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2006年 01月 19日 

新島出張所、移転のお知らせ 

新島出張所が東京都新島村字川原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 ： 新島出張所 

所在地 ： 〒100-0400 東京都新島村字川原 194-1 

電話番号 ： 04992-5-1944 

FAX番号 ： 04992-5-1992 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 01月 20日 

夕張出張所、新規オープンのお知らせ 

夕張出張所が北海道夕張市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 夕張出張所 

所在地 ： 〒068-0536 北海道夕張市南清水沢４－１０５－６ 

電話番号 ： 0123-59-2411 

FAX番号 ： 0123-59-2412 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 03月 06日 

木古内出張所、新規オープンのお知らせ 

木古内出張所が北海道上磯郡に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 木古内出張所 



2006 年度ニュース一覧 

所在地 ： 〒049-0400 北海道上磯郡木古内町木古内２５３－３ 

電話番号 ： 01392-2-1511 

FAX番号 ： 01392-2-1611 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 03月 13日 

アクティオレンタカー東京センター、移転のお知らせ 

アクティオレンタカー東京センターが東京都江戸川区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 ： アクティオレンタカー東京センター 

所在地 ： 〒134-0081 東京都江戸川区北葛西２－１－１ 

電話番号 ： 03-5696-4100 

FAX番号 ： 03-5696-4101 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 03月 20日 

３月１９日の弊社に関する新聞報道の内容について 

３月１９、２０日に、弊社が保有車輌の不正登録の件で新聞報道されました。 

お客様、お取引先の皆様には大変なご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます。本件に関しましては、昨年大阪府警の

事情聴取の結果、弊社が受けました指導内容に沿い、自ら改善計画書を提出して粛々と是正作業中でございます。 

 

弊社と致しましては、今回の事態を真摯に受け止め、コンプライアンス最優先の取り組みに努めてまいりますので、引き

続きご支援の程お願い申し上げます。 

 

株式会社 アクティオ 

代表取締役 小沼光雄 
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2006年 03月 25日 

大分営業所、新規オープンのお知らせ 

大分営業所が大分県大分市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 大分営業所 

所在地 ： 〒870-0107 大分県大分市海原見休７７６－１ 

電話番号 ： 097-523-6610 

FAX番号 ： 097-523-6611 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 03月 27日 

佐野営業所、新規オープンのお知らせ 

佐野営業所が栃木県佐野市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 佐野営業所 

所在地 ： 〒327-0824 栃木県佐野市馬門町１８９５ 

電話番号 ： 0283-20-1220 

FAX番号 ： 0283-21-1333 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 04月 01日 

八幡営業所、新規オープンのお知らせ 

八幡営業所が福岡県北九州市八幡西区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 八幡営業所 

所在地 ： 〒807-0863 福岡県北九州市八幡西区大膳２－１０－２０ 

電話番号 ： 093-693-5055 
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FAX番号 ： 093-693-5056 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 04月 06日 

山口営業所、新規オープンのお知らせ 

山口営業所が山口県山口市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 山口営業所 

所在地 ： 〒754-0026 山口県山口市小郡栄町３－１ 

電話番号 ： 083-974-5242 

FAX番号 ： 083-973-3059 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 04月 10日 

甘木営業所、新規オープンのお知らせ 

甘木営業所が福岡県朝倉市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 甘木営業所 

所在地 ： 〒838-0024 福岡県朝倉市牛鶴１７６－１ 

電話番号 ： 0946-21-3860 

FAX番号 ： 0946-21-1921 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 04月 17日 

アクティオレンタカー仙台センター、新規オープンのお知らせ 
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アクティオレンタカー仙台センターが宮城県仙台市若林区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： アクティオレンタカー仙台センター 

所在地 ： 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字柳堀３５－１ ７－６Ｂ ５Ｌ・４Ｌ  

電話番号 ： 022-390-6685 

FAX番号 ： 022-390-6686 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 05月 01日 

三原営業所、新規オープンのお知らせ 

三原営業所が広島県三原市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ：  三原営業所 

所在地 ： 〒729-0474 広島県三原市沼田西町惣定為実９５２ 

電話番号 ： 0848-60-2200 

FAX番号 ：  0848-60-2244 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

2006年 05月 01日 

西条営業所、新規オープンのお知らせ 

西条営業所が広島県東広島市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 西条営業所 

所在地 ： 〒739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇長者山５４９－１４ 

電話番号 ： 082-422-4231 

FAX番号 ： 082-422-4280 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 
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2006年 05月 01日 

尾道営業所、新規オープンのお知らせ 

尾道営業所が広島県尾道市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 尾道営業所 

所在地 ： 〒729-0141 広島県尾道市高須町４８３６－１ 

電話番号 ： 0848-47-2160 

FAX番号 ：  0848-47-2162 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 05月 08日 

「アクティオ夢まつり 2006」第１弾が、開催されました 

創立 40周年記念「アクティオ夢まつり 2006」第１弾が、北海道旭川市の旭川大雪アリーナにて以下の日程で開催されま

した。 

会場 
北海道旭川市神楽４条７丁目１番５２号 

旭川大雪アリーナ 

開催日時 
１日目：２００６年５月１３日（土）９：００～１４：００ 

２日目：２００６年５月１４日（日）９：００～１３：３０ 

お問合せ  北海道支店：011-814-1411 

 

 

2006年 05月 15日 

「アクティオ夢まつり 2006」第２弾が、開催されました 

創立 40周年記念「アクティオ夢まつり 2006」第２弾が、長野県長野市のビッグハットにて以下の日程で開催されました。 

会場  
長野県長野市若里３丁目２２番２号 

ビッグハット 

開催日時  
１日目：２００６年５月２０日（土）９：００～１４：００ 

２日目：２００６年５月２１日（日）９：００～１３：３０ 

お問合せ  長野支店：026-273-5933 
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2006年 05月 22日 

「アクティオ夢まつり 2006」第３弾が、開催されました 

創立 40周年記念「アクティオ夢まつり 2006」第３弾が、福岡県久留米市の久留米百年公園にて以下の日程で開催されま

した。 

会場 
福岡県久留米市合川町２４３２－１ 

久留米百年公園 

開催日時  
１日目：２００６年５月２７日（土）９：００～１４：００ 

２日目：２００６年５月２８日（日）９：００～１３：３０ 

お問合せ 九州支店：092-434-3306 

 

 

2006年 05月 23日 

練馬営業所、新規オープンのお知らせ 

練馬営業所が東京都西東京市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 練馬営業所 

所在地 ： 〒202-0021 東京都西東京市東伏見 3-6-15 

電話番号 ： 042-451-8741 

FAX番号 ： 042-451-8743 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

2006年 05月 29日 

「アクティオ夢まつり 2006」第４弾が、開催されました 

創立 40周年記念「アクティオ夢まつり 2006」第４弾が、岩手県岩手郡滝沢村の岩手産業文化センターにて以下の日程で

開催されました。 

会場 
岩手県岩手郡滝沢村滝沢字砂込３８９－２０ 

岩手産業文化センター 

開催日時 
１日目：２００６年６月３日（土）９：００～１４：００ 

２日目：２００６年６月４日（日）９：００～１３：３０ 

お問合せ  岩手ブロック：019-641-2813 
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2006年 06月 05日 

小型機械・瀬戸内事業所、新規オープンのお知らせ 

小型機械・瀬戸内事業所が香川県坂出市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 小型機械・瀬戸内事業所 

所在地 ： 〒762-0053 香川県坂出市西大浜北３－４５－１ 

電話番号 ： 0877-59-1213 

FAX番号 ： 0877-59-1040 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 06月 05日 

「アクティオ夢まつり 2006」第５弾が、開催されました 

創立 40周年記念「アクティオ夢まつり 2006」第５弾が、愛知県名古屋市中村区のささしまライブ２４にて以下の日程で

開催されました。 

会場 
愛知県名古屋市中村区平池町ささしまライブ２４ 

ささしまライブ２４ 

開催日時 
１日目：２００６年６月１０日（土）９：００～１４：００ 

２日目：２００６年６月１１日（日）９：００～１３：３０ 

お問合せ  名古屋支店：052-369-2250 

 

2006年 06月 05日 

坂出出張所、新規オープンのお知らせ 

坂出出張所が香川県坂出市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 坂出営業所 

所在地 ： 〒762-0053 香川県坂出市西大浜北３－４５－１ 

電話番号 ： 0877-59-1181 

FAX番号 ： 0877-59-1040 

 

皆様のご来店をお待ちしております。
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2006年 06月 12日 

「アクティオ夢まつり 2006」第６弾が、開催されました 

創立 40周年記念「アクティオ夢まつり 2006」第６弾が、山梨県甲府市のアイメッセ山梨にて以下の日程で開催されまし

た。 

会場 
山梨県甲府市２１９２－９ 

アイメッセ山梨 

開催日時  ２００６年６月１８日（日）９：００～１５：００ 

お問合せ  山梨支店：055-266-5410 

 

 

2006年 06月 18日 

第六回大感謝祭が、大盛況で終了致しました 

山梨県甲府市のアイメッセ山梨にて第六回大感謝祭が、大盛況で終了致しました。ご来場戴きましたお客様はじめ関係者

の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

 

2006年 06月 19日 

「アクティオ夢まつり 2006」第７弾が、開催されました 

創立 40周年記念「アクティオ夢まつり 2006」第７弾が、福島県郡山市のビックパレットふくしまにて以下の日程で開催

されました。 

会場 
福島県郡山市安積町日出山字北千保１９－８ 

ビックパレットふくしま 

開催日時 
１日目：２００６年７月２８日（金）９：００～１４：００ 

２日目：２００６年７月２９日（土）９：００～１３：３０ 

お問合せ  福島ブロック：024-959-4006 

 

 

2006年 06月 28日 

西葛西店、新規オープンのお知らせ 

西葛西店が東京都江戸川区に新規オープン致しました！ 
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[店舗情報] 

店舗名 ： 西葛西店 

所在地 ： 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西６－１８－８  西葛西ユニオンビル１０４ 

電話番号 ： 03-5659-1411 

FAX番号 ： 03-5675-1540 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 06月 29日 

神戸東灘営業所、新規オープンのお知らせ 

神戸東灘営業所が兵庫県神戸市東灘区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 神戸東灘営業所 

所在地 ： 〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町８７番 

電話番号 ： 078-411-7191 

FAX番号 ： 078-411-7192 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

2006年 07月 01日 

グループ会社の「テクノ・イー」と「シンリョウ・テクノ」の合併のお知らせ 

株式会社シンテクノ 

平成１８年７月１日よりグループ会社の「テクノ・イー」と「シンリョウ・テクノ」が合併し新たに「シンテクノ」とな

りました。 

キュービクル・トランス及び分電盤等の電気機器、ロングスパンエレベータ・特殊コンクリートバケットのレンタル会社

です。 

＜詳しい情報はこちらへ＞ 

 

 

  

http://www.aktio.co.jp/company/group/
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2006年 07月 04日 

豊田営業所、新規オープンのお知らせ 

豊田営業所が愛知県豊田市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 豊田営業所 

所在地 ： 〒471-0052 愛知県豊田市逢妻町４－８０－１ 

電話番号 ： 0565-36-1201 

FAX番号 ： 0565-36-1202 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 07月 07日 

長岡東営業所、新規オープンのお知らせ 

長岡東営業所が新潟県長岡市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 長岡東営業所 

所在地 ： 〒940-1101 新潟県長岡市沢田３－１－６ 

電話番号 ： 0258-31-3140 

FAX番号 ： 0258-31-3141 

皆様のご来店をお待ちしております。 
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2006年 07月 17日 

「ＣＯＮＥＴ２００６ 建設機械と施工技術展示会」に出展しました 

開催期間：2006年 7月 13日～16日 

開催場所：千葉市・幕張メッセ 

 

この度はご多忙中にもかかわらず、「CONET2006」アクティオブースにご来場頂き、誠にありがとうございました。 

 

弊社ブースでは、今回の CONET2006のテーマである「環境・防災・安全」をキーワードとした商品・取り組みをご紹介

させて頂きました。 

おかげさまをもちまして 3,400人を超える方々にお越し頂き、大盛況のうちに終了致しました。 

 

今後ともコンサルティングのあるレンタル、レンサルティングを目指して参りますので、アクティオグループをよろしく

お願い致します。 

 

  

出展機種一覧 

機種名称 関連資料 

スーパーカルマー 画像（778KB）／画像（101KB） 

うね草とりまー 画像（882KB） 

烈風 画像（791KB） 

デルタクローラ PDF（2.15MB） 

電源車 PDF（6.62MB） 

スポットライトヒーター PDF（677KB） 

ミストクール PDF（391KB） 

ライブラリーネット PDF（655KB） 

オイルガ－ド（発電機等用防油堤） - 

ゼオエ－ス（油専用吸着材） - 

http://www.aktio.co.jp/index.php/download_file/-/view/1683/20060717karuma.jpg
http://www.aktio.co.jp/index.php/download_file/-/view/1727/20060717karuma2.jpg
http://www.aktio.co.jp/index.php/download_file/-/view/1685/20060717une.jpg
http://www.aktio.co.jp/index.php/download_file/-/view/1728/20060717reppu.jpg
http://www.aktio.co.jp/index.php/download_file/-/view/1729/20060717delta.pdf
http://www.aktio.co.jp/index.php/download_file/-/view/1730/20060717dengen.pdf
http://www.aktio.co.jp/index.php/download_file/-/view/1731/20060717heater.pdf
http://www.aktio.co.jp/index.php/download_file/-/view/1732/20060717mistcool.pdf
http://www.aktio.co.jp/index.php/download_file/-/view/1733/20060717library_net.pdf
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緊急油液処理 BOX - 

救急用応急処置 BOX - 

LEDス－パ－ガイド - 

おしぼりロボ - 

トトピカル - 

水中ポンプ - 

建設工事通門システム（指静脈システム） - 

粉じん飛散防止処理剤 アストリマ－ - 

エアシャワ－ SS-AS-8T(S)型 - 

アスベスト粉塵専用集塵機 - 

アスベスト粉塵専用掃除機 - 

トラック重量管理システム PDF（871KB）／PDF（1.99MB） 

セパレ－トフルスケ－ル - 

鉄筋探査システム PDF（644KB）／PDF（596KB） 

WEBカメラ PDF（39KB） 

 

 

 

2006年 07月 30日 

第七回大感謝祭が、大盛況で終了致しました 

福島県郡山市のビックパレットふくしまにて第七回大感謝祭が、大盛況で終了致しました。ご来場戴きましたお客様はじ

め関係者の皆様に厚く御礼申し上げま す。 

 

 

2006年 08月 08日 

宇和島営業所、新規オープンのお知らせ 

宇和島営業所が愛媛県宇和島市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 宇和島営業所 

所在地 ： 〒798-0020 愛媛県宇和島市高串３－７６１－２ 

電話番号 ： 0895-26-2060 

FAX番号 ： 0895-26-2080 

http://www.aktio.co.jp/index.php/download_file/-/view/1734/20060717scale1.pdf
http://www.aktio.co.jp/index.php/download_file/-/view/1735/20060717scale2.pdf
http://www.aktio.co.jp/index.php/download_file/-/view/1736/20060717tekkin1.pdf
http://www.aktio.co.jp/index.php/download_file/-/view/1737/20060717tekkin2.pdf
http://www.aktio.co.jp/index.php/download_file/-/view/1738/20060717webcam.pdf
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皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 08月 25日 

室蘭営業所、新規オープンのお知らせ 

室蘭営業所が北海道室蘭市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 室蘭営業所 

所在地 ： 〒050-0082 北海道室蘭市寿町１－１４－５ 

電話番号 ： 0143-45-1411 

FAX番号 ： 0143-45-1412 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 09月 11日 

紀北出張所、新規オープンのお知らせ 

紀北出張所が和歌山県橋本市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 紀北出張所 

所在地 ： 〒649-7207 和歌山県橋本市高野口町大野字西之島 ４０９－１ 

電話番号 ： 0736-44-2111 

FAX番号 ： 0736-44-2112 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 10月 10日 

沼田出張所、移転のお知らせ 
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沼田出張所が群馬県渋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 ：渋川営業所  

所在地 ： 〒377-0204 群馬県渋川市白井 2340 

電話番号 ： 0279-60-5522 

FAX番号 ： 0279-60-5523 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 11月 01日 

大田営業所、移転のお知らせ 

大田営業所が東京都大田区大森南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 ： 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。 

 

 

2006年 11月 10日 

飯塚営業所、新規オープンのお知らせ 

飯塚営業所が福岡県嘉穂郡桂川町に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 飯塚営業所 

所在地 ： 〒820-0607 福岡県嘉穂郡桂川町土師字柊木４９５５ 

電話番号 ： 0948-83-2332 

FAX番号 ： 0948-83-2333 
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皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 11月 14日 

相模原営業所、移転のお知らせ 

相模原営業所が神奈川県愛甲郡愛川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 ： 相模原営業所 

所在地 ： 〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津 4036-1 

電話番号 ： 046-284-2206 

FAX番号 ： 046-284-2207 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 11月 22日 

仙台南出張所、新規オープンのお知らせ 

仙台南出張所が宮城県仙台市若林区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 仙台南営業所 

所在地 ： 〒984-0844 宮城県仙台市若林区種次中野１９－１ 

電話番号 ： 022-289-5621 

FAX番号 ： 022-289-5623 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 12月 01日 

延岡営業所、新規オープンのお知らせ 
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延岡営業所が宮崎県延岡市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 延岡営業所 

所在地 ： 〒882-0073 宮崎県延岡市貝の畑町 2902 

電話番号 ： 0982-41-0035 

FAX番号 ： 0982-38-0175 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2006年 12月 18日 

東雲営業所、有明センター、移転のお知らせ 

東雲営業所と有明センターが東京都江東区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 ： 東雲営業所 

所在地 ： 〒136-0082 東京都江東区新木場３－４－１５ 

電話番号 ： 03-5534-3700 

FAX番号 ： 03-5534-3701 

 

店舗名 ： 有明センター 

所在地 ： 〒136-0082 東京都江東区新木場３－４－１５ 

電話番号 ： 03-5534-3600 

FAX番号 ： 03-5534-3601 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 


