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バッテリーとスキャンツールの意外な関係!?

オークネットグループの「顧客囲い込み強化・支援システム」

アウトソーシングで効率的にリピートアップ

お店のファン、増やします !
「常連さん」
リピートアップサービス

市場のパイが増えない時代、新規開拓も大切ですが、顧客管理を徹底して、お客さまを「逃がさない」ことがより重要です。

導入社数 300 社、管理顧客数 30 万人の実績！今すぐ資料をご請求下さい
・ハガキも電話もやっているつもりだったが、実際は徹底出来てなかった
・退職した営業が販売した顧客は、正直なところフォローできていない
・売りっぱなしで何もせず放置しており、顧客リストも整理できていない
・人を減らしてぎりぎりの人員でこなしているので、そこまで手が回らない

最新の顧 客 管 理
「事例集 」を無 料
進 呈いたします。

・ハガキは送っているが、電話は一部の仲のいい顧客にしかしていない
お気軽にお問い合わせ下さい。

0120-921-548

jrs@aucservice.co.jp

〒102-0075 東京都千代田区三番町 8-1 三番町東急ビル 5F

TEL 03-3512-6177

Website :

http://www.aucservice.co.jp/
FAX 03-3512-6178

オークサービス 常連さん

ベースシステム ユーザーリポート42

ワシントンモーターズ
株式会社
群馬県太田市

昭和 48 年 5月に開業し、今年で40 年に

る目的などを、しっかり聞いて販売すること

なるワシントンモーターズ株式会社（乾 英夫

が、結局はCS（顧客満足）にも繋がります

社長：群馬県太田市）
。同社がある太田市

し、弊社としても長いお付き合いができるお

は富士重工の生産工場があり、企業城下町

客さまになっていきます。
」

として自動車関連企業が主要道路沿いに連
なる。
「群馬県は自動車の保有台数が約 170
万台あり、1 世帯でも2 台ないし3 台、クルマ

ワシントンモーターズ株式会社
代表取締役
常務取締役

乾
乾

英夫氏（左）
大輔氏（右）

客満足）の先にあるものとして、CD、CEを目

しかし、私が創業した当時からモータリゼー

指しているという。CDのDはDelight（喜

ションで右肩上がりに保有が増えてきた時代

び）
、CEのEはEmotion（感動）である。

とは、環境は変化してきています。その中で

「お客さまは弊社を選んで、来店していた

勝ち残って行くためにはお客さま一人ひとり

だいた訳ですから、満足していただく事はも

を大事にして行くしかないと思います」と乾社

ちろんのこと、何か一つ感動していただく事

長は語る。

が出来れば、また弊社を選んでいただけると

そのため、同社では、きめ細かな接客とお
客さまごとの提案を心掛けているという。例

迎え、大盛況の楽しい催しとなった。

会社名： ワシントンモーターズ株式会社
代表者： 乾

英夫

さらにワシントンモーターズでは、CS（顧

を保有している家庭も多い自動車社会です。

法人顧客にはしっかりメンテナンス
を勧め、個人顧客には分かりやすく
親切に説明する

一昨年の社内コンサートはソプラノ歌手を

お客さま感謝の集い、コンサートを開催!!

思います。ですから、私どもは、何かお客さま
が喜んで頂ける企画はないかと考え、数年前
から社内コンサートを開催しています」
（乾社
長）
。昨年末に行われたコンサートにも同社
のロビーいっぱいに人が集まり大盛況であっ
たとの事だ。

えば、同社の顧客の65％（台数）を占める

「コンサート以外でもお客様感謝祭などを

法人客には、メンテナンスはしっかりする事

定期的に実施して、来店して頂く機会を増や

と、特に足回りの整備に力を入れている。ま

せればと思っています。やはり、この仕事はお

た、個人のお客さまに対しては、特に分かり

客さまとの繋がりが一番大事ですから、なる

やすく親切な説明を心掛けているという。
「や

べくお客さまと触れ合う機会を作って行きた

はり女性ユーザーはクルマの部品などの事は

いと思います」
（乾専務）
。

分かりませんし、ご年配の方でもご理解いた

ベースシステムが顧客満足をフォロー

本

社： 群馬県太田市新田小金井町 321 番 18

だけるように分かりやすく説明しています。も

電

話： 0276-57-5511

ちろん料金も明瞭に示すことで、お客さまも

そんな同社が、愛用するのがベースシステ

安心して車検や修理でもお任せいただけるよ

ムのMOTORJIMである。既に三世代目とな

うに配慮しています」
（乾常務）
。

る「Fゼロ」が、今は同社の大切な顧客管理

F A X： 0276-57-5500
U R L： www.washington-m.co.jp
社員数： 15 名
社長 専務 常務 整備 7 名 事務 2 名 営業 3 名

さらに販売の際にも乾常務は、
「今は、お

などのために日々 5 台のコンピュータで稼働

客さまも燃費や排気ガス低減といった環境

している。
「Fゼロ」は、ワシントンモーターズ

住

所： 群馬県太田市東本町 26-13

保護に役立つという理由で車選びをされてい

の顧客満足アップのため今後強力にバックア

電

話： 0276-55-4511

ます。こうしたお客さまの希望や車を購入す

ップしていく。

太田駅北口店（ワシントンスクェア）
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日本初の国際的なオートアフターマーケットの専門トレードショーとして
スタートした国際オートアフターマーケットEXPO（IAAE）。自動車補修部品
やリサイクルパーツ、アクセサリー・用品などを提案する場として、すっかり
定着した感がある。
今年も3月13日（水）〜 15日（金）の 3日間、東京ビッグサイトで開催
される。昨年に引き続き、今年は同時開催の展示会が 4 つを数える。本特
集では IAAE 出展企業の中でも注目の企業に絞って、出展内容を紹介する。
当日の会場回りの参考にしていただければ幸いである。

ブース No.

イトーパーツ株式会社

ブース No.

1261

株式会社松井製作所 ウラワ産業事業部 1313

イトーパーツ

株式会社松井製

は、昭和 32 年創業

作所

以 来、半 世 紀 に

事 業 部 は、好 評 の

亘って部品のリビ

4WD 用 カ ッ プ リ

ルト化の開発に力

ン グ と、リ ヤ デ フ

を 注 い で き た。軽

を 展 示 す る。こ れ

自動車から大型車

らの商品はセット

ま で、様 々 な 車 種

販 売 も し て お り、

ウラワ産業

に対応した商品をマーケットのニーズに答え、信頼性の

顧客の要求に応じ

ある高品質を目標にお客様へ供給努力を続けてきた。今

た販売形態が可能となっている。その他、注目の電動

回の展示会には、外装リビルトから機能リビルト部品ま

ラックでも、新たにホンダ車用の商品を展示する予定で

で出品する。

ある。また、ウラワ産業では Web サイトからの商品検索

» http://www.itoparts.co.jp

も可能で、ブース内ではその実演も行う。
ブース No.

NGP 日本自動車リサイクル事業協同組合 1273

オークネットグループ

ブース No.

（株式会社オークネット・株式会社オークサービス）

1211・1213

自動車販売の総合
支 援 サ ー ビ ス」を
テ ー マ に「仕 入・買
取」
・
「小 売」
・「顧 客
管 理」の 3 つ の 視 点
から自動車販売を支
援する新商品・サー

「エコひろば」登録工場募集中 !!

「エコひろば」はカーユーザーの様々なニーズに
お応えするサイトです。
登録に関するお問い合わせは、NGP 組合員までご連絡下さい

NGP 日本自動車リサイクル事業協同組合／株式会社 NGP
東京都港区高輪 3-25-33 長田ビル 2F TEL. 03-5475-1208 FAX. 03-5475-1209
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ビスを展示する。
全国規模のネットワークを活かし、ローコストで最適
な仕入・買取を支援する「オークネオステーションハイ
パー」
、小売を支援する「オークネット .jp」
、お客さまへ
の ア フ タ ー フ ォ ロ ー・入 庫 促 進 等、DM 作 成 か ら TEL
コールまで代行する「常連さん」等を展示予定。

ブース No.

オートテックバンブー

2314

株式会社カーセブンディベロプメント

（財）長 野 県 企 業 セ ン

ブース No.

1315

①

ター技術認定審査 1 位を
受賞した、これまでにな
い新しい化学的な内外装

↑車検証

▼

↑QR コードリーダー画面

補修技術を展示するオー
ト テ ッ ク バ ン ブ ー。新
車・中古車も含め愛車の
長期保有化が続く図式となっている、正に「カーケア元
年！」という今年にピッタリな内外装補修技術は、複雑
な曲線で構成されるシートや落ちにくい酸化固形物など
のウロコが付いたガラスも、独自開発した溶剤によって
簡単に短時間で補修可能。これらの技術を、主事業以外
の利益の「もう一つの柱となる新規事業」として展示。
ブース No.

ジャパンリビルト株式会社

1283

←QR 情報読取り！

自動車の買取・下取に伴う査定時に、スマートフォンやタブ
レット端末を使い、簡単に迅速で正確な価格を算出し、自社の価
格算出者に送信できる「インスマートシステム」を展示。また、
自動で瞬時に価格算出する、クイックプライシング機能も搭載
し、査定業務に不慣れな人でも、利用可能。さらに登録した車両
情報は自社内で共有されるだけでなく、新たな流通手段の買取
保証マーケットへの出品が可能に。この流通経路を活用する事
で、様々な自動車関連業者へ中古車売買の事業を展開していく。
ブース No.

信越電装株式会社

1312

ジャパンリビル

信越電装株式会社

ト株式会社は大阪

はダイナモ並びにセ

にある老舗リビル

ルモーターの展示を

ダーだ。エンジンか

予定している。創業

ら電装品、社外新品

56 年 の リ ビ ル ト 部

まで手掛け、今回は

品製造経験と、年間

ビスカスカップリ

26 万 5 千 台 の 製 造

ングや触媒など人気の高い商品の展示の予定。そしてリ

実績による信越電装独自の技術が、高品質と低価格を実

ビルトと言えばシビアコンディションでの耐久度が求め

現している。業界最高峰の保証期間「2 年 4 万キロ」
（一

られるため、テスターの精度も重要視される。同社の高

部商品除く）と 19 時までの受付日曜営業など、顧客視点

品質かつ高性能のリビルト品の裏付けともいえる設備機

での対応も好評を得ている。国産車はもちろんのこと、

器も展示する予定となっており、商品に対するこだわり

大型車、外車に至るまで豊富な在庫で電装業界のリビル

のテストの部分も見せていく。

トを牽引している。

パーマンコーポレーション株式会社

ブース No.

2291

株式会社ヤナセオートシステムズ

ブース No.

1214

トラック用の機械工具や用

同社は、株式会社ヤナセ 100％

品の通信販売でおなじみの

出資の関係会社であり、板金・塗

パーマンコーポレーション

装事業、輸入車パーツ＆アクセサ

は、新 製 品 の ポ ー タ ブ ル・

リー販売事業、リサイクル事業を

バ ッ テ リ ー・チ ャ ー ジ ャ ー

主力事業として、
「車とともに、あ

「KC-4」をメイン展示。

なたとともに」をモットーに、自

本 製 品 は バ イ ク か ら

動車に関わる全ての皆様へ安心で

1,000CC ク ラ ス の 乗 用 車 ま

快適なカーライフをサポートし、

でと幅広い車種の充電が可能

車に乗る楽しみをお届けする。今回の出展では、ボッ

な上、バッテリーの対応も開放型鉛蓄電池（WET）、メン

シュ社製システムテスター「ＫＴＳシリーズ」や高性能

テ ナ ン ス フ リ ー タ イ プ（MF）
、ド ラ イ タ イ プ（AGM・

スポットカッター、リビルトユニットの実演、各種サー

GEL）と幅広い。交換時にはシガーライタープラグから

ビスの紹介を行う。

バックアップ電源を供給し、メモリー消失を防ぐ。

» http://yanase-autosystems.co.jp
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故障診断の革命的コストパフォーマー

ユーザーリポート ①

入門機としては十分過ぎる !
有限会社ケンタモータース（川崎市幸区）

菅原自動車鈑金内で営業している

ツールでできないことが Bのスキャンツ

を作成するのにはうってつけですね」と、

ールでできる、その逆も然りなどの一

ベテランなりの用途はあるという。

長一短があって、結果的に複数台のス
キャンツールを導入しています」と石井
社長。
高級機に慣れているからこそ
逆に手軽に使えるのが魅力

石井宏和社長

ベテランの
スキャンツールユーザー

逆に入門機として見てみたらどうなの
か石井社長に聞いてみたところ、
「導入
費用は 36,750 円（本 体＋3 社 分のソ

このようにスキャンツールに造詣が深

フト）からですが、この値段でここまで

い石井社長はスマートダイアグにも早く

使えれば十分だと思います。高級機で

から注目していた。導入した今、どのよ

も対応できない、作業サポートも入っ

うな印象なのだろうか？

ていますので、むしろ入門機としては十

「多機能の高級機種は確かに魅力的

分過ぎるといってもいいぐらいだと思い

有限会社ケンタモータースは車検・

ですが、それに見合うだけの気合いを

ます」と、導入を考えているスキャンツ

整備外注先として㈲菅原自動車鈑金の

入れて診断に臨まないといけないような

ール初心者にとって心強い一言をいた

敷地内で二人三脚の関係にある。石井

感じがするんです。また専用 BOXから

だいた。

宏和社長は早くからスキャンツールの必

取り出して車両に接続するのが煩わし

要性を感じていたため、その使用経験

いと感じる時もあります。

は既に10 年以上になるという。

06

入門機としては十分過ぎる
それでいて安い！

その点、スマートダイアグはコンパク

「ちょうど、外車の整備が難しくなっ

トで即接続、起動が早いといった手軽

てきたのに合わせてスキャンツールを導

さがあります。車検及び故障などで入

入しました。それぞれに、Aのスキャン

庫した車両の初見データ取り・診断表
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▲ その場で接続するも正常なことを確認
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横浜商工株式会社

page
page

※税務質問箱は 1 回お休みし、次号から再開します
■ 製品関連他

29 読者プレゼント「いつ応募するか？ 今でしょ」

page

30 注目の商品

page

有限会社松江自動車用品商会

[ その他関連事業者 ]

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
有限会社植原自動車商会
株式会社エコアール
株式会社オートパーツ幸城
株式会社小野商店
株式会社カーセブンディベロプメント
株式会社カーベル
株式会社川島商会
株式会社城平パーツ商会
株式会社辻商会

関連記事を WEB で閲覧できます。
（ >> www.seibikai.co.jp ）Web 版は全て無料

東海自動車工業株式会社
株式会社福島リパーツ
ベースシステム株式会社
有限会社和気商店

整備 業 界

トピックス

■大

会

アドバンスクラブが

2013 年 1 月 23 日／三井住友海上

千葉研修所

第 4 回優秀フロントエキシビション大会を開催
石川 智洋 さん

本政樹会長）は、去る 1 月 23 日、
三井住友海上の千葉研修所におい

の各ブロックから推薦を受けた 12
名の整備工場フロント担当者が、フ

ている。また、そのノウハウを全国

吉川 智 さん

を図ることを目的に隔年で開催され
のアドバンスクラブ各支部に伝達す

るのではなく、出場者の個性、持ち

吉野 信 さん

ない。また、会員に模範演技を見せ

東京ブロック代表

本大会はコンテスト形式を取ってい

竹井 裕美 さん

「エキシビション」とあるように、

東北ブロック代表

る役割も担っている。

関東・甲信越ブロック代表

磨することで、さらなるレベルアップ

藤村 浩人 さん

形式で披露し合い、互いに切磋琢

関西ブロック代表

ロントのノウハウをロールプレイング

畑野 和宏 さん

本大会は、全国アドバンスクラブ

北陸ブロック代表

催した。

金子 英樹 さん

フロントエキシビション大会」を開

関東・甲信越ブロック代表

て、「第 4 回アドバンスクラブ優秀

千葉・埼玉ブロック代表

場組織であるアドバンスクラブ（塚

岡崎 芳美 さん

（柄澤康喜社長）の支援する整備工

中国ブロック代表

三井住友海上火災保険株式会社

味の発露を促し、それによって会員

ン形式を取っている。

田中 勇次 さん

たいという考えから、エキシビショ

中部ブロック代表

という発見の機会を提供する場にし

藤岡 和志 さん

応対ができるフロントになりたい」

四国ブロック代表

フロント担当者が「自分はこういう

参加者に与えられた場面設定は、
対象となる車両も、お客さま役の年

思わせるような本物さながらの演技

鈴木 豊彦 さん

取って再現しているのではないかと
ばかりであった。
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その他のトピックスは→P27

神奈川・静岡ブロック代表

開されているであろう商 談を切り

服部 久美子 さん

いずれも今、どこかの整備工場で展

九州ブロック代表

齢や性別、相談内容もバラバラだが、

せ
おまか

社会保険労務士

内海正人の

労務相談室

内海正人

日本中央社会保険労務士事務所
株式会社 日本中央会計事務所

代表
取締役

労務のご相談は▶www.roumu55.com

主な著書
“結果を出している” 上司が密かにやっていること

◆

（2012 年／ KK ベストセラーズ）

管理職になる人がしっておくべきこと
(2012 年／講談社 +α文庫）

上司のやってはいけない！

（2011 年／クロスメディア・パブリッシング）

今すぐ売上・利益を上げる、上手な人の採り方・辞めさせ方！

（2010 年／クロスメディア・パブリッシング）

労

休職中の社員が復帰する時……

務

うつ病で休職、復職を繰り返している社員が「復職可能」の診断書を持ってきた。今ま
での経緯を考えると、また休職するのでは ?

という疑いが強く、判断を迷っている。こ

の場合、復職させなければならないか ?
うつ病は心の病です。心の病は外見から判断できないので、医師の診断書がポイントと
なります。しかし、診断書がすべてではありません。なぜならば、医師の診断書は復職を
判断する「1 つの材料」にしか過ぎないからです。
もちろん、医師の診断書は「尊重は」されます。しかし、医師は担当業務など、具体的
な仕事は分かりません。これが分かるのは会社だけです。ですから、診断書で「復職可能」
となっていても、業務によっては、会社が「復職は無理」と判断することも可能なのです。
もちろん、医師が「復職可能」とした判断を否定する以上は、それなりの理由が必要と
なります。
➡Web に詳細な解説を掲載しております。

労

社員が裁判員に選ばれたら ?

務

他人事と思っていたが、当社の社員が裁判員に選ばれた。当然のことながら仕事を休ま
せないといけないが、どういった扱いをすればいいのだろうか？
この制度に関しては、よくご質問をいただくのですが、裁判員の候補になり、裁判所に
呼ばれたら、会社は休暇を与えなければなりません。ちなみに、最終的には裁判員に選ば
れなくても、裁判員の候補の段階でも裁判所に呼ばれます。
ただし、「70 歳以上」「重い病気、怪我の人」「育児、出産、介護等で参加が難しい人」
などは候補を辞退することができます。
ちなみに、
「仕事が忙しい」「知識に自信がない」「他人を裁くなんて、自分にはできない」
という理由では辞退できません。
ここで注意すべきことは、仕事が忙しいため、連絡しないで無視した場合です。
➡Web に詳細な解説を掲載しております。

解説の詳細は Web で（閲覧無料）
http://www.seibikai.co.jp/

せいび広報社

Click
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自動車関連行政情報
administration information of Automobile related

中古自動車の買取等の適正化に向けた方策について
経 済 産 業省

官民学でルール作り
経済産業省は、中古自動車の買取

（４）査定業者仲介サイトを利用した

〈２〉中古自動車買取業界において、

場合に買取業者から買取の勧誘

買取に要する実費（名義変更の手続

を受けてしまう

費用など）を大幅に超える解約料の

などに関するトラブルが増加傾向にあ

このような状況を踏まえ、経済産業

請求を禁止すること及び勧誘時から消

ることを背景に 中古自動車の買取を

省は、中古自動車の買取を行う事業

費者に対して買取に要する実費の目安

行う事業者や、査定を行う事業者を

者や査定業者を仲介するサイトを運営

を提示すること。

仲介するサービスを行う事業者が、

する事業者が消費者の信頼を向上さ

〈３〉査定業者を仲介するサイト上で

消費者の信頼を向上させつつ業界の

せつつ業界の健全な発展を図るため

の消費者が買取の勧誘を承諾するか

健全な発展を図るために実施すべき

に実施すべき方策の在り方について、

どうかの判断を慎重にする仕組みづく

方策の在り方について、昨年 12月か

昨年１２月から、学識経験者、弁護士、

り等の具体的な対策。

ら学識経験者、弁護士、消費者関係

消費者関係機関、業界団体等を交え

〈４〉業界の消費者相談窓口への消費

機関、業界団体等を交えた研究会で

た研究会（中古自動車の買取等の適

者生活相談に係る専門的な知識・経

議論を行ってきた。このたび、検討結

正化に関する研究会）で議論を行っ

験を有する者の活用等。

果をとりまとめた。

てきた。

〈５〉消費者からの信頼向上のための

その結果を踏まえ、検討結果を中

措置の効果的な実施のための関係者

古自動車の買取等の適正化に関する

間での連絡、検討を行う仕組みづくり

近年、中古自動車の買取等に関す

研究会の提言として、今回、中古自

と定期的な報告等のフォローアップ。

る消費者トラブルが増加傾向にあり、

動車の買取等の適正化に向けた方策

独立行政法人国民生活センターによ

の在り方の取りまとめを行った。

１．経緯

ると、次のようなトラブルが発生して
いる。
（１）高額な解約料の請求
（２）買取業者側の一方的な事由によ
り解約を認めない
（３）一旦契約した買取額を契約締結
後に減額したりする
10
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２．今回の提言の内容

中古車に関しては、特定商取引法
の一部改正の中で、特定品目の指定
に注目が集まっていた。その中で、経

〈１〉中古自動車買取業界において、

済産業省と業界団体と学識者を含め、

取引条件を明確にするためのモデルと

この研究機関で検討を続け、この度と

なる契約約款を策定することや不誠実

りまとめと指針を示すこととなった。

な値下げの禁止等に係る業界の行動

ちなみに二輪車は特定商取引法改正

基準を策定すること及び的確な実施。

の指定商品となっている。

今月の

有償運送許可情報

Onerous transportation permission information of the mounth

フェリーを使った搬送は
認められる？
離島は最寄りか？

県側であれば支障ありません」と
のことだった。

A47. （前 略）一 方、貨 物 自 動 車
運送事業又は第一貨物自動車利用

今回も研修会場で実際に上がっ

その根拠として「貨物利用運送

運送事業の一環として貨物の運送

た質問を紹介しよう。それは長崎

事業についての Q&A」という公式

を引き受ける場合で、船会社と運

での質問で、
「島原半島から対岸の

資料の中にこのような項目がある。

送に関する契約を締結せず、旅客

離島までフェリーが出ているが、 （http://www.mlit.go.jp/common/

定期航路に就航する船舶（＝フェ

その島は熊本県に属している。熊

000110450.pdf）

リー※編集部注）を利用し、貨物運送サ

本県からは橋で地続きなので、熊

Q47. トラック事業者がロール

ービスを提供する場合には、内航

オン・ロールオフ船を利用する場

貨物利用運送事業に該当しません。

故障車を運ぶことは問題ないだろ

合は、利用運送の許可が必要だが、

つまりフェリーを使っての搬送

うが、長崎県の事業者が運ぶこと

フェリー利用は不必要と聞いたが、 は運送事業行為に当たらないとい

は可能だろうか？」というもの。

同じ海上輸送なのに違うのはなぜ

うことで、有償運送許可が認めら

たしかに、最寄りであれば県境

か（旅客フェリーにより自動車ご

れるという訳だ。

からの搬送も OK であることを考

と運送する場合は、内航の貨物利

えると、フェリーを使って最短距

用運送事業に該当するか）？

本県の事業者がそこから事故車・

離で運ぶしか認められないだろう。
地続きとはいえ、橋伝いに来てし
まっては、隣県の真ん中を堂々と
搬送することになるので、有償運
◀ 島原の乱以来の衝撃か

送許可の趣旨に反してしまう。

フェリーによる搬送は OK
非常に判断に苦しむ質問であっ
たが、国土交通省の回答としては、
「最寄りの整備工場等が熊本県側で
はなく、フェリーを利用した長崎

!?
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故障診断はスキャンツールを繋ぎさえ

バッテリー
とスキャンツール
の
意外な関係 !?

3 号連続で行ってきた診断整備特集だが、今回は締めくくりとしてバッテリー
トラブルと関係ないようでいて、実は関係が深いスキャンツールについて、2つ
の事例を紹介する。1つは直接関係する事例、もう一方は故障診断の効果的な
進め方の事例として見ていただきたい。

すればいいと過信するのでなく、読み取
った情報を元に、さらに故障原因を追求
するためのテスターの活用方法や知識
を動員することができて初めて、プロの
故障診断と言えるのだ。

「スキャンツール活用事業場」
認定制度
ここで認定制度に触れておく。スキャ
ンツールを有効に活用している事業場を
認定することにより、自動車の電子制御
装置の機能診断が実施できる事業場で
あることをユーザーにアピールするもの。
認定に関する研修は、基本研修と応
用研修の2 段階で、
「基本研修」はスキ
ャンツールの操作・活用が一般的に行

事例① バッテリーの浪費!?
電動ファンのアクチュエータテストを
行った。電動ファンがしっかり回ること
を確認したので止めようとしたところ、

テリーチャージャーなどの安定電源を用

える技術の習得を目標に平成 24 年度か

意した上で、スキャンツールを接続して

ら既に開始している。

の診断に入るとよいだろう。

事例② 特定できない故障原因

また、
「応用研修」はスキャンツール
を使用し、新技術に対応した高度な診
断・整備技術の習得を目標に平成 25
年度からの実施を予定している。

スイッチをオフにしても止まらず、スキャ

トランスミッションが固定したままで

ンツールの故障かと思われたが、10 数

変速できないクルマで故障診断。エラー

分後にようやく止まった。

コードは検出されるものの、試運転後、

の実施を予定しており、認定を受けるた

このケースは、満充電でないバッテリ

リセットしても再びエラーコードが検出

めには下記の（1）〜（3）の要件を全て

ーのまま、スキャンツールを繋いで診断

され、ミッション自体の故障箇所はどう

充足していることが必要である。

をしていたことによるもの。スキャンツー

しても分からなかった。

ルを繋ぎ、イグニッションをONにして

このケースは、
①と同じくバッテリーの

（エンジンは動いていない状態で）診断

パワーが落ちていたために、トランスミ

を開始した時に、スキャンツールが繋が

ッションまでうまく電気が流れず、変速

っていることやアクチュエータテストで電

しなかったことが原因である。

事業場の認定は、平成 25 年度から

（1）スキャンツール応用研修修了者又
は一級自動車整備士が 1 人以上勤務し
ていること。
（2）スキャンツールを保有しているこ
と。ただし、J - OBD Ⅱ対 応、DTC（ダ

動ファンを回していたことで、バッテリー

電源であるバッテリーに異常がある

イアグノスティックトラブルコード）読み

内の電力を消費し、エンジンが動いてい

状態で故障診断を行っても、今回のよう

取り・消去、作業サポート、データモニ

ないがために充電されることがなく、つ

に大量にエラーコードが出てしまい、か

タ、フリーズフレームデータ、アクティブ

いにはスキャンツールからの信号を受け

えって原因究明が難しくなってしまった

テストの機能を有するもの。

ても電力不足で動かなくなるほど、バッ

という訳だ。

（3）FAINES に加入していること。

テリーの電力が低下しまったのである。

試運転はできたということで、クルマ

認定事業場は、
「コンピュータ・シス

昨今普及しているハイブリッド車やア

が動けば、バッテリーは問題なく作動し

テム診断認定店」の名称が入った卓上

イドリングストップ制御車は満充電にな

ていると多くの整備士は考えがちなので

盾を購入する必要がある（看板や幟旗

らないうちに自動的にエンジンが切れて

仕方のない部分もある。今回のケースで

も用意する予定）。

しまうことがほとんどなので、今回のケ

は、スキャンツールだけでは原因を突き

また、診断等を実施した場合、顧客

ースは特に起こりやすい。

止められなかったが、バッテリーテスタ

に対し診断結果について説明し、かつ可

ーで電気の流れが正常かどうかを診断

能な限り診断結果の印刷物を提供する

していれば特定できた可能性はある。

ことが求められる。

対策としては、バッテリーが満充電か
どうかを確認し、満充電でなければバッ
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スキャンツール

株式会社スマートダイアグ

コストパフォーマンス抜群の普及型スキャンツール

SMART DIAG
株式会社スマートダイアグ
03-6457-1040
http://smartdiag.jp

「スマートダイアグ」最大の特徴と言っていいのが、圧倒

対応可能メーカーは国産車 8 社、国産トラック4 社、輸

的な低価格。最低導入コストは36,750 円（税込）から。 入車 9 社の合計 21 社。故障コードの読取・消去ではエ
その秘密は必要な診断ソフト（メーカー）だけを導入する

ンジンを始めとする各システムへ対応している（エンジン

ことが可能なこと。初期導入時は3 社もしくは8 社のメー

のライブデータを確認できるソフトはオプション）
。

カー対応ソフトを好きな組み合わせで導入できる。

作業サポートでは、需要の多いDPF 強制再生に対応。

本 体 5,250 円（税 込）に、3 社パック（31,500 円（税

ECUリセットやDPFの状態を表示する機能も搭載してお

込）
）か8 社パック（57,750 円（税込）
）を足したものが

り、データモニタソフトと併用することで、DPFが詰まった

初期導入コストとなる。以後、1メーカーのソフトを追加

場合の作業をサポート。

するごとに10,500 円（税込）が加算される。

本誌、6ページのユーザーレポートも参照されたし。

コードリーダー＆スキャンツール

株式会社日立オートパーツ&サービス

スタンドアロン、WithPC 2WAY 診断

ダイアグチェッカー HCK-DMZ
株式会社日立オートパーツ&サービス
http://www.hitachi-autoparts.co.jp/

多様化する診断シーンに応えた2WAY 診断ツール。現
場でのニーズに合わせて、単体（＝スタンドアロン）でコー
ドリーダーとしても使える他、パソコンと連携させてより詳

グローバルOBDⅡにのみ対応）
、レディネスコード読み取
り、フリーズフレームデータ読み取りが可能。
また、一般的にはオプションとなりがちなプリンターも、

細な診断を行うこともできる。国内乗用車8メーカー、国

本製品では搭載しており、エンジンシステム診断機能と合わ

内トラック3メーカー、グローバルOBDⅡにも対応。

せた診断シートの出力で顧客への提案にも説得力が増す。

コードリーダーとしても優秀で、故障コードの読み取り

さらに、パソコンと連携させて使う場合、USB接続し、

／消去はもちろん、作業サポート（国産車のみ）
、エンジン

別売の診断アプリケーションソフトを使うことで、単体では

システム診断、診断シートの作成／印刷（プリンター搭

できなかった国産車の（リアルタイムでのグラフ表示も可

載）
、データロガー、データモニタ（スタンドアロンの場合

能な）データモニタ、アクティブテストが可能になる。
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コードリーダー

ワーズインク株式会社

ライブデータ表示が可能で高速動作

コードリーダー FE 3250jpa
ワーズインク株式会社
03-5738-0510
http://jobd.jp

高級タイプの診断機のように機能満載気味なのが、昨

部のセンサからECUに送られる信号をリアルタイムに数

今のコードリーダー。それに対し、
「コードリーダーは日々

値あるいはグラフとして表示）が可能であること。同社の

必要な機能だけを搭載すべき」
、
「コードリーダーの役目は

栗田純 一 専 務 取 締 役曰く、
「ライブデ ータに関しては

入庫時にメインの高級タイプの診断機を使う必要がある

JOBD、OBDⅡだけでなく、トヨタ・日産・ダイハツ・ス

かどうかの判断をすることにある」と謳っているのがワーズ

ズキの独規格に対応するコードリーダー型スキャンツール

インク。今回、最新版の「3250jpa」が登場した。

は他に存在しない- 現時点では-」とのこと。

あらゆる故障コードに対応。読取に15 秒、消去に5 秒

他にも、操作性や耐久性の高いゴムボタンの採用、コネ
クタのカプラの切り欠きにもこだわり、差し込みやすく抜

と、高級機による本格診断前のプレ診断にも最適。
中でも一番の特徴はライブデータの表示（エンジン各

きやすい形状にするなど、細かい現場のニーズにも配慮。

適時適品。しっかりお届けします。
自動車ユーザーは、
いつも整備工場からの提案、
アドバイスを求めています。
リサイクル・パーツも同じ…
部品種、品質、価格、保証など丁寧にお知らせする…
それだけでリサイクル・パーツの利用頻度が上がります。
全国からのお問い合わせご注文をお受けいたします
北海道・旭川
福島・郡山
埼玉・さいたま
埼玉・吉川
埼玉・越谷
東京・大田
東京・西多摩
東京・武蔵村山
東京・あきる野

株式会社 辻商会
株式会社 福島リパーツ
越谷フェンダー株式会社
株式会社 アーネスト
有限会社BRE関東
株式会社 ユピック
有限会社 オートパーツ片岡
株式会社 クラウン
有限会社 貝塚商会

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

0166-47-2771
024-946-1180
048-758-1151
0120-57-3535
048-978-2833
0120-32-0431
042-556-2735
042-560-7051
042-558-4673

千葉・柏市
石川・金沢
岐阜・養老
兵庫・三田
岡山・赤磐
鳥取・米子
香川・高松
宮崎・宮崎

株式会社原田ボディー
株式会社 金沢ヨコイ部品
有限会社 カーパーツコンドウ
有限会社 オートパーツ光伸
株式会社三晃
株式会社 テクニカルクリーン
有限会社 植原自動車商会
株式会社 久保田オートパーツ

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

04-7192-0023
076-239-4510
0584-36-0022
079-568-3066
086-957-3016
0859-27-3399
087-885-2388
0985-62-3939

J・P・A日本パーツ協会
埼玉県さいたま市岩槻区加倉7598-1

TEL 048
（758）
1151

FAX 048
（758）
1154
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提案型点検整備事例紹介

整備専業工場の部品販売術

（スパークプラグ編）

「スパークプラグ」は消耗部品である。もちろん、プラグの性能は日々進化
している。しかし同時にエンジンの高性能化も進み、その分負担は大きくなっ
ている。しかもエンジンの燃焼室内は高温かつ高圧という状況下で機能するた
め、ほんの些細な不調や劣化がエンジンコンディションに影響を及ぼす。例え
ば火花ギャップが広すぎると要求電圧が高まるため、加速時などの失火の原
因となる。メカニックの皆さんにとっては、“釈迦に説法” で当然の話と思うだ
ろうが、こうした仕組みを一般ユーザーは知らない。
そこで、今回はスパークプラグの点検交換を推奨し、どの車のエンジンでも
高いレベルでのパフォーマンスを維持してもらうために提案型整備の「実践
編」として、スパークプラグの交換の成功事例を紹介する。

エンジン性能の維持にはプラグの働きが命

大きくなり、その分エンジン（スパーク

ラグの交換チャンスを取り逃がしている

プラグ）への負担が大きくなっているの

のである。しかし、その一方で毎年プラ

だ。しかし、エンジンルーム内が複雑

グの交換需要が 5%も増えているという

まず、最近のスパークプラグ事情を

化したことで、スパークプラグなどの消

工場があった。そこでは、やはり「提

見てみると、新車には軽自動車であって

耗品は取り外しが困難となり、立会い

案型営業」を展開している。「プラグに

も長寿命プラグの標準装備が増えてい

車検などの “短時間車検” では定期交

関しては、長寿命のモノが増えたため、

る。また環境保全の側面から増加傾向

換部品であるスパークプラグの交換でさ

保証期間が延び、逆にメンテナンスフリ

にあるISS 車（アイドリングストップシス

え、後回しにされるケースが増えている。

ーだと勘違いしている人も増えていま

最近のスパークプラグ事情と整備
工場における予防整備交換率 !!

テムを搭載した車）などは、停車時に
その都度エンジンが OFFになるため、
碍子に付着したカーボンを焼き切るセル

プラグの定期点検では整備工場か

らのアプローチで交換率が変わる!

す。しかし、一方でエンジンなどは高性
能化が進み、その分スパークプラグな
どの周辺部品にかなり負担が掛っていま

フクリーニングをし難い事から、スパー

実際に今回、20 社程度の整備工場

す。一般プラグの場合、車検サイクルで

クプラグに掛かる負担はかなり大きい。

に「スパークプラグの交換需要」につ

は、かなり消耗が進んでいるものもあり

また、軽自動車も平成 10 年の規格

いて 尋 ね たところ、約 8 割 の 工 場 が

ます。また、イリジウムプラグや白金プ

基準変更（道路運送車両法施行規則

「以前よりは、10％〜15％減ってきた」

ラグでも、その性能を十分に発揮させ

改正：省令第 53 号）により、車体が

と回答している。整備工場は正直、プ

るためには、寿命よりも前に定期的な

18
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整備専業工場の部品販売術（スパークプラグ編）
提案型点検整備事例紹介

点検とメンテナンス（交換）が必要で
点検とメンテナンス（交換）が必要で
環境性能も高く、高性能でリーズナブルな高付加価値プラグ

す。ドライバーが運転していて、実際に
す。ドライバーが運転していて、実際に
不具合を感じるようでは、本当の意味
不具合を感じるようでは、本当の意味

でのプロの整備ではありませんからね。
でのプロの整備ではありませんからね。
しかし、予防整備の場合、不調を認識
しかし、予防整備の場合、不調を認識

デンソー

Two Tops

していないドライバーにプラグの交換を
していないドライバーにプラグの交換を

整備専業工場では、スパークプラグの

勧める訳ですから、“きちんとした説明”
勧める訳ですから、“きちんとした説明”

在庫ストックを何種類くらい用意している

と “プロならではの提案”
と “プロならではの提案”
が必要不可
が必要不可

だろうか？

欠です。でも実際、お客さまの多くはメ
欠です。でも実際、お客さまの多くはメ

今回、ここで紹介するデンソーの「Two

カニックからの提案（アドバイス）を待
カニックからの提案（アドバイス）を待

Tops」は、燃費効果が一般プラグに比べ

っています。特にエンジンの好不調や今
っています。特にエンジンの好不調や今

て、1.2％もアップし、CO2 も0.8％削減

なら、燃費向上に繋がるプラグの性能
なら、燃費向上に繋がるプラグの性能

できる環境性能の高いスパークプラグだ。

維持の話などは、すごく関心を持って話
維持の話などは、すごく関心を持って話
しかもイリジウムプラグよりも安価（一般プラグより300 円程度プラス）で、
を聞いてくれます」と電装整備をメイン
を聞いてくれます」と電装整備をメイン
一般ユーザーにとっても、お求めやすい価格で満足の性能を得ることができる
とするその工場のベテラン工場長。直
とするその工場のベテラン工場長。直
高付加価値プラグとなっている。さらに、5 品番で一般プラグの実に45 品番
接、説明が出来たドライバーの7
接、説明が出来たドライバーの7
割は
割は
をカバーできる幅広い車種に対応しているため、様々な車種を扱う整備専業
交換に繋がるとのことだ。
交換に繋がるとのことだ。

プラグ性能維持のため走行距離
で交換のタイミングを管理する

工場にとっては、在庫スペースの低減にも繋がりストック切れによる販売チャ
ンスを逃さない提案型整備の実践には、最適なアイテムだ。

ば、当然その性能をフルには維持でき
ば、当然その性能をフルには維持でき
が上がりエンジン性能も維持できるとな
が上がりエンジン性能も維持でき

また、法人ユーザーを多く抱えるとい
また、法人ユーザーを多く抱えるとい
なくなるため、自社の管理する法人ユ
なくなるため、自社の管理する法人ユ
れば燃費も良いですし、お客さまにとっ
れば燃費も良いですし、お客さま

う東京にある整備専業工場では、車ご
う東京にある整備専業工場では、車ご
ーザーの場合、走行距離を測りながら
ーザーの場合、走行距離を測りながら
ても、我々、整備工場にとってもメリッ
ても、我々、整備工場にとっても

とに走行距離をコンピュータ管理して、
とに走行距離をコンピュータ管理して、
７〜8 万キロを過ぎた頃から、定期的
７〜8 万キロを過ぎた頃から、定期的
トは大きいですね。
トは大きいですね。
」
（サービス担当者）
」（サービス担

定期交換に確実に繋げているとサービ
定期交換に確実に繋げているとサービ
にプラグ交換を提案しています」
にプラグ交換を提案しています」
実際、同社では一声運動のように一
実際、同社では一声運動のよ
ス担当は言う。

ス担当は言う。

一般プラグから高付加価値

般プラグ搭載車には全員にイリジウム・
般プラグ搭載車には全員にイリジ

「法人ユーザーのエンジン不具合の原
「法人ユーザーのエンジン不具合の原

白金プラグへのランクアップ提案をして
白金プラグへのランクアップ提案

因はほとんどが、プラグ関係で性能維
因はほとんどが、プラグ関係で性能維

いるとのことで、その効果は今現在
いるとのことで、その効果は今現
3割

プラグへのレベルアップも推奨

持のためには、やはり定期的な交換を
持のためには、やはり定期的な交換を
また、この工場では、一般プラグを
また、この工場では、一般プラグを
程度あるとのことだ。
程度あるとのことだ。

推奨する必要があります。一般プラグで
推奨する必要があります。一般プラグで
標準搭載している車に対してイリジウム
標準搭載している車に対してイリジウム
このように、スパークプラグは、お客
このように、スパークプラグは

あれば走行 2 万 km
あれば走行
が寿命の目安です。
2 万 km が寿命の目安です。
や白金といった高付加価値プラグへの
や白金といった高付加価値プラグへの
さまに直接提案をすることで、
さまに直接提案をすることで、
①予防整
①

もちろん、これ以上の距離を走ることも
もちろん、これ以上の距離を走ることも
交換を推奨しているという。
交換を推奨しているという。備による交換、
②走行距離を管理して交
備による交換、②走行距離を管理

可能ですが、これぐらい使った辺りから
可能ですが、これぐらい使った辺りから
「スパークプラグは、新品に換えただ
「スパークプラグは、新品に換えただ
換、
③高付加価値プラグへのランクアッ
換、
③高付加価値プラグへのラン

性能の劣化が目立ち始め、始動性や加
性能の劣化が目立ち始め、始動性や加
けでも、エンジン始動時の感覚が違う
けでも、エンジン始動時の感覚が違う
プ交換といった様々な手法がある。実
プ交換といった様々な手法があ

速、燃費などに悪影響が現れてきます。
速、燃費などに悪影響が現れてきます。
ため、お客さまもプラグ交換による実感
ため、お客さまもプラグ交換による実感
際、スパークプラグ交換が減っていると
際、スパークプラグ交換が減って

このため、うちでは2
このため、うちでは2
万 kmを目安に 万 kmを目安に
を得や易いパーツなのですが、そこで一
を得や易いパーツなのですが、そこで一
いう整備専業工場は、まず、提案型整
いう整備専業工場は、まず、提案

定期的に交換します。また、10
定期的に交換します。また、10
万 km
般プラグから高付加価値プラグに変え
万 km
般プラグから高付加価値プラグに変え
備を実践し、①〜③の手法を一つずつで
備を実践し、①〜③の手法を一つ
という長寿命を誇る「白金プラグ」
という長寿命を誇る「白金プラグ」
「イ
た時は、その差が歴然なんです。その
「イ
た時は、その差が歴然なんです。その
も取り入れていけば、この成功事例を
も取り入れていけば、この成功

リジウムプラグ」も走行距離が増えれ
リジウムプラグ」も走行距離が増えれ
上、交換寿命も延びますし、点火効率
上、交換寿命も延びますし、点火効率
見る限り、売上アッ
見る限り、売上アッ
プに繋がるはずだ。
プに繋がるは
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故障診断整備のページ

整備工場における

故障診断整備

ススメ

の

フリーズフレームデータの
活用方法
前回、情報収 集と論理的思考は

ち な み に、J-OBD2 は 2008 年

荷がかかっていることが予想出来

素早い故障原因探求に必要で、お

10月以降の新型車に搭載が義務付

る。センサー類にも相当なダメージ

けられており、2008 年以前の車両

が与えられ、故障もしくは異常が出

ポイントであることを紹介した。

には、フリーズフレームデータがな

たのかもしれないという、ある程度

い場合があるので注意されたい。

あるフリーズフレームデータについ

■
■ 情報収集が不可欠

の予測が立てられる。

客さまの信頼を得るために重要な

今回は、収集すべき情報の1つで

て紹介する。これを上手く活用すれ

ば、どのような状況で故障が起こっ
たのかが分かり、故障原因を特定
する大きな助けとなる。

■

フリーズフレームデータとは

故障原因探求には

呼び出したフリーズフレームデー

タを分析することで、故障原因の特
定が容易になる。

反対に数値が低い場合には、低
速時や停車中に故障が起きたこと
になり、経年劣化で異常が起きたの
かもしれないという想像や予測をす
ることが出来る。
このようにフリーズフレームデー

例えば、エンジン回転数、車速、 タを分析して、考えられる故障原因

フリーズ フレ ームデ ー タとは、 スロットル開度の数値が高ければ、 を絞っていくことで、効率良く故障

J-OBD2に搭載されている機能の1

アクセルを強く踏み込んで、スピー

原因を探求することが出来る。より

つで、エンジンや排ガス関係に影響

ドが出ていた状況が見えてくる。こ

分析の精度を高めるためには、常日

を及ぼす故障が起こった際に、その

こから、エンジン内の水温が上昇し

頃からスキャンツールを活用するこ

瞬間のエンジンの状況を記憶した数

高温状態になり、エンジンに高い負

とである。

値である。
エンジンの状況は、13 の項目（計
算エンジン負荷、冷却水温、エンジ
ン回転 数、スロットル開度、車速、
燃圧、吸気温度、インテークマニホ
ールド負圧、吸入空気量、フィード
バック状 況、燃 料 補 正 量、点 火 時
期、二次空気状態）に渡って記憶さ
れる。
20
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フリーズフレームデータの呼び出し画面

新連載

顧客囲い込み最前線

整備事業向けのサービスを展開・開発
業界全体のさらなる発展を目指します

佐藤 正樹

氏

株式会社オークサービス
代表取締役社長

オークネットのグループ会社で、提携オートローン等のファイナンスサ
ービスなどを展開する株式会社オークサービス。このところ飛躍的に管
理顧客数が増加している顧客管理代行サービス「常連さん」などについ
て、代表取締役社長 佐藤正樹氏に語っていただいた。

例えば、車検案内であれば、早期割

をされている整備工場様も多くある訳で

引や無料オイル交換を絡めて、お客さま

すから、車種や車検時期をヒアリングす

のニーズを汲みとり、来店誘導を促す。

ることで、お客さま一人ひとりの状況に

当社はTVオークション大手オークネ

また定期点検を推進してロイヤルユーザ

即したご案内をすることが可能になり、

ットのグループ会社として、これまでオ

ー化を図る。このようにニーズを喚起す

＋αの商品販売にもつながると考えてい

ークネット加盟店を中心に様々な経営

る特典の見せ方・伝え方や適切なタイ

ます。

支援サービスを開発し、提供してまいり

ミング管理によりレスポンス率を向上さ

ました。

せることができるのです。

整備・修理工場に今までにない
新しい商品サービスを提供していく

また当社では元々、残価設定型ロー
ン「ゴジュッパ」等のシステムも取り扱

近年は、顧客管理のアウトソーシン

現在、300 社・30 万人の顧客管理

グサービス「常連さん」に力を入れて

を受託しています。元々は自動車販売

これらのサービスにも改良を加え、ユー

おります。このサービスは、当初、自動

店向けに販売したものが、車検整備事

ザーがより使いやすく、かつ加盟店さま

車販売店を中心に展開しましたが、こ

業者様のご利用が増加し、現在はその

にとってはお客さまのリピート率が向上

こ数年で整備業システムの会社や板金

過半数が整備関係のお客さまです。こ

するサービスを今後も提供していきたい

FC 等と提携するなど、整備業界向けの

れは業界のニーズと「常連さん」のサ

と考えています。

サービス開発を推進しております。

ービスがうまくマッチしたということだと

戦略的な顧客管理を支援する
「常連さん」
「常連さん」はDM やテレホンコール

考えています。

車検のリピートだけに留まらず、
＋αの商品販売にもつながる

っています。「常 連さん」だけでなく、

現在、東京支店長の國分と、コール
センター長の小段という30 代の若手リ
ーダー二人を中心に商品リニューアル
を目的とした二つのプロジェクトチーム
を立ち上げています。既存商品・サー

による顧客囲い込みを支援するサービ

今後はお客さまのニーズ、加盟店さ

ビスは常にマーケットに適合できるよう

スです。整備工場での通常業務を行い

まにとって有益な情報を取得し、今まで

ブラッシュアップを図り、また将来を見

ながら、さらに顧客管理まで徹底するこ

以上に皆さまのお役に立てるセンターを

据えた新商品の開発にも取り組んでま

とはなかなか難しいのが実際です。「常

目指してまいります。一つの例として、

いります。

連さん」は能率的な分業体制を構築す

車検のご案内をした際、既に車を買い

ることで、入庫率 UP、また代替等の見

替えたと言われることがあります。車の

込み情報の創出をサポートします。

販売や、カーナビ等の周辺機器の販売
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今後のオークサービスに、ご期待下
さい！

誌上

オートビジネス

二代目育成
succeed business to the next »

記事提供

塾

オートビジネスチーム
業界で世界初の上場をした国内最大手コンサルティング
会社にて、中古車専業店・自動車整備業等を専門にコンサ
ルティングするチーム。現在 15 名のコンサルタントが、即
時業績アップはもちろん、業界に特化した採用・教育・評
価、事業継承や二代目育成を支援している。業界経営者・
二代目向けにオートビジネス二代目育成塾を開催中。

第２回

事業継承をして業績を伸ばす
企業の特徴とは

株式会社船井総合研究所

した理由が 3 つあった。
一つ目は、
「創業者が後継者を助
けられるタイミングが大事」という理

進む社会へ会社が順応し、社員も同
時に順応させるためにも、トップの
若返りが大事だと思い決断された。

今回は、船井総合研究所オートビ

由である。異業種の付き合いなどか

ジネスチームが主催する「二代目育

ら、事業継承後、後継者と社員の人

成塾（車屋さん経営者親子向け世代

間関係問題が起きるケースが多いと

交代・事業継承に特化した勉強会）
」

知り、自分と共に来たメンバーと息子

において、第一回ゲスト講師としてお

との摩擦を最小限にするためにも、

生き物がなかなか意識・行動できな

招きした、中部地方Ｆ社の事業継承

自分が若い 50 代のタイミングがベス

いものではないだろうか。事業継承

成功事例についてご紹介する。事業

トだと決断された。

を経験された会社も、
「先代は死ぬま

事業継承は創業者（先代）
が
意識を変え、環境を整えること
これら3 つの理由は、創業者という

継承においては事業継承前・途中・

二つ目は、
「息子に早く覚悟と責任

で経営者で、急死や病気などにより

後のそれぞれにおいて問題が生じや

を持たせるため」である。現社長も、

バタバタ継承した」
「いつまで経って

すいだろう。しかし、
Ｆ社はその全て

当時は不安定でフラフラしていた部

も自分（後継者）に譲ってくれなかっ

の段階において親子二人三脚で乗り

分もあったが、会長はプロスポーツ

た」などの話をよく耳にする。頭では

越えられ、非常によいモデルとなる

選手が結婚後活躍するのと同じく、

分かっていても息子にはまだ譲れな

事業継承をされた。会員企業の中で

「役が身を作る」と考えており、社長

いことや、息子も親を認めない、頭を

も最も綺麗な形で事業継承し、業績

という大きな役を与えることで、男と

下げられないこともある。そのような

を伸ばされた会社と言える。

して息子さんを認めてやり、責務を負

会社は、その後引き継いだ後継者が

さてまず は、事 業 継 承 前 の エ ピ

わせてやることで、意識や会社への

苦労すること、会社の業績を落とすこ

ソードについてだが、
Ｆ社創業者（現

向き合い方が変わると思い、決断さ

とが多い。そういった事例を他社に

会 長 / 現 在 59 歳）は、ご 自 身 が 50

れた。

おいて実際に見聞きした経験より、Ｆ

歳、息子さん（現社長）が 24 歳の頃

三つ目は、
「時流に合わせるには

社会長は「事業継承は後継者中心で

から事業継承を考えられていた。実

若い力が必要」という理由である。こ

するのではなく、先代がしっかり環境

際には 3 年後に事業継承が完了した

れも、なかなか創業社長でいち早く

を整えることが大事」と言う。みなさ

のだが、ほとんどの創業社長であれ

自覚される方が少ない。中古車販売

んの会社ではどうだろうか。

ば、まだまだ俺が引っ張らなければ

だけでなく、車検・鈑金・保険など、

ならないと思っている時期だろう。そ

多くのビジネスチャンスが自動車業

継承中・事業継承後の話をお伝えし

の当事、会長が早期事業継承を決断

界にはあると理解していても、IT 化が

ます。

そして次回は、
Ｆ社が実際の事業
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原田 博実 （はらだ

経営サポーター

活用術

ひろみ）

株式会社エフアンドエム
取締役（JASDAQ4771）

MBA 経営学修士／関西学院大学大学院 経営戦略研究科 修了
関西学院大学特定プロジェクトビジネスマイニングセンター
客員研究員（2007 年〜 2011 年）
主な著書 「スバルだより」（富士重工／ 2011 年より連載）
「整備戦略 経営特集号」（日刊自動車新聞社）
「財務諸表 " 寝かせ読み” 速読法」（アスキー新書／ 2010 年）
「“クルマ屋” 経営塾」（日刊自動車新聞社／ 2011 年）

第6回

経

採用のコツについて

営

当社では離職率が平均よりも高いようで、
頻繁に補充要員の採用をしています。勤務態度の良くない
（遅
刻、欠勤等が多い）従業員にはできるだけやめてもらうようにしているのですが、何か採用時のコツと
いうのはあるのでしょうか？

料理やスポーツと同じように何事にも「セオリー（定石）」が存在します。まずは、採用のセオ
リーをきちっと押さえているのかを確認してください。
段階ごとに順を追っていきますので、ご確認ください。

①

募集広告

仕事の実態を反映しているのかをもう一度確認してください。あまり良いことばかり書きすぎると「想
像と違った」と言って早期退職につながりかねません。今の仕事の何が魅力なのかを現役社員から聞き
取り調査をしてください。また、他業種を含めて他社採用広告を十分に研究してみてもよいでしょう。

②

採用試験

トラブル社員で悩む会社の多くは「適性診断」を実施していません。時々、「紙のテストで人格がわか
るものか」と否定する人もいますが、もはやそれは時代遅れの考えです。確かに紙のテストで、優秀な
人を見極めるのは難しいかもしれませんが「変な人」は簡単に見抜くことができます。これまで導入し
ていなければぜひ検討してください。

③

採用面接

仕事に対する厳しい質問も良いですが、優秀な人に来てもらうためには惹きつけを意識しなくてはな
りません。面接は①惹きつけと、②見極めという二つの役割を負っています。採用通知を出しても OK が
もらえない会社の採用面接は②見極めの要素が強すぎ①の惹きつけが弱いということになります。惹き
つけの基本は自慢ではなくて相手をほめることです。まさにコミュニケーションの基本ですね。

④

採用・入社手続き

社員が会社の管理能力を判断する最初のタイミングが採用・入社手続きです。まず、採用が決まった
らすぐに電話連絡を。優秀な人材は他からも合格通知が届いていることでしょう。また、入社手続きで
は健康保険、厚生年金などの法定手続きだけではなく、①雇用契約書の締結、②身元保証書の回収、③顧客
情報の取り扱いに関する誓約書などの業務上必要と思われるルールに対する説明をし、必ず署名をもら
うようにしましょう。このことで「この会社はしっかりしているから下手なことは言えないな」と思う
わけです。

TOUGH 経営サポーター

お問合せは

03-5789-6470

あいおいニッセイ同和損害保険とエフアンドエムが共同提供！ 自動車営業開発室

◉ 4 つの基本サービスで御社の経営を強力にサポート！
年間何回でも使い放題の「適性診断ソフト」をご用意しています。

専門家電話相談

（ひと月 60 分まで）
労務、財務、経営管理など
あらゆるジャンルの専門家
が貴社のご質問にお答えし
ます。心強い味方が、また
ひとり増えました。

24

インターネット専用窓口
・760 種類以上の就業規則や契約書類
などの会社で必要な書式がいつでも
ダウンロード可能！
・280 タイトルの経営知識の研修動画
・企業リスク情報が年 10 件まで無料
・採用時の適正診断の利用が無制限
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または弊社営業担当者まで

利用方法に関しても電話でいつでも相談できます。

知らないと損をする
会社の「定期健康診断」
助成金・補助金制度・制度融資・
労務管理など、お得な情報を漏ら
さずにチェックするための診断を
定期的に FAX で実施

経営者研修
優待価格で提供

・労務管理のポイント
・決算書の読み方
・幹部教育のツボ
・マーケティング
・経営戦略
など

月額料金

1,050 円（税込み）

電話相談

月 60 分

書類雛形

約 760 種類以上

研修動画

約 280 タイトル

適正診断

無制限（Web のみ）

与信管理情報

基本月 10 件まで※

研修優待

○（割引 C）

定期診断

○（FAX で実施）

※以降１件につき 525 円（最大 20 件）

自動車リサイクルのページ
automobile recycling

NGP 日本自動車リサイクル事業協同組合が
リサイクル部品の流通に関して
全国自動車整備協業協同組合協議会と提携合意
NGP 日本自動車リサイクル事業

クトシステムの導入を皮切りに、

協同組合（長谷川利彦理事長、以下

NGP エコひろば無料登録、メンテ

NGP 日本自動車リサイクル事業協同組合

NGP）は、車検整備事業を中心に

ナンス PROPOSE の案内、ベルマ

集約化を進めてきた整備協業・整

ーク運動の協力提案等を進めてい

長谷川 利彦 理事長 挨拶

備協同組合の全国組織である全国

く。

自動車整備協業協同組合協議会
（濱 徹雄会長、以下全整協）と、リ
サイクル部品の流通に関する提携
に合意し、去る 1 月 30 日、調印式
を都内で行った。

我々解体業界も 2005 年の自動
車リサイクル法施行以降、使用済

全国自動車整備協業協同組合協議会

み自動車の仕入れコストの高騰、

濱 徹雄 会長 挨拶

スクラップ価格の乱高下、物流コ
ストの高騰等、非常に目まぐるし

整備業界も大変厳しい中で、私

い変化をしております。さらに昨

全整協は自身の総会において、 たちは昨年、任意団体時代も含め

年 10 月からの自動車保険料率改定

協賛・提携企業との連携強化を取

まして創立 30 周年を迎えました。 は自動車整備業、保険代理店の皆

り上げる中、特にリサイクル部品

今回の提携はリサイクル部品の流

さまにも大きな影響を及ぼすこと

の利用促進を掲げ、供給網の整備

通ということで、まさに時代に合

になりました。また、自動車が多様

拡大強化に取り組む方針を発表し

った提携ではないかと思います。

化する折、リサイクル部品を使用

ていた。
これを受けて、両組織の事務局

環境問題への関心の高さもあり

する故障修理もますます多様化す

まして、リサイクル部品はお客様

ると推察されます。本提携の趣旨

が相互に人脈があったことも後押

のニーズにも合うと思いますので、 であります、自動車社会における

しとなり、今回の提携へと繋がっ

私たち整備業界としてもリサイク

消費者利益、環境保護、社会貢献の

た。

ル部品は、どうしてもなくてはな

向上に寄与するため、両組織の情

らないものだと思います。

報交換、展開する施策のすり合わ

具体的な連携施策は、全整協の
取り組む、
①お客様の節約ニーズ、

今後、私たちの組合員の中にも

せ 等 を 闊 達 に 行 い、両 組 織 が

②CO2 削減につながる環境ニーズ、 浸透させまして、NGP さんのご期

WIN-WIN の関係に結び付けるよ

③部品収益改善ニーズ、
④迅速な検

待に添えたいと思いますので、こ

索・見積書作成ニーズへの対応に

れからますますのご協力とご指導

呼応し、第一弾となる NGP ダイレ

をよろしくお願い申し上げます。

う、鋭意努力をしてまいります。
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M a n a g e m e n t S t r a t e g y C o n g re s s
全国の有力自動車整備工場が集まり、現在の自動車整備業界の
勝ち残り策を研究、発表するMSC 経営戦略会議（小川利明議長）

MSC 経営戦略会議

は、去る2月6日、7日の2日間、後継者育成を目的とした、第 7
回後継者を担う会を開催した。
初日は㈱エフアンドエムの原田博実取締役を講師に、「後継者育

第 7 回 後継者を担う会

■

研

成研修

実践的財務研修カリキュラムPart2」を開催、2日目は会

員企業である小見川自動車整備センター、山市自動車を見学した。

修

実践的財務研修カリキュラム②
※研修では、とある整備工場をサンプルに財務諸表を診断しました。

株式会社エフアンドエム
取締役

原田 博実氏

この会社の自己資本比率（純資産 総

世紀社長の考え方で、現実主義の21 世

です。

資産）はだいたい33%、流動比率（流

ということは、足の長いお金で賄わなけ

紀社長としては、
「いやいや、流動比率や

動資産 流動負債）は75%です。流動

ればならないもののうち、8%は足の短い

固定長期適合率を見てみたら色々と問題

比率は100% 以上が望ましいので、経営

お金で補っていくことになるので、よくな

があるじゃないか。いわば成人病だよ。

状況としてはよくないということです。要は

い訳です。簡単にいうと、負債のバランス

今はまだ出ていないけれども、ぽっくり逝

1 年以内に支払わなければいけないお金

が悪いということです。

くよ」ということを指摘できないといけませ

が、今持っているお金よりも大きいという
ことを意味しています。

他にも、ROA（営 業 利 益 総 資 産）

ん。
利益は営業努力さえすれば上がります。

は5%で悪くありません。だからといって、

一方、固定長期適合率（固定資産

「ROAはいいよ。売上も1,720 億円ある

この会社の場合は、ROAも良いので、流

純資産＋固定負債）は108%になってい

し、利益も7,000 万円近く出ていてすご

動比率と固定長期適合率の改善に専念

ます。総合すると結局、流動比率が悪い

いじゃないか」というのが楽観主義の20

すべきです。課題としては高度ですが。

ので、本来 100% 未満でないといけない
固定長期適合率もずれてきてしまっていま
す。
貸借対照表の右側には3 種類の分類し
かありません。流動負債と固定負債と純
資産です。固定資産というのは長く使うの
で、できるだけ足の長いお金で賄いたい
ものです。純資産は返す必要がありませ
んし、固定負債もゆっくり返すのでいいの
ですが、これを足しても100%にしかなり
ません。つまり8% 分がはみ出している訳

■

見

小見川自動車整備センター （上）
山
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市

自

動

車 （下）

経営者同士は会の創立から30 数年とい
うことで、会社も含めてお互いを知り尽く
しているが、後継者同士はこれから……と
いうことで、まずは会員企業を一巡するま
で見学することに。今回は親会でも理事を
務めている2 名の会社を見学した。

記事全文は Web で（閲覧無料）
http://www.seibikai.co.jp/

学

＜続きはWebで＞

せいび広報社

Click

整
整備
備業
業界
界

トピックスヘッドライン

記事本文は Web で（閲覧無料）

せいび広報社

Click

http://www.seibikai.co.jp/

大

会

イベント

アドバンスクラブ
第 4 回優秀フロント
エキシビション大会を開催
総

翔和オートサービス
走行会を開催

会

オープン

日整連
第 104 回 総会を開催
式

明治産業
BOSCH スキャンツール
KTS 体験コーナーを設置

典

勉強会

JAMCA
創立 50 周年式典を開催

カーベル
2013 年スタートダッシュ
勉強会を開催

イベント

キャンペーン

東車協
新年賀詞交歓会を開催

カーセブン
カーセブン X フリパン
コラボレーションキャンペーン

すべての記事が無料になりました！
フリーペーパー化に伴って、一部の記事の続きが弊社 Web
サイトからダウンロードできるようになりました。従来は有料、

click

無料の記事が分かれておりましたが、しばらくの間、お試し期
間としてすべての記事が無料となります。ダウンロードの方法
は以下の通りです。
トップページから「ニュース」のタブをクリック。
現在登録されているニュース一覧が表示されます。
閲覧したい記事を選んで「記事ダウンロード」をクリック。

click

記事のタイトルと簡単な説明が表示されます。
「記事を閲覧する」ボタンをクリック。
または
「記事を閲覧する」ボタンを右クリックし、メニューから
「対象をファイルに保存」を選び、ダウンロードする。

注）記事の閲覧にはアクロバットリーダーのインストールが必要です。
ウェブサイト

www.seibikai.co.jp

せいび広報社

Click

click
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3

月刊整備界
カーメンテナンスマネジメント

株式会社せいび広報社／〒144-0051 東京都大田区西蒲田 6-36-11 西蒲田 NS ビル 5F

FAX.
TEL

▶

読者アンケート（プレゼント応募用）

締

切

EML

▶

info@seibikai.co.jp

URL

▶

www.seibikai.co.jp

2013 年 3 月 31 日（日） ※当日到着分まで有効

◆ 今月号の中で、興味深かった記事は？（複数回答可）

応募方法

◎ 今月の特集・注目記事

アンケート用紙またはコピーに希望する商品などアンケートの

□ 第 11 回国際オートアフターマーケット

ご回答と必要事項をご記入の上、FAX にてご応募下さい。

◆ 希望する商品
□ シリンダー修復剤 「Ｄｏ-ＮａＮｏ」
□ ジャッキアップポイントハンドブック 平成 25 年版
□ 第 11 回国際オートアフターマーケット EXPO2013 招待券
□ 「ウォータースポット除去」
「ガラスコート超耐」
セット
□ インパクトレンチ
◆ 本誌をどこで入手しましたか？

□
□
□
□

EXPO2013 特集

スマートダイアグ ユーザーリポート①

トップニュース AC 優秀フロントエキシビション大会
３号連続診断整備特集③

提案型点検整備事例紹介
整備専業工場の部品販売術（スパークプラグ編）

□ 顧客囲い込み最前線
□ MSC 経営戦略会議 後継者を担う会
◎ 連載記事

□ 整備振興会
□ 地域部品商
□ せいび広報社
□ その他

［

03-5713-7603

03-5713-7607

］

◆ 今後、導入したい設備や工具等はありますか？
ご自由に記入して下さい。

□
□
□
□
□
□
□
□

ベースシステムユーザーリポート 42
内海正人先生の労務相談室

自動車関連行政情報

今月の有償運送許可情報
故障診断整備のページ

誌上オートビジネス 2 代目育成塾
経営サポーター まる得活用術

自動車リサイクルのページ
NGP と全整協が提携

□ 注目の商品
□ 整備業界トピックス・トップニュース
□ 今月のプレゼント

◆ 今後、掲載して欲しい記事は？（複数回答可）

※この回答は今後の読者プレゼントへ反映していきます。ぜひご記入下さい。

◆ ご意見、ご感想をお寄せ下さい。

□
□
□
□
□
□
□
□
□

［

自動車関連の行政情報

最新の電子整備情報（スキャンツール等）
新規顧客開拓について

整備工場経営全般に関する情報
車体整備に関する情報
異業種のコラム

生活のお役立ち情報

4 コマ・マンガなど

その他

申込者情報

申 込 日

会社 名

電

部署 名

ＦＡＸ

氏

名

年

住

所

e-ma il

］
年

月

日

話

齢

歳

〒□□□−□□□□
今後の新製品等のご案内等に利用させていただきます。
またメルマガ配信なども企画しております。ぜひご記入ください。

送付先ファックス番号 ▶ 03-5713-7607

6 名様

Present 1

3 名様

Present 2

応募者全員

Present 3

3 月８日までにアンケートをくれた方全員

コスモコーティング
燃費向上エンジンオイル添加剤
「Do-NaNo」

自動車公論社

自動車ビジネストレンドショー

ハンドブックジャッキアップポイントハンドブック
平成25年版

第11回国際オートアフターマーケット
EXPO2013招待券

注目商品でも紹介したナノサイズの銅

書籍サイズを、見やすい＆使いやすい

合金粒子でエンジン内部の傷を修復して

A5 サイズに変更。巻頭には、車種別のジ

東京ビッグサイトで開催される国際アフ

ボールベアリングの代わりも果たす、新

ャッキ注意箇所をカラーで 4 頁 /4 モデル案

ターマーケット EXPO2013 のご招待券を編

しいタイプのエンジン添加剤。この添加

内。最近の新車はジャッキ箇所が指定。本

集部よりプレゼントします。

剤によって一度修復されたエンジンは約

書活用で事故や車両の損傷リスクを防止！

20,000 キロも性能を維持できる。

A5 版 132 頁 定価 1,800 円

» 株式会社コスモコーティング

» 株式会社自動車公論社

» 株式会社ジェイシーレゾナンス

TEL：042-625-0881 www.cosmocoating.com

TEL：03-3837-5730

TEL：03-5565-1642

左のページから
ご応募ください！

www.jidousyakouronsya.com

読者プレゼント

今年も 3 月 13 日から 15 日までの 3 日間、

イベントに関するお問い合わせは
株式会社ジェイシーレゾナンスまで。

http://www.iaae-jp.com

アンケートに答えて、プレゼントをゲットしよう。

応募締切 2013 年 3 月 31 日（日）

左ページのアンケートに答えて、好きな商品にチェックして応募してください。抽選でいろいろな商品が当たります。
編集部では欲しいプレゼントのアンケートも実施中 !!

5 名様

Present 4

1 名様

Present 5

編集部プレゼント

カーメイト
「ウォータースポット除去」
「ガラスコート超耐」
セット

インパクトレンチ【日本製】
軽量コンパクトのインパクトレンチ（新

ガラス表面のウォータースポット（雨

古 品）を 編 集 部 よ り プ レ ゼ ン ト。軽 量

ジミ・ウロコ）、頑固な油膜、古いガラス

1.2kg が生み出すハイパワーで、左右独立

コート皮膜を除去し、透明なガラスを復

デュアルレギュレーターを搭載。

活させるスポットクリーナーと硬化型

全長：148mm

フッ素系シリコンを密着させる強力ガラ

最大トルク：300N/ｍ

スコートのセットを 5 名様にプレゼント。
» 株式会社カーメイト
TEL：03-5926-1211

ご当選おめでとうございます。

ゼントコーナーにて応募を募集していた
「お掃除ロボット」に当選した東伯自動車
セ ン タ ー 大 谷 賢 吉 さ ん（写 真 左）
。
「朝、
会社に出勤したときに職場の同僚から、賞
品が届いていると聞いてびっくりしまし
た。新年早々、このような豪華賞品が当た
るとは思ってもみませんでした」
（大谷さ

» 編集部（せいび広報社）
www.carmate.co.jp

2012 年 10 月号から 12 月号まで、プレ

TEL：03-5713-7603

www.seibikai.co.jp

ん）
。ちなみに、隣の方は常駐している部
品会社の方だそうです。
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注目 の 商品

Pick-Up Products

新商品

嵯峨電機工業

新商品

関西ペイント

高隠蔽メタリック原色塗料

コードレスライト専用バッテリー専用

＜H プラスシリーズ＞
「レタン WB エコベース」

3 連充電器「LB-3C」

同社のコードレスライト専用バッテリー「LB-P」を3
個まで同時に充電できる、省スペースで効率的な充電器。

塗装作業時間の短縮と作業効率の向上を図った、
「レ
タンWBエコベース」の新規メタリック原色塗料。

幅は従来の充電器「LB-C」のほぼ 2 個分、奥行も1

今回、追加となった新規メタリック原色＜H プラスシリ

個分以下、スペースやコンセントの節約にも繋がる。寸

ーズ＞は、アルミ顔料の最新スクリーニングテクノロジー

法は幅 290mm 奥行 100mm 高さ68mm。

と、同社独自のアルミ分散技術を駆使して、メタリック顔

また、充電チェックモニターが付いているので、充電
状況が一目で分かる安心設計となっている。充電時間は

料の隠蔽性と塗装作業性の両立を実現。
これにより、従来のメタリック原色を使用した場合と比
較して、塗 装 時 間 を 最 大 30% 削 減 することが で き、

約 3 時間 30 分。

VOC の削減も可能。また、塗色によっては塗装回数の削
減により、塗料使用量の削減も可能。既に水性塗料「レ
タンWBエコベース」を使用
中のユーザーも簡単に導入
できる。
関西ペイント販売株式会社
東京都大田区南六郷 3-12-1
嵯峨電機工業株式会社

℡ 03-5711-8903

東京都大田区田園調布南 10-5

http://www.kansai.co.jp

℡ 03-3759-8261 http://www.sagaden.co.jp

自動車公論社

新刊

ジャッキアップポイントハンドブック

平成 25 年版（書籍／自動車公論社）

コスモコーティング

新商品

燃費向上エンジンオイル添加剤

「Do-NaNo」

国産乗用車のジャッキアップポイントを車種毎にイラス

従来のエンジンオイル添加剤の常識を覆した添加剤。

トで収録したハンドブックの最新版。前回発行分（平成

ナノサイズの銅合金粒子がエンジン内部のキズを修復し、

22 年版）以降に発売された、新型車を中心に、合計 156

かつボールベアリングの役割を果たす。その結果、シリン

モデル（軽トラックは、過去 15 年分）を収録。平成 22 年

ダーとピストンの潤滑性能を向上させる。一度、治療され

版収録車とは、重複は一切ない。軽トラックは、利用頻度

たエンジンは再び摩耗される約 20,000kmまでは変わら

が高いリジッドラックポイントも収録。今回から見やすい
＆使いやすいA5サイズに変更し、巻頭には、車種別の 4

ずに継続的な効果がある。
エンジンオイルの種類にも

モデルのジャッキ注意箇所をカラーで掲載した。

ほぼ影響を受けず、容量に合

A5 版 132 頁、定価 1,800 円（送料 200 円）
※共に税込

わせて入れるだけで OK。

本商品をプレゼント！
→P.29

本商品をプレゼント！
→P.29

株式会社自動車公論社
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東京都台東区上野 3-1-8

コスモコーティング株式会社

佐藤ビル 4 階

東京都八王子市本末 20-18

℡ 03-3837-5731

℡ 042-625-0881

http://www.jidousyakouronsya.com

http://www.cosmocoating.com

リビルトパーツ

中古部品

社外新品
株式会社ユピック

！

！
！
％！
付き
即答率82
ク
ッ
パ
証
保
安心の

車の社会環境を考える

www.yupic.co.jp
info@yupic.co.jp

03-3736-0431

03-3736-1301

ユピックまでお気軽にお問い合わせ下さい！

業界一の品質を目指し、
中身で勝負
シリンダーヘッド

自動車用リビルトエンジン

GHPリビルトエンジン

上

道路

高速
保証６ヵ月／１万km

取 り扱 い 商 品

死

られ

はね

が
で人

発

も多

事故

る
亡す

保証２年／４万km

国内メーカーリビルトエンジン各種

▶▶▶

自動 車 用 ・ 建 設 機 械 用 ・ 運 搬 機 用 ・ ビ ル 空 調 用 （GH P）

お客様の安心を得るにはこの１本！

徹底した品質管理の下、お客様に高品質でご満足いただける製品をお届けします！
再び動き出すリビルトエンジン

有限会社

KSS

〒483-8241 愛知県江南市五明町青木 45 番地

http://www.k-s-s.jp
ksssales@k-s-s.jp

0587-55-9525

スマートフォンでご覧いただけます。→

http://www.carlit.co.jp/seihin/hiﬂare.htm
有限会社ＫＳＳ

0587-55-8290

自動車アフターマーケット

業界人の必携書

経営戦略データ 2012

数字に強い経営者が勝ち残る時代。
アフターマーケットのデータをここに凝縮

特価

1,200 円（本体 1,143 円）

定価2,400円（本体2,286円）／B5版／120ページ

Ⅰ章

変化するメンテナンス産業

Ⅱ章

県別継続検査台数実績

Ⅲ章

ユーザー車検件数と伸び率

Ⅳ章

自動車のストック＜保有台数＞

Ⅴ章

自動車のフロー＜生産・販売台数＞

Ⅵ章

自動車ユーザーの使用状況

Ⅶ章

メンテナンス・マーケット

Ⅷ章

メンテナンス・事業者の推移

Ⅸ章

分解整備事業者の経営実態

Ⅹ章

全国市区郡別自動車台数・整備工場数
（弊社独自の調査データ）

お問い合せは
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03-5713-7603 （編集部まで）

株式会社ユピック

高品質リビルドパーツ

お気軽にお問い合わせ下さい

Bodyguard to the Car !

03-3736-0431
リビルト品

修 理 代を

ＰＳポンプ

普通車、軽自動車
普通車、軽自動車

10,000 円〜

安くしたい!

ハイゼット

KFVE エンジン

165,000 円〜

廃車不要車を

ハイエース

H20 系 ダイナモ

32,000 円〜

買ってほしい!

サンバー

TV 系 A/C コンプレッサー

34,000 円
オデッセイ
RA6 系

触媒

29,000 円〜

そんな時は

しい耐久テストによって証明された、
非常に高い浸透力や強い密着力、
高い持続力を誇る。また、無溶剤・
水性のため低臭かつ、環境負荷が
非常に少なく施行スタッフも安全に作

120,000 円

高年式中年式の
現車

エルフ

セルモーター

26,000 円〜

部品

Ｃ２４系セレナ
セルモーター

多数
在庫

15,000 円

各車種取扱い中

格安特価にて
フロントガラス
国産、外車、大型
各種在庫あります

格安特価にて
スタッドレスタイヤ
各メーカー、銘柄
残り溝７分以上

特価にて (4 本セット )

www.yupic.co.jp
その他の商品、商品の詳細はコチラへ

用部品・建材を錆から守ってくれる
豊富なラインナップ、ボルボ社の厳

RA6 A/T ミッション

ラジエーター
コンデンサー

「ノックスドール」は、車から工業
高品質な防錆剤。使用部位に合った

オデッセイ

社外新品

スウェーデン生まれの防錆剤

日 月 火 水 木 金 土
○
○
○
○
○

日曜日も営業中！

業出来る。40 年以上に渡りボルボ
が純 正 採用している「ノックスドー
ル」なら、錆を防いで愛車に長く大
切に乗りたい貴方に、確かな効果で
最高レベルの防錆を約束する。

ノックスドール 700
高浸透性ワックスベース
の浸透性防錆剤。ドア、
ボンネット、トランク、アン
ダーボディなどの車体中
空部・隙間部の防錆
500mlエアゾール
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防災セット

これ１つで震災時の心強い備えに！

一日の大半の時間を過ごす会社には震災に対する備えが必要なのではないでしょうか。
阪神淡路大震災、東日本大震災の被災者からの意見で生まれた必携防災セット。

EX.48 サバイバルローラーバッグ オリジナル

多機能ローラーバッグに厳選した 30 種類の必需品を収納。大型車輪のタフモデルで緊急時に持ち出し

やすく、瓦礫の上でも引きやすい設計。保温、保冷機能付きで貯水用のタンクとしても利用できます。

■ 収納品目

※内容物に関して、パッケージ等、変更になる場合がございますが、基本性能は変わりません。

①ローリングバッグ／１個
②ナップザック／１個
③貯水タンク／１個

④簡易トイレセット／５セット
⑤使い捨てライター／１個
⑥ろうそく／２本

食糧品
賞味期限３年以上の長期保存食品をお届けします。
（賞味期限は美味しく食べられる期限で、消費期限とはことなります。
）
食品を温める、加熱袋と発熱剤も同梱されています。

㉑長期保存飲料水／合計 3ℓ
㉒長期保存主食／３袋
㉓長期保存副食／３袋

⑦ティッシュー／１箱

⑧ラップフィルム／１個
⑨収納ポーチ／１枚

㉕お茶／３袋

㉖加熱袋／１袋

⑩マスク／５枚

⑪ガーゼ付き救急絆創膏／６枚
⑫生理ナプキン／６個

発熱剤／３個

㉗フォークスプーン／３本

長期保存食は３年毎に備品を交換し有事に際に備えてください。

㉘AM・FM ラジオ付き万能自家発電ライト／１個

⑬包帯／１個

⑭軍手・笛・ロープセット／２セット

クランクを回すだけで充電。ラジオ、ライト、スマートフォン・携帯電
話の充電（一部機種を除く）、サイレン等、電池、電源が必要ない災害時
に役立つ多機能ユニット。ライトには超長寿命の LED を採用。

⑯粘着テープ／１個

長期間使用しないと、発電に時間がかかり、充電機能が低下します。
３ヵ月に一回程度、クランクを回し各機能を確認し、充電機能を維持して下さい。

⑮カッターナイフ／１個
⑰アルミシート／３枚

㉙ろ過フィルター／５枚

⑱大型ゴミ袋／３枚

手洗いや洗濯など生活水の確保に使用できます。ペットボトルの底を切り
取り漏斗代わりに利用します。

⑲雨衣／３枚

⑳単三乾電池／４本

お問い合せ
資料請求は

㉚防災マニュアル・電話会社災害伝言リスト

03-5713-7603
担当：石川 まで

タフで運びやすい大型車輪

㉔長期保存甘味物／１袋

お気軽にお問い合わせ下さい。

電源が必要なく、多機能で災害時に役立つ
AM・FM ラジオ付き万能自家発電ライト
重
容

量：約 11kg（内容物セット時）
量：貯水タンク :22ℓ

サイズ：本体：36×33×43 ㎝
（約） （持ち手高さ 97 ㎝）
カラー：オレンジ／ブルー

21,000 円
税込み／送料込み

※ 沖縄、北海道、一部離島は別途送料がかかります。

車載用の緊急避難セット

EX ドライブセーフホーム

お客様に付加価値をつけたご提案に。
提案用資料もご用意してあります。
お気軽に資料請求ください。

月刊整備界
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