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日本郵便株式会社の宅配ロッカー「はこぽす」で買取サービスが利用できる 

ハグオール「スマート買取 はこぽすType」を10/3より開始 

～「はこぽす」、初の荷物発送サービス～ 

 

株式会社ハグオール（本社：東京中央区、代表取締役：宮崎 洋平、以下「ハグオール」）は、日本郵便株

式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 横山 邦男）が首都圏・駅・商業施設等に設置している宅配ロッ

カー「はこぽす」を利用した、ロッカー型買取サービス「スマート買取 はこぽすType」を2016年10月3日（月）よ

りサービスを開始することをお知らせいたします。 

 

 

 
 

 

「はこぽす」は、通販、ECサイト等で購入した商品の荷物受取りサービスなどに利用されておりますが、この

たび開始する、ハグオールの「スマート買取 はこぽすType」は、「はこぽす」では初めての荷物発送メニューと

して、買取サービスの提供を開始いたします。 

 

「スマート買取 はこぽすType」は、ハグオールのホームページより利用申し込みを行います。申込み後、ダ

ンボールなどが同梱された買取キットが届くので、あとは、「はこぽす」に品物を預けるだけです。後日、査定

金額が登録したメール宛に通知されるので、査定結果を了承すれば、指定の口座に買取金額が振り込まれ

ます。査定結果に納得いかない場合は、無料で品物が返送されます。 

 

ロッカー型買取サービスは、ハグオールが2015年6月に業界で始めて、新しいカタチの完全無人化買取サ

ービスとして提供を開始し、現在では、首都圏の商業施設を中心に21箇所に設置されています。 

 

 



これまで、「モノ」を売る場合は、リユース店への持込みや宅配買取、オークションアプリなどを利用したサー

ビスが中心でした。しかし、店内での査定待ち時間や宅配業者を持つために在宅するのが億劫な人や、ネット

やアプリを利用した個人同士のオークションでは、見知らぬ人とのやり取りにちょっと不安を感じている、30代

～40代の女性を中心に多くの方に利用されています。 

 

 

【「スマート買取 はこぽすType」サービス概要】 

 

∇「スマート買取 はこぽすType」利用方法 

１． ハグオールのホームページで、「スマート買取 はこぽすType」をお申込ください。 

申込みページ：https://www.hugall.co.jp/kaitori/smart/  

２．無料の買取キットを、お申込み時にご登録いただいたご住所へお届けします。 

３．買取キットにに同梱している指定のダンボールにお品物を箱詰めし、梱包したダンボールを密封してくださ

い。買取キットに同封されている発送伝票を貼り、お申込み時に指定した「はこぽす」へお持ちください。 

４．「はこぽす」の液晶画面にある発送メニュー「スマート買

取 はこぽすType」をご選択いただき、指定の手順に沿

ってお品物を「はこぽす」へお預けください。 

５．お品物到着後、1 週間以内にメールにて査定金額をご

連絡いたします。 

５．査定結果をご承諾いただけましたら、3 営業日以内に

ご指定の口座へお振込みいたします。 

６．査定結果にご納得いただけない場合は、無料でご自宅

まで返送させていただきます。 

 

 

∇買取対象商品 

バッグ、腕時計、貴金属・アクセサリー、ブランドファッション、ブランド食器、電化製品、ブランド家具、美術品・

骨董品、スポーツ・アウトドア、ベビー・キッズ用品、ホビー・おもちゃ、楽器、ブランド文具など。 

※中古商品流通の都合上、一部、取り扱いのできない商品がございます。 

 

 

∇「はこぽす」設置箇所 

都道 

府県 
設置場所 住所 利用可能時間 

東京 

日本橋郵便局 東京都中央区日本橋 1-18-1 24 時間 

新宿郵便局 東京都新宿区西新宿 1-8-8 24 時間 

本郷郵便局 東京都文京区本郷 6-1-15 24 時間 

浅草郵便局 東京都台東区西浅草 1-1-1 24 時間  

向島郵便局 東京都墨田区東向島 2-32-25 平日   7:00～23:00 

https://www.hugall.co.jp/kaitori/smart/


土日祝  7:00～21:00  

深川郵便局 東京都江東区東陽 4-4-2 24 時間 

品川郵便局 東京都品川区東大井 5-23-34 24 時間  

蒲田郵便局 東京都大田区蒲田本町 1-2-8 24 時間  

世田谷郵便局 東京都世田谷区三軒茶屋 2-1-1 24 時間  

渋谷郵便局 東京都渋谷区渋谷 1-12-13 24 時間 

杉並郵便局 東京都杉並区成田東 4-38-14 24 時間 

豊島郵便局 東京都豊島区東池袋 3-18-1 24 時間 

板橋西台駅前郵便局  東京都板橋区高島平 9-3-14 24 時間 

石神井郵便局 東京都練馬区石神井台 3-3-7 24 時間 

南大沢駅前郵便局 東京都八王子市南大沢 2-23 24 時間 

八王子南郵便局 東京都八王子市みなみ野 1-6-7 

平日 24 時間 

土曜、祝日前 0:00～20:00 

日曜、祝日   7:00～24:00   

立川郵便局 東京都立川市曙町 2-14-3 

平日 24 時間 

土曜、祝日前 0:00～21:00 

日曜、祝日   7:00～24:00   

調布郵便局 東京都調布市八雲台 2-6-1 7:00～21:00 

一橋学園駅前郵便局 東京都小平市学園西町 2-28-29 24 時間 

東京 

JP ローソン東京中央局店 
東京都千代田区丸の内 2-7-2 

ＪＰタワー地下 1F 
7:00～23:00 

京王井の頭線東松原駅 
東京都世田谷区松原 5-2-6 

京王井の頭線東松原駅改札外 
6:00～24:00 

京王井の頭線明大前駅 
東京都世田谷区松原 2-45-1 

京王井の頭線明大前駅改札外京王観光横 
6:00～24:00 

京王井の頭線渋谷駅 
東京都渋谷区道玄坂 1-4-1 

京王井の頭線渋谷駅中央改札外（中 2 階） 
6:00～24:00 

京王井の頭線永福町駅 
東京都杉並区永福 2-60-31  

京王井の頭線永福町駅改札外 
6:00～24:00 

京王井の頭線高井戸駅 
東京都杉並区高井戸西 2-1-26  

京王井の頭線高井戸駅改札外京王リトナード高井戸 2 階 
6:00～24:00 

京王井の頭線吉祥寺駅 
東京都武蔵野市吉祥寺南町 2-1-3 

京王井の頭線吉祥寺駅改札外 
6:00～24:00 

西荻マイロード商店街 東京都杉並区西荻南 3-24-1 24 時間 

埼玉 JR 東日本東所沢駅 
埼玉県所沢市東所沢 5 丁目 

JR 東日本 東所沢駅 券売機反対側壁面 
24 時間 

千葉 

JR 東日本幕張駅 
千葉県千葉市花見川区幕張町 5 丁目 

北口 飲料自販機横 
初電～終電 

JR 東日本下総中山駅 
千葉県船橋市本中山 2 丁目 

北口 屋外 証明写真機横  
24 時間 

JR 東日本茂原駅 
千葉県茂原市町保 

改札口前コインロッカー横 
初電～終電 

愛知 複合施設 THANK 愛知県知立市西町西 4 24 時間 

 

 

■ハグオール企業概要  

２０１３年 ４月： ハグオールは、ＢＯＯＫＯＦＦを全国展開するブックオフコーポレーション株式会社の子会社 



として、設立。約２年にわたり、『コンシェルジュ型総合買取サービス』を、提携企業様から 

のお客様紹介を中心にサービス提供し、年間約 1 万人以上が利用している。 

２０１４年 ９月： 初の路面店として自由が丘に買取受付店舗をオープン。買取のご利用がはじめてのお客 

様にも気軽にリユースを体験していただける環境をつくる。 

２０１４年１０月： 日本橋三越と提携し買取業務を開始。 

２０１５年 ６月： 日本橋三越本店（新館８階）へ出店。 

２０１５年１０月： ららぽーと横浜と提携し、ロッカー型買取サービス『スマート買取 ショップ Type』を 

オープン。 

２０１６年 ３月： 銀座三越、５月東急百貨店本館に期間限定で「買取ご相談窓口」を出店。 

２０１６年： 日本郵便株式会社が展開する「はこぽす」へスマート買取のシステム導入開始予定。 

 

■企業詳細 

会社名：  株式会社ハグオール（hug all,Inc.） 

設立：  2013 年 4 月 

資本金：  1 億円（ブックオフコーポレーション株式会社 100%出資） 

所在地：  〒104-0054 東京都中央区勝どき 3-4-13 

代表者：  代表取締役 宮崎洋平 

事業内容： 中古物品に関する買い取りおよび販売 

 

 

<本件に関する報道関係者からのお問合せ先> 

株式会社ハグオール  広報担当 阿部／松島 

TEL：03-5144-8906 FAX:03-5144-8907 e-mail： info@hugall.co.jp 

又は 

ブックオフコーポレーション株式会社 経営企画部 広報グループ 小湊（こみなと） 

TEL：042-750-8588 FAX：042-769-2013 e-mail: ccinfo@bookoff.co.jp 

 


