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2004年 04月 05日 

船橋出張所、移転のお知らせ 

船橋出張所が千葉県市川市に移転オープン致しました！ 

移 転に伴い、店舗名称、所在地、電話番号、FAX番号が変更となっておりますのでご注意ください。 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 市川営業所 

所在地 ： 〒272-0002 千葉県市川市二俣新町 17-13-1 

電話番号 ： 047-329-6191 

FAX番号 ： 047-329-6166 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2004年 04月 21日 

新潟南営業所、新規オープンのお知らせ 

新潟江南出張所が新潟県新潟市江南区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 新潟江南出張所 

所在地 ： 〒950-0134 新潟県新潟市江南区曙町 1-376-1 

電話番号 ： 025-382-1141 

FAX番号 ： 025-382-1143 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2004年 05月 10日 

藤枝営業所、新規オープンのお知らせ 

藤枝営業所が静岡県藤枝市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 藤枝営業所 
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所在地 ： 〒426-0005 静岡県藤枝市水守 251-15 

電話番号 ： 054-647-7811 

FAX番号 ： 054-647-7815 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2004年 06月 01日 

堺営業所、新規オープンのお知らせ 

堺営業所が大阪府堺市中区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 堺営業所 

所在地 ： 〒599-8234 大阪府堺市中区土塔町２４０－１ 

電話番号 ： 072-230-1311 

FAX番号 ： 072-230-1329 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2004年 06月 01日 

盛岡南営業所、新規オープンのお知らせ 

盛岡南営業所が岩手県盛岡市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 盛岡南営業所 

所在地 ： 〒020-0834 岩手県盛岡市永井 16-22 

電話番号 ： 019-637-3257 

FAX番号 ： 019-637-3259 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 
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2004年 06月 09日 

新潟東営業所、新規オープンのお知らせ 

新潟東営業所が新潟県新潟市東区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 新潟東営業所 

所在地 ： 〒950-0821 新潟県新潟市東区岡山 1208-1 

電話番号 ： 025-279-5400 

FAX番号 ： 025-279-5422 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2004年 06月 15日 

新潟第二レンタカーセンター、新規オープンのお知らせ 

新潟第二レンタカーセンターが新潟県新潟市中央区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 新潟第二レンタカーセンター 

所在地 ： 〒950-0953 新潟県新潟市中央区大島字 13-2 

電話番号 ： 025-280-9191 

FAX番号 ： 025-280-9199 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2004年 06月 18日 

飛騨高山営業所、移転のお知らせ 

飛騨高山営業所が岐阜県高山市に移転オープン致しました！ 

移転に伴い、所在地、電話番号、FAX番号が変更となっておりますのでご注意ください。 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 飛騨高山営業所 
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所在地 ： 〒506-0808 岐阜県高山市松本町 440-2 

電話番号 ： 0577-35-9161 

FAX番号 ： 0577-35-9162 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2004年 07月 01日 

大田営業所、新規オープンのお知らせ 

大田営業所が東京都大田区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 大田営業所 

所在地 ： 〒143-0013 東京都大田区大森南 2-22-7 

電話番号 ： 03-3741-1411 

FAX番号 ： 03-3741-1412 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2004年 07月 28日 

三郷出張所、新規オープンのお知らせ 

三郷出張所が埼玉県三郷市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 三郷出張所 

所在地 ： 〒341-0023 埼玉県三郷市仁蔵 449-1 

電話番号 ： 048-959-1461 

FAX番号 ： 048-959-1465 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 
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2004年 08月 09日 

直江津店、新規オープンのお知らせ 

直江津店が新潟県上越市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 直江津店 

所在地 ： 〒942-0013 新潟県上越市黒井字大割２８３７－１ 

電話番号 ： 025-544-6856 

FAX番号 ： 025-544-6857 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2004年 09月 01日 

荒川営業所、新規オープンのお知らせ 

荒川営業所が東京都荒川区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 荒川営業所 

所在地 ： 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 3-29-13 ハイム小林 1F 

電話番号 ： 03-5850-4611 

FAX番号 ： 03-5850-4612 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2004年 09月 13日 

新潟北営業所、新規オープンのお知らせ 

新潟北営業所が新潟県新潟市北区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 新潟北営業所 

所在地 ： 〒950-3321 新潟県新潟市北区葛塚字正尺 3079-1 
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電話番号 ： 025-387-1411 

FAX番号 ： 025-387-1422 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2004年 10月 08日 

鳥栖営業所、移転のお知らせ 

鳥栖営業所が佐賀県鳥栖市村田町に移転オープン致しました！ 

移転に伴い、所在地、電話番号、FAX番号が変更となっておりますのでご注意ください。 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 鳥栖営業所 

所在地 ： 〒841-0072 佐賀県鳥栖市村田町 828-1 

電話番号 ： 0942-82-7633 

FAX番号 ： 0942-87-8755 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2004年 10月 22日 

横浜中央営業所、新規オープンのお知らせ 

横浜中央営業所が神奈川県横浜市保土ヶ谷区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 横浜中央営業所 

所在地 ： 〒240-0061 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰沢町 8-2 

電話番号 ： 045-341-6655 

FAX番号 ： 045-341-6668 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 
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2004年 10月 22日 

レンタル商品カタログ WEB版を改版しました 

レンタル商品カタログについて 

アクティオグループで保有している、様々なレンタル商品をご覧頂けます。 

掲載されている商品は代表的な機種だけですが、掲載以外の商品も数多く取扱っております。 

冊子版の「レンタル総合カタログ Vol.29」も、無償でお配りしております。 

 

 

2004年 10月 28日 

加古川営業所、新規オープンのお知らせ 

加古川営業所が兵庫県加古川市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 加古川営業所 

所在地 ： 〒675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑 538-1 

電話番号 ： 079-456-6770 

FAX番号 ： 079-456-6774 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 
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株式会社アクティオは新潟中越地震からの復興を応援しています！ 

新潟県中越地震対策本部を設置 

2004年 10月 23日に発生した新潟県中越地震に際し、被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。 

私ども株式会社アクティオといたしましては、現地周辺を担当エリアとする弊社・北陸支店に全社的なバックアップ体制

を敷き、復興作業に当たられる皆様のお役に立ちたいと考えています。 

2004/12/13  

北陸支店に設置されていた災害対策本部を、小千谷営業所内へ移設いたしました。 

災害対策本部（小千谷営業所内）  

責任者：小川 剛 

所在地：新潟県小千谷市若葉３－１３０ 

TEL：0258-81-1181 

FAX：0258-81-1180 

E-mail：ojiya-e@aktio.co.jp 

 

＜;新潟県内及び、近県店舗案内＞ 

 

mailto:ojiya-e@aktio.co.jp
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＜グループ会社店舗一覧＞ 

株式会社アクティオ 

災害対策本部 

小千谷営業所 

〒947-0054 

新潟県小千谷市若葉 3-130 
TEL：0258-81-1181 FAX：0258-81-1180 案内図 

新潟営業所 
〒950-0951 

新潟県新潟市鳥屋野字中沼 363 
TEL：025-283-1411 FAX：025-283-1153 案内図 

新潟西営業所 
〒950-2033 

新潟県新潟市亀貝堤 134-1 
TEL：025-211-0403 FAX：025-211-1019 案内図 

新潟南営業所 
〒950-0134 

新潟県中蒲原郡亀田町曙町 1-376-1 
TEL：025-382-1141 FAX：025-382-1143 案内図 

新潟東営業所 
〒950-0821 

新潟県新潟市岡山 1208-1 
TEL：025-279-5400 FAX：025-279-5422 案内図 

新潟北営業所 
〒950-3321 

新潟県豊栄市葛塚字正尺 3079-1 
TEL：025-387-1411 FAX：025-387-1422 案内図 

新発田営業所 
〒957-0062 

新潟県新発田市富塚町 3-6-32 
TEL：0254-27-2204 FAX：0254-27-2236 案内図 

長岡営業所 
〒940-2103 

新潟県長岡市古正寺町新田 612 
TEL：0258-29-2515 FAX：0258-29-1485 案内図 

六日町営業所 
〒949-6405 

新潟県南魚沼郡塩沢町大字竹俣字勝保田 58-6 
TEL：025-782-2312 FAX：025-782-2652 案内図 

北魚沼営業所 
〒949-7402 

新潟県北魚沼郡堀之内町大字田戸字谷内 258-2 
TEL：025-794-4271 FAX：025-794-4273 案内図 

十日町営業所 
〒948-0055 

新潟県十日町市大字高山字上島丙 122-1 
TEL：0257-52-7354 FAX：0257-52-7356 案内図 

上越営業所 
〒942-0063 

新潟県上越市大字下門前 887 
TEL：025-544-9771 FAX：025-544-9557 案内図 

糸魚川営業所 
〒941-0071 

新潟県糸魚川市大野字茱萸ノ木乙 1329-1 
TEL：0255-53-0775 FAX：0255-53-0072 案内図 

直江津店 
〒942-0013 

新潟県上越市黒井字大割 2837-1 
TEL：025-544-6856 FAX：025-544-6857 案内図 

柏崎営業所 
〒945-0022 

新潟県柏崎市大字東原町 21 
TEL：0257-24-2437 FAX：0257-22-0324 案内図 
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会津営業所 
〒965-0057 

福島県会津若松市町北町大字藤室字道下 20 
TEL：0242-22-7751 FAX：0242-22-7754 案内図 

米沢営業所 
〒999-2174 

山形県東置賜郡高畠町大字福沢 5-1032-1 
TEL：0238-57-4423 FAX：0238-57-4426 案内図 

長井営業所 
〒993-0041 

山形県長井市九野本 1260-15 
TEL：0238-84-7790 FAX：0238-84-7792 案内図 

鶴岡出張所 
〒997-0017 

山形県鶴岡市大字大宝寺字日本国 254-5 
TEL：0235-29-0710 FAX：0235-29-0715 案内図 

中野営業所 
〒383-0051 

長野県中野市七瀬 379-1 
TEL：0269-23-2611 FAX：0269-23-2615 案内図 

沼田出張所 
〒378-0031 

群馬県沼田市薄根町 3691-1 
TEL：0278-22-9370 FAX：0278-22-9373 案内図 

山古志センター 
〒947-0204 

新潟県長岡市古志竹沢甲 1492 
TEL：0258-41-1181 FAX：0258-41-1183 案内図 

株式会社ケンオー 

 

巻営業所 
〒953-0054 

新潟県西蒲原郡巻町漆山 8687-1 
TEL：0256-76-2561 FAX：0256-76-2567 案内図 

 

新潟営業所 
〒950-2121 

新潟県新潟市槙尾字前三俵 349 
TEL：025-263-3988 FAX：025-263-3674 案内図 

 

吉田営業所 
〒959-0222 

新潟県西蒲原郡吉田町下粟生津 3122-2 
TEL：0256-92-6262 FAX：0256-92-6631 案内図 

 

三条営業所 
〒955-0092 

新潟県三条市須頃 3-139 
TEL：0256-34-7031 FAX：0256-34-7032 案内図 

 

三条加茂営業所 
〒955-0021 

新潟県三条市下保内 1053-3 
TEL：0256-39-7607 FAX：0256-39-7608 案内図 

株式会社鶴岡建機 

 

鶴岡営業所 
〒997-0853 

山形県鶴岡市大字小淀川字色田 72-1 
TEL：0235-25-8300 FAX：0235-24-9451 案内図 

 

庄内中央営業所 
〒999-7781 

山形県東田川郡余目町大字余目字月屋敷 108-5 
TEL：0234-42-0771 FAX：0234-42-0766 案内図 

 

米沢営業所 
〒992-0021 

山形県米沢市大字花沢 3287-1 
TEL：0238-26-3558 FAX：0238-26-2057 案内図 
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2004年 11月 01日 

株式会社サイニチがアクティオグループに加わりました 

株式会社サイニチ 

埼玉県内を中心とした地場レンタル会社です。 

お客様の満足度ナンバー1を目指します。 

高い整備能力と迅速な対応力で皆様をお待ちしております。 

WEB：http://www.sainichi.jp/ 

 

 

2004年 11月 17日 

小千谷営業所、新規オープンのお知らせ 

ZZ小千谷営業所が新潟県小千谷市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 小千谷営業所 

所在地 ： 〒947-0054 新潟県小千谷市若葉 3-130 

電話番号 ： 0258-81-1181 

FAX番号 ： 0258-81-1180 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2004年 12月 20日 

佐世保営業所、新規オープンのお知らせ 

佐世保営業所が長崎県佐世保市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 佐世保営業所 

所在地 ： 〒857-1161 長崎県佐世保市大塔町 1003-1 

電話番号 ： 0956-26-1811 

FAX番号 ： 0956-34-6622 

皆様のご来店をお待ちしております。 

http://www.sainichi.jp/

