
サンフェニックス㈱ 大黒ヤード
所在地：〒230-0054　神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭21

受付時間： 月～金　午前中　　8:30～11:30　午後 13:00～16:30

土　　　午前中　　8:30～11:30　午後 CLOSE

日曜・祝日　CLOSE

※時短営業実施中につき、上記時間と異なります。

※詳しくは担当営業までお願いいたします。

(お車でお越しの際) 
首都高速湾岸線　大黒ふ頭出口から車で5分

※大黒ふ頭出口を左折、二つ目の信号を左折、

   400m程度進んでいただき左手ゲートから入場して下さい。

   (注1:)  ①で受付後、搬入番号カードを必ず受け取って下さい。

*キャリアカーの場合：1キャリアに1枚

*自走の場合　　　　：1台につき1枚

*搬入番号カードを持っていないで列に並ばれた場合は、

  お手数ですが、①で番号カードを受け取り最後尾へ

  お並び下さい。

   (注2:)  右折での入場は禁止となります。

   

   (注3:)  ②で順次搬入受けを行います。

　　　 　搬入後は、①へ搬入番号カードをご返却下さい。

※ご不便をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

(電車・バスでお越しの際)
JR線・京急線 鶴見駅よりバスで30分 , 降車後徒歩15分

※横浜市営バス (17系統) 流通センター循環行き → C3バース下車
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①受付後、搬入カードを必ず受け取って下さい

②搬入カードの番号順

に車受けいたします。

こちら側からの搬入は出来ません。



 サンフェニックス大黒ヤード搬入に関して。  

トラブル防止の為、下記の対応をさせて頂きます。 

6月 7日月曜日より 

⚫ C3開門 8：00 

⚫ 8：３０より搬入開始になります。 

 

図の赤いラインで受付待ちをして下さい。反対車線、黄色いラインには並ばないで下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ヤード外のトラブルは弊社では責任はとれません。 

※搬入番号を貰った順に搬入を受付けます。 

※追越し等は禁止です。 

 

⚫ 受付後、搬入番号カードを必ず受取って下さい。 

➢ キャリアカー：１キャリアに 1枚。 

➢ PSカードをお持ちの方：必ず守衛小屋で、搬入番号カードを受取って下さい。 

➢ 自走: グループで搬入に来る際、1台につき、１枚必ず必要です。 

 

※搬入番号カードを持っていないで列に並ばれた場合、再度守衛小屋にて番号カードを取り

に行って最後尾に並んでください。 

 

≪搬入に関して≫ 

⚫ 受け場スペースの満車など、場合に因って、待ち時間が非常に長くなる場合があります。 

搬入受付は致しますので、必ず順番でお待ち下さい。 

 

⚫ グループで自走の方：搬入番号カード受取後、外出する際必ず１人以上ドライバーを残して下さ

い。不在の場合、再度最後尾に並んで下さい。 

※乗り捨て厳禁です。 

 

 

 

⚫ 搬入終了後、搬入番号カードは守衛小屋に戻してください。 

 

 

 

 

 



Sun Phoenix Daikoku Yard 

In order to prevent problems, we will take the following measures. 

From Monday, June 7th 

 

⚫ C3 gate opens at 8:00. 

⚫ Carry-in will start at 8:30. 

Please wait for the reception at the red line shown in the figure. 

Please do not line up in the opposite lane or yellow line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ We are not responsible for any trouble outside the yard. 

※ Please wait at the red line. 

※ It is prohibited to overtake. 

 

⚫ Please be sure to receive the carrying-in number card after the 

reception. 

➢ Carrier car: 1 card per carrier. 

➢ If you have a PS card, please pick up your number card at the guard 

house. 

➢ Self-propelled vehicles: One card is required for each vehicle when 

coming to the site with a group. 

➢  

※ If you stand in line without a number card, please go to the guard 

house to get a number card again and stand in line at the end of 

the line. 

≪About Carry-in≫ 

⚫ In some cases, such as when the parking space is full, the waiting 

time may be very long. 

Please be sure to wait in line. 

⚫ If you are driving by yourself in a group, please make sure to leave 

one driver with you when you go out after receiving the delivery 

number card.  

⚫ If the driver is not present, please line up at the end of the line 

again. 

※ Do not leave your car unattended. 

 

⚫ Please return the card to number card at the guard house.  


