じて異なります。また、市場の動向に応じて変動する場合があります。検査なしの為、評価９９点となります。

即売り 5001～
スタート価格０円～５万円以内の売切りスタート！

¥10,000 ¥8,500
全てスタート価格で売切りとなります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現状車を除く）

¥10,000

¥12,000 ¥9,000
※初出品コーナー以外の初出品車も再出品出来ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （軽自動車を除く）

初出品 3001～
過去６ヵ月間オークション会場に出品歴の無い車両　　　※軽自動車は、軽コーナーの料金体系とは異なります。

¥12,000 ¥9,000※初出品コーナーは連続２回まで出品出来ます。ただし、流札車の再出品に限ります。
（入札会・映像専門ＡＡ及び共有在庫等の出品歴は含まない為、出品可となります。）

レンタ・リースＵＰ 9001～ ＣＡＡが定めるレンタ・リース会社からの出品車 ¥9,000

レギュラー 2001～ 通常出品車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 　     （軽自動車を除く） ¥12,000 ¥8,500

¥12,000

軽 1～ 軽自動車限定

プラチナ 6001～ 走行距離６万ｋｍ以内 ＋ 評価３点以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （軽自動車を除く）

¥8,500

リミット 20 1001～
車両価格２０万円以内で売切り　　　　　　　　　　　　　　　　

¥10,000 ¥8,500
※車両価格２０万円で自動売切りとなります。                                                                        （軽自動車を除く）

¥12,000

¥12,000 ¥9,000

現状 7501～ 事故現状車　不動車　ＣＡＡ判断の車両 及び 特殊車両 ¥12,000 ¥10,000

Ａ
・
Ｂ

Ｃ
・
Ｄ

¥7,000 ¥10,000

¥8,500

リミット 20 1001～
車両価格２０万円以内で売切り　　　　　　　　　　　　　　　　

¥3,000 ¥7,000 ¥8,500
※車両価格２０万円で自動売切りとなります。                                                                        （軽自動車を除く）

Ｃ
・
Ｄ

軽 1～ 軽自動車限定 ¥3,000 ¥7,000

現状 7501～ 事故現状車　不動車　ＣＡＡ判断の車両 及び 特殊車両 ¥3,000

レギュラー 2001～ 通常出品車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 　     （軽自動車を除く） ¥3,000 ¥7,000 ¥8,500

レンタ・リースＵＰ 9001～ ＣＡＡが定めるレンタ・リース会社からの出品車 ¥9,000

初出品 3001～
過去６ヵ月間オークション会場に出品歴の無い車両　　　※軽自動車は、軽コーナーの料金体系とは異なります。

¥3,000 ¥7,000 ¥9,000※初出品コーナーは連続２回まで出品出来ます。ただし、流札車の再出品に限ります。
（入札会・映像専門ＡＡ及び共有在庫等の出品歴は含まない為、出品可となります。）

¥7,000 ¥9,000

Ｎｅｗチャンス 4001～
１開催前(前週)ＣＡＡ東京会場に出品歴の無い新規搬入。又は、初出品コーナーからの再出品車。

¥3,000 ¥7,000 ¥9,000
※初出品コーナー以外の初出品車も再出品出来ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （軽自動車を除く）

¥7,500
応札保証金額は、排気量に応じて異なります。また、市場の動向に応じて変動する場合があります。検査なしの為、評価９９点となります。

即売り 5001～
スタート価格０円～５万円以内の売切りスタート！

¥3,000 ¥7,000 ¥8,500
全てスタート価格で売切りとなります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現状車を除く）

Ａ
・
Ｂ

 ゼロ売切り
　　　保証付

8001～
全車０円売切りスタート！　応札保証付＆検査なし　　　　　※1POS 1,000円　  （現状車を除く）

¥3,000 ¥7,000

プラチナ 6001～ 走行距離６万ｋｍ以内 ＋ 評価３点以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （軽自動車を除く） ¥3,000

レーン コーナー 出品番号 出品条件
手数料（正会員）※1

出品料 成約料 会場落札料

大型車 ¥3,000 ¥7,000 ¥10,000
大型車定義（積載量4ｔ超・定員19人以上）

※１　手数料（税別）
出品料 成約料 落札料

輸入・逆輸入車 ¥3,000 ¥7,000 ¥10,000


