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の写真をWEB上で公
開！

カスタムカーの祭
典 !

東京オートサロン
2017

3日間で32万4,4
00人の来場者

！

　東京オートサロン2017が1月13日から15日にかけ開催された。3年連続30万人以上の動員を果たし、今年は

出展企業数458社、展示車両数850台となった。東京オートサロンは “カスタムカー文化の確立” を目指し、

1983年に「東京エキサイティングカーショー」とし てスタート。1987年に名称を「東京オートサロン」と改め、

今回は35回目の開催となる。会場を彩ったキャンペーンガールやカスタムカー、メーカーコンセプトカーなど様々な

車両が展示された。
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TOKYO AUTO SALON 2017

Friday 13th, Saturday 14th and Sunday 15th January, 2017

MAKUHARI MESSE International Convention Complex

Int'l Exhibition Halls 1-11, Int'l Conference Hall, Makuhari Event Hall and Outdoor Arena

(Makuhari Messe, Inc. / 2-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba Prefecture)
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主婦の働く場を創る（株）マミーゴーに
自動車業界の現状を聞く

 三好　本日はよろしく願いします。早
速ですが、今回の安心クルマ生活総合
セミナーではどういった成果が得られ
ましたか？ また、セミナー参加者の募
集などは、どのようにされたのですか？

 荻野　SNSで声を掛け多くの主婦の
方々が参加されました。セミナーでは
リアルな声が上がり、中でも日常点検
の大切さが分かったという声が多く出
ました。アンケートもそうなのですが、

セミナーで体験したことを自身のSNS
（フェイスブック等）で発信し、情報の
拡散をされたと聞いています。もちろ
ん、自宅で旦那様にも共有されたとの
ことです。
 三好　それは目覚しい成果ですね。
確かに一般の方はクルマの運転は分か
っていても日常点検までは全て出来て
いるわけではありませんから、非常に
良い傾向だと思います。
 荻野　本来、運転免許を取得する際
に点検については学ぶと思いますが、
運転に集中してしまって皆さん忘れてし
まうことが多いと思います。やはり事故
を減らすためにも日常点検があるという

荻野久美子

　隣の芝生名物ともなった対談シリーズも既に4回目を迎えることとなった。今
回は主婦の働く場を創る㈱マミーゴーの荻野久美子代表と対談する運びとなった。
実は㈱マミーゴーは安心クルマ生活を後援する組織であり、ITマミー部として活
動したことでも記憶に新しい（本誌 2016年 11月号参照）。マミーゴーに所属
する女性は主婦で固められ、しかもITに強いことが特徴である。インターネット
を活用したプロモーションやクラウドソーシングなどが仕事の中心である。社員数
は7名であるが、登録している主婦の数は300名を超える。今回もメディアを通
したプロモーションを行っていたが、その枠を超えたセミナーなどを開催し多くの
イベントなどにも参加するなど、クルマの点検について啓蒙を行っていく。

隣の芝生は何色だ？ 特別編

荻野久美子　　三好高史

重要性に気づけたと思います。
 三好　確かにブレーキランプなどが切
れていないかどうかの点検は教習所で
習いますね。
 荻野　参加者の方もそうですが、多く
の方が自動車の点検に対して分かろう
としていないと感じました。特に女性で
あれば難しいと感じてしまうのだと思い
ます。皆様も今回のセミナー等をきっ
かけに興味を持ち始めました。
 三好　男性の私であっても毎日点検す
るわけではありませんから（※編集部
注　ぜひやってください）、女性ならよ
り顕著でしょうね。ところで、活動の中
でコラボもされていると伺いましたが？
 荻野　はい。ガソリンスタンドの出光
リテール販売株式会社　東京カンパニ
ー　青山中央SSの方に、安心クルマ
生活総合研究所の活動に共感して頂き
ました。本活動のステッカーを貼って
いる車を見かけたら、日常点検を丁寧
に教えて頂くことになりました。特に、
SSの方などは身近な存在ですので、
良かったと思います。

 三好　ところで、自動車整備工場につ
いてどんなイメージをお持ちですか？
 荻野　クルマを整備するという素晴ら
しい仕事をされていると思います。です
が、入りにくさなどは否めないと思いま
す。
 三好　荻野さんはどちらにクルマを入
庫されていますか？
 荻野　ディーラーに出しています。で
すが、安心クルマ生活の活動に参加出
来たことで街の整備工場さんに対して
イメージが変わりました。ですので、
技術や対応面で良い工場さんに任せら
れればと思います。そしてそのことを多
くの人に伝えたいと感じました。
 三好　なるほど、知らなかったからこ
そ、任せていたのが、知ったからこそ、
自分で選ぶという選択になったのです
ね。
 荻野　そうなります。セミナーに参加
された方も自身で点検を行う大切さを
知ったことで、より選択肢が増えたと
思います。
 三好　話は変わりますが、安心クルマ

生活の活動として今後はどのようなこと
をお考えですか？
 荻野　よりクルマの点検に対して知っ
ていただけるように発信出来ればと考
えています。具体的には福祉会館や3
世帯家族が来場するようなイベントな
どに参加していき、例えば踏み間違え
などの注意喚起などが出来ればと考え
ております。
 三好　なるほど、点検はもちろん運転
に対しても働きかけをしていくのは素晴
らしいですね。本日はありがとうござい
ました。

　安心クルマ生活の活動はマミーゴー
の中でも注力している事業の１つとして
おり、運営スタッフも知識そして意識の
向上も目を見張るものがある。
　安心クルマ生活の活動は国土交通省
や日整連が関わっているが、末端の整
備工場も多くの媒体を通じてローカル
に活動していくことが点検整備の啓蒙
にそして自社顧客の満足度向上に貢献
するだろう。

代表取締役

株式会社マミーゴー
東京都港区六本木7-3-2
ラポール乃木坂103号
http://mammy-go.jp/

info@yupic.co.jp

www.yupic.co.jp

03-3736-0431
ユピックまでお気軽にお問い合わせ下さい！

即答率82％

安心の保
証パック

付き

03-3736-1301

株式会社ユピック

リビルトパーツ中古部品 社外新品
！！ ！！ 車の社会環境を考える
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■ 故障コードの意味が分からない…
■ 基準値はどうなっているのか…
■ 作業手順が全く分からない…
■ 請求するため工数を知りたい…

□ 診断レポート保存・印刷
□ 写真・動画の撮影・閲覧
□ インターネット閲覧
□ Eメール

有線接続など、機能を制限
することで低価格を実現

● とにかく導入コストを抑えたい･･･
● 突発的な輸入車の入庫に
　 対応できれば十分

こんな方にオススメ
¥200,000（税別）

MaxiSys MS906

MaxiSysシリーズの
入門モデル

プログラミング・コーディング対応機種

専門スタッフが常駐するコールセンターで電話・FAX・メール等に対して
「国産の入庫がメインだったが今後輸入車にも対応していきたい」「より
専門的な修理にも対応したい」といったニーズに応える体制を整えてお
ります。 国産車のデータはもちろん、 輸入車のデータもおまかせくださ
い。 （月額5,000円（税別） 詳しくはお問い合わせください。）

・ Wi-Fiを搭載し、車両診断の途中でもWEBサイト閲覧やEメールが可能。
・ 他にもサポートアイコンからワンタッチでAUTELサポートへアクセスでき、
　アカウント確認やデータロギング確認もできます。
・ リモートサポート「TeamViewer」に対応し、
　インターネット経由で端末の遠隔操作やサポートを行うことができます。

上位モデルと同サイズの画面

● 初期の導入費用を抑え、プログラミング
　 ／コーディング機能は後から追加したい
● 診断だけで十分だが大画面が嬉しい

こんな方にオススメ
¥300,000（税別）

MaxiSys STD MS908

診断機導入後の事業拡大に合わせて
別売りキットでPROへアップグレードが可能

難しい操作は一切ナシ、プログラミング・
コーディングも画面上に手順を表示

● 電子的な作業も全て対応していきたい
● 外注作業を減らしたい

こんな方にオススメ
¥380,000（税別）

MaxiSys PRO MX908P

プログラミング・コーディングなど
すべての機能を搭載したモデル

高画質・高速処理で
ストレスフリーの作業を実現

● 充電を気にすることなく作業に集中
　 したい（長時間使用可能）

こんな方にオススメ
¥458,000（税別）

MaxiSys ELITE MS908E

Retinaディスプレイや高性能CPU搭載で
抜群の操作性を誇る最上位モデル

クラス最大容量のバッテリーと高性能CPU搭載

診断性能は全ての機種で同等 豊富なラインナップと様々な機能で現場のあらゆるニーズにお応えします

整備サポートセンターへおまかせください！故障診断以外にも様々な機能

www.autel.jp

▶ 各モデルの詳細スペック・最新情報はコチラ  http://www.autel.jp マキシシス 検 索G-STYLE 千葉県我孫子市南新木4-11-17

Other MaxiSys
車両診断以外にも、様々な整備機能の用意

がございます。
こちらはMaxiSysユーザー以外の方も単体でご使用いただけます。

¥98,000（税別）
MP408 MaxiScope

5.5mm　¥12,800（税別）
8.5mm　  ¥9,800（税別）

MV105/MV108 マキシカメラ

奥まったエンジンルーム
やシリンダー内の観察に
最適なファイバースコー
プ。先端にLEDを装備
し、暗闇でも異常を見逃
しません。

各種プロープやアダプターが
すべてセットされた、4ch対応
の高機能オシロスコープ

日本総輸入元：G-STYLE Co.,Ltd　TEL.04-7187-4405

「ファミレス24時間営業廃止、携帯が深夜の客足を止めた」
これが現実、時代は日々移り変わる
今、自動車文化は若年層よりもそれ以上の層に支えられている
この現状に目を背けることができない
部品供給は飽和状態
しかしインターネットやSNS が侵略することは難しいカテゴリーが存在する
それは整備という業界、手に職を持つ職人＝整備士が活躍するステージだ！
デジタル世代の億万長者はアナログな高級車 ( 舶来品 )をステータスとして好む
事実、日本国内の輸入車の需要はまた伸び始めた
新車需要が伸びた2016 年から3年後、ディーラーを離れるユーザーを獲得せよ
しかし、今一度考えて欲しい　何故、舶来品が好まれるか？ 他にない魅力とは？
売上が伸びないと悩むなら、今こそ競合他社がやらないことに取り組もう
国産車ではなく、他社が取り組まない輸入車に取り組むことが、勝ち抜く選択肢となる
貴方の工場を支える事を共に考える
そんな力添えが出来る環境を、私たちは提案させて頂きます

AUTEL JAPANグループ

自動車修理の幅広いニーズにお応えする
次世代自動車診断機

■ ㈱ウィズフォーメイション
[本社（福岡県）] TEL：092-504-0124
[ 広島営業所 ] TEL：082-545-0124
■ ㈱小田オート（大阪府）
 TEL：06-6998-8550
■ アウトハーフェン(関東ヂーゼル㈱ )
[ 部品事業部 ] TEL：043-208-5775
[ 水戸営業所 ] TEL：029-241-8671
■ ㈱ TAKUMI
[ 本社（岐阜県）] TEL：058-398-5753 

■ 協和自動車㈱
[港営業所 ] TEL：03-3456-1851
[ 江東営業所 ] TEL：03-3682-7301
[ 世田谷営業所 ] TEL：03-3483-7201
■ シナジー㈱
[ 営業部 ] TEL：052-202-0022
■ ㈱新生商会
[ 本社 営業部 ] TEL：03-3433-7236
■ ㈱オルタライフ
[本社（埼玉県）] TEL：048-449-6570

■ ㈱ゼクセル販売九州
[本社（福岡県）] TEL：092-963-3485
[ 大分 SC] TEL：0975-53-5053
[ 宮崎 SC] TEL：0985-51-6255
■ 浅間自動車部品㈱
[本社（東京）] TEL：03-3501-0271
■ カレント自動車㈱
[パーツサプライ事業部 ] TEL：026-214-9905
■ 辰巳屋興業㈱
[東京支店 ] TEL：03-3696-6101
■ ㈱山形部品
[Y-PIT 天童 ] TEL：023-674-0017

■ 高輪ヂーゼル㈱
[本社（東京都）] TEL：03-3799-6666
[ 埼玉支店 ] TEL：048-290-0123
[ 群馬支店 ] TEL：0270-26-7701
[ 栃木支店 ] TEL：0285-56-2601

■ 中村オートパーツ㈱
[練馬営業所 ] TEL：03-3904-5441
■ ニューエンパイヤ商事㈱
[本社（東京都）] TEL：03-5664-3533
■ SPK㈱
[ 商品部 ] TEL：06-6454-2580

■ ㈱カトー
[宇都宮営業所 ] TEL：028-658-1230
[ 水戸営業所 ] TEL：029-246-1261
■ 長坂バロック㈱
[本社（長野県）] TEL：026-227-2232
[ 新潟第一営業所 ] TEL：025-265-2233
■ FAIA 外国自動車輸入協同組合
[部品事業部 ] TEL：049-228-5300
■ 福田部品㈱
[営業企画推進部 ] TEL：011-218-3180
■ ㈱宮田自動車商会
[外車パーツ課 ] TEL：011-876-2301

お求めは正規販売代理店まで
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専門的な修理にも対応したい」といったニーズに応える体制を整えてお
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www.autel.jp

▶ 各モデルの詳細スペック・最新情報はコチラ  http://www.autel.jp マキシシス 検 索G-STYLE 千葉県我孫子市南新木4-11-17
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しかし、今一度考えて欲しい　何故、舶来品が好まれるか？ 他にない魅力とは？
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[練馬営業所 ] TEL：03-3904-5441
■ ニューエンパイヤ商事㈱
[本社（東京都）] TEL：03-5664-3533
■ SPK㈱
[ 商品部 ] TEL：06-6454-2580

■ ㈱カトー
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■ 長坂バロック㈱
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■ FAIA 外国自動車輸入協同組合
[部品事業部 ] TEL：049-228-5300
■ 福田部品㈱
[営業企画推進部 ] TEL：011-218-3180
■ ㈱宮田自動車商会
[外車パーツ課 ] TEL：011-876-2301

お求めは正規販売代理店まで



コバックFC事業では加盟店様同士の競合をしないシステムを採用しています。 その為 地域で一社
のみしか加盟店募集しておりません。 だからコバックは 「地域一番店」の実現 を支援出来るのです。

0120-589-555資料請求は ▶ まで

〒471-0064 愛知県豊田市梅坪町 8-4-11　FAX：0565-35-2559　EMAIL：info@kobacway.com

コバック フランチャイズ事業部

コバック 導入店レポート

コバックをオープンさせるきっかけを
教えて下さい

　元々は運送会社として平成4年に創
業しました。2年前に自社工場を作り
ましたので、整備工場としての暦はま
だまだ日が浅いです。震災の特需もあ
り、運送会社の方も含めて好調だった
ものの、いつまでも続くとは限りませ
ん。自社の車だけでなく、一般のお客
様を対象に事業の方向転換をしなけ
れば、今後は生き残るのが難しいと考
えたからです。

具体的にはどういった不安ですか？

　自社の仕事だけでは限界がありま
すし、既存客といっても数件程度でし
た。整備工場として生き残るにはこの
ままの状態では不可能です。一般のお
客様を獲得していかなくてはいけませ
ん。しかし、弊社は後発で、ノウハウも
無ければ、サービス業としての質も低

かった点などが不安でした。

その不安はコバックに加盟して払拭
されましたか？

　本部に見学へ行き、4月から研修を
受けてじっくりと店作りをしました。正
直にいいますと、ゼロからのスタート
でしたので、不安と期待の両方があり
ました。オープンキャンペーンで確かな
実績が出ましたので、一気に期待が確
信に変わりました。

ところで、何故コバックだったのです
か？

　コバサン太のイメージの良さ、ノウ
ハウの蓄積や日々進化するサービス
業としての考え方など、どれを取って
もコバックが1番だと思ったからです。
整備工場が車検で成功するために開
発された接客対応やチラシの打ち方
など素晴らしいと思います。

コバックに加盟して何が一番変わり
ましたか？

　お店の雰囲気が明るくなりました。
今までと違い社員にもサービス業とし
ての自覚を持たせ、接客応対を心がけ
るようになりました。その結果として
入り易いお店になったと思います。店
舗自体のレイアウトなども女性の意見
を多く取り入れたのが良かったと思い

ます。

コバックを他の同業者に紹介すると
したらどのように紹介しますか？

　これまで地元に無かったサービス
が展開出来る絶好のチャンスだと紹
介したいです。どうしても地方ですと、
多くのサービスを受けられるわけでは
ありません。今までの当たり前から進
化したサービス業になることが出来る
と伝えたいです。

今後の予定を教えて下さい

　半径８キロの商圏の20%を獲得し
ても年間1,600台と出ておりますが、
年間車検台数2,000台を目指してま
いります。そのために社員のスキルアッ
プそして、サービス業としての心構え、
コバックマインドを持った対応を高め
ていきます。ゆくゆくは多店舗展開も
考えており、現在のオープンスタッフが
それぞれの店舗の店長となることを
期待し、更なる発展を目指していきま
す。　　（回答者・二階堂豊和取締役）

宮城県登米市豊里町東待井下36-2
TEL 0225 - 98 - 5153
FAX 0225 - 98 - 5154 

有限会社 マルニ興業
車検のコバック登米豊里店

ホスピタリティを高め
最高のサービスを目指す

二階堂豊和取締役
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　本誌2017年1月号のオルタライフの広告におきまして、代理店の電話番号に誤りが

ございました。アポロリテイリング㈱の受付窓口が「TEL：022-267-3125」となってい

ますが、正しくは「TEL：048-497-0997」です。ここに訂正させていただくと共に、アポ

ロリテイリング並びにオルタライフの関係各位の皆さまにこの場をお借りしてお詫び申

し上げます。これを機に編集体制を今一度見直し、再発防止に努めてまいります。

せいび界編集長　八木　正純

お詫びと訂正

該当ページ　2017年1月号35ページ　右下

誤　TEL：022-267-3125　→　正　TEL：048-497-0997



診断のキホンは勉強である

整備工場における

故障診断整備
ススメの

　長く「故障診断整備のススメ」を執筆

してきましたが、今さらながら今回はス

キャンツールの基本について触れてみた

いと思います。

　スキャンツールはズバリ「故障コード

を読み取る道具」です。内包する問題を

故障コードという形で明確化することが

出来ます。その故障コードは車に搭載さ

れているECUにメモリーされていて、そ

れをスキャンツールで読み出しています。

つまり、スキャンツールが故障診断をし

ているのではなく、クルマに搭載されて

いる「自己診断機能」を使って故障を検

出しているということになります。

■ 自己診断機能 

　自己診断とは、クルマに搭載されてい

るECUがクルマ自体を監視し、不具合

が起こると、ECUにメモリーすると共

に、メーター内のチェックランプを点灯

させてドライバーに知らせる機能のことで

す。我々はそれを手がかりにして、故障

診断を進めてゆくのです。ですが、監視

しているとは言っても全てのシステムやコ
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監 修：ボッシュ株式会社 長土居大介
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サイクルメンテナンス
東京都新宿区西新宿4-27-4

TEL 070-5012-0167

FAX 03-3378-8305

HP http://sai-men.com/

代表者　飯倉　清

　機械、工業製品はメンテナンスが必

要である。これは自動車アフターマー

ケットでは常識であり、事実、車検整

備やオイル交換など様々なメンテナンス

を行っている。しかも、個人、法人な

ど大小合わせ9万軒の整備工場、つま

り自動車をメンテナンスすることが出来

る場所が日本全国に存在する。では、

日常的に庶民の移動手段の1つとして

親しまれている自転車はどうだろうか？

　サイクルメンテナンス（飯倉清 代表 

以下、サイメン）は自転車のメンテナン

ス専門店である。創業（1992年）当

時は自転車のメンテナンスを出張で行

っていた経緯を持ち、現在ではスクー

ルやDVD製作などを手がけている。

出張修理からスクール開設へ

　「創業時は出張修理を行っており、

パンク修理や日常的なブレーキ点検な

どをメインにしていました。お客さまは

１軒で大体3台から5台ほど保有して

いました。現在と違ってインターネット

もまだまだこれからという時代でしたの

で、タウンページなどに広告を掲載し、

口コミなどで広まりました。扱うものは

「ママチャリ」と呼ばれる自転車が多か

ったです。自転車のメンテナンスは特に

これといった資格も無く、誰にでも出

来ます。ですが、メンテナンスの専門

家は決して多くはありませんでした。で

すので、メンテナンスの技術や知識な

どは全て独学によるものです。創業後、

軌道に乗ってからはビジネスモデルの１

つとして多くの人にノウハウを教えてい

き、出張修理というビジネスモデルか

ら撤退していきました。その後はという

と、ロードバイクの修理や組み方など

のスクールを開設しました」と飯倉代

表は語る。

　現在のサイメンは商圏やターゲットを

絞った戦略を打ち出しているという。自

動車産業でも商圏、つまりターゲット

を絞った専門店や先鋭化した工場（1

月号掲載小山自動車参照）などは生き

残るべくして生き残る工場とも言える。

なぜならば、その工場でなければいけ

ない理由があるからである。サイメンの

場合も他社で行っていないことを続け

ていたからこそ、自転車業界内外に問

わず注目されている。また、サイメンの

利用者の多くは「最後の駆け込み寺」

という言葉を口にする。事実、それに

異業種に聞く商売のヒント

対して飯倉代表は「ウチで直せなけれ

ば他でも直せない」と技術者としての

誇りも見せる。

好きが高じて現在の姿に

　「元々、自転車が好きでしたので、

私自身は知識や技術の習得に苦はあり

ませんでした。ですが、ただ好きなだ

けでは人の心には突き刺さりません。

記憶に残るようなことをしていかなけれ

ばならないと思って始めたのが動画の

撮影です。定期的に動画をインターネ

ット上にアップしております。この試み

がさらに詳しく解説したDVDの販売に

繋がるなど、良い材料になっています」

と飯倉代表。

　DVDの販売は現在のサイメンを支え

る収入源の一つと言っても過言では無

い。しかもこのDVDがファンの間では

非常に好評であり、既に数万本の単位

で販売されている。動画撮影し、用途

別に詳細のメンテナンス方法などを

DVD化する、別にこれは自動車でも起

こりうることである。出版社が手がける

ことも多々あるが、〇〇自動車監修など

といった注釈が入っていることが多い

（実は編集部でもDVD販売を行ってお

り、好調な売上を記録したこともあ

る）。なお、スクールには100人以上

のメンバーがおり、不定期に人が出入

りするという。

サイメンの魅力

　編集部では自転車に対する知識はほ

とんど無いことを前提に書くが、サイメ

ンは技術屋としての魅力にあふれる店

舗である。まず、工具の状態が素晴ら

しい。整理整頓がされた作業スペース

は徹底した効率化が図られているに違

いない。

　「自分がせっかちだから直ぐに欲しい

工具が無いと困るじゃないですか。ケ

ミカルに関してもある程度一定の品質

のケミカルを使い続けることは作業の

ブレを無くせます」と語る飯倉代表は職

人の姿そのものである。備え付けられ

た工具の4割以上が既に絶版の専用工

具であるなど、自社でしか直せないと

いう発言も頷ける背景が垣間見られ

た。

サイメンから学ぶことは

　サイメンはメンテナンスをメインに、

ロードバイクの組み方をレクチャーする

スクール以外にも、専用工具などを使

える空間を提供するといったサービス

もある。『自転車が好きだが自分の工

具もなく、スペースも無い、知識も曖

昧である』といったユーザーには最適

な空間といえる。ひとたび足を踏み込

めば工具や消耗品など、自転車のこと

を知らない人でも心を躍らせることだろ

う。自動車で同じようなことをやろうと

すると空間の問題、費用対効果の問

題、本業から逸脱するなど、簡単には

いかないだろう。だが、工具の整理整

頓や作業場の美化作業などは『魅せる

整備』という新しい価値を創造できる

のではないだろうか。

　その結果、キレイな作業場で日常の

整備風景を撮影するのはどうだろうか。

実際に多くの自動車整備工場が

youtubeといった動画投稿サイトに個

人、法人を問わず動画投稿を行ってい

る。これは自社の信用、信頼を勝ち得

る最新の方法の一つであると言える。

　自転車は法定点検や車検は無く、自

動車業界に比べ単価も決して高くは無

い（ちなみにサイメンの工賃は1時間

9,000円のレバレート）。逆に自動車

業界は顧客の絶対数が多いからこそ、

その多くの顧客に広く開けた店舗作り

をすることも求められるのではないだろ

うか。

異業種に聞く商売のヒント
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こんな風景
見たことありません

Car written by 小平 拓実
自動車事業本部　コンサルタント？

趣味がなければダメですか？

―いかがでしょうか。 かなり広くて、 色々と載せられる

と好評なのです。

―ん～、これってゴルフバッグは3つ積めるかな？

―ええーと、カタログ上では4つ積めることになってい

ます。ただ、 ゴルフバッグにも、 大きさなどもあるでし

ょうから、 ちょっと……。

―ふ～ん、 そう。

　コミュニケーションが難しい。お客さまとの会話を盛

り上げられない。せっかく良いきっかけをくれているの

にチャンスを活かせず、 会話が途切れて、盛り下がる。

だってゴルフの話は良く分からないから、 話を膨らます

ことなんてできません。

　同じ趣味のお客さまなら大丈夫。サッカーならばち

ょっと古い話でも、 最新の情報でも盛り上がる。しか

し、 サッカー好きのお客さまはひとにぎり。多趣味でな

ければダメですか？ 新聞雑誌、テレビに映画、 いった

いどこまで調べればお客さまとのお話を盛り上げること

ができますか？

　盛り上げたいのは何のため？ ゴルフの話をしたかっ

た？ ゴルフの話はきっかけのひとつ。ゴルフの話そのも

のでなく、ゴルフには誰とどこまで出掛けるのか。趣味

を通じて、 どのように車を使うのか。そのように話を盛

り上げたかったはず。趣味だけで盛り上げるのは大変。 

それだけの知識が必要だから。

　そこの話は相手の土俵。 自分が話さなくても大丈夫。

私たちは私たちの土俵の話をしよう。その趣味でどん

な風に車を使うのかを聴いて、話を盛り上げよう。

　そのためのポイント「復唱質問」で、話を展開して

いこう。お客さまからいただいたきっかけの話をしっか

り復唱し、 その言葉を使って質問しよう。無理な転換や

無視ではない、 自然な流れで車の使い方へ。

―ゴルフですか？ 結構行かれるんですか？ 何人くらいで

行くことが多いのですか？

―まぁ、 月に2回くらいかな。部下を拾って2～ 3人で

行くことが多いかな。

―そうですか。部下の方と行かれるんですね。すると、

やはり運転のし易さとかも大事ですよね。どの辺りの

ゴルフ場へ行くことが多いのですか？ ……

　ゴルフをしていなければ、 スコアやスイングの話をす

ることも難しい。しかし、 車の使い方なら大丈夫。どこ

へ行くのか、 誰と乗るのか、 どんな風に使いたいのか、

車の使用シーンで盛り上がる。復唱質問で、 自然に会

話を車の用途へ。会話も商談も盛り上がる。

ご相談・お問い合わせ
▶ 03-5220-2688　　　　　株式会社 リブ・コンサルティング：

「100 年後の世界を良くする会社を増やす」ことを企業理念とし、現場主義・成果創出にこだわりを持った

総合経営コンサルティング会社。カーディーラーや中古車販売店、整備業などへの支援に強みを持つ。
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ホームページのご相談は ▶ http://digitalconvergence.jp整 備 工 場 の た め の イ ン タ ー ネ ッ ト 活 用 講 座

関谷 秋彦　中古車店・整備工場専門のホーム
ページ制作会社。代表取締役兼WEB ディレク
ター。元ディーラーフロントマン。中古車店・
整備工場専門のホームページ制作会社を経営
し、顧客は全国に数十社。中古車販売店や整
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インターネットがあなたの会社を救う！

　繰り返しになりますが、整備工場もクルマを売ること
です。中古車販売店に整備工場を併設させるのではあり
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活用することで、大きなコストを掛けずに販売情報を提
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　たったこれだけで、あなたの会社もお客さまに選ばれ
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する施策を考えてみてくださいね！

中古車店・整備工場専門のホームページ制作会社

有限会社 デジタル・コンバージェンス
中古車店や整備工場へ「成果の出るホームページ」を制作

しているインターネット販売のプロフェッショナル。

「整備工場のためのインターネット活用講座」と検索

最新車種から旧車まで対応可能
早い対応が自慢の

部品お問い合わせはナプロまで

高価買取
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　10万円程度のすりキズ、凹みキ
ズ、熱歪みの出やすいパネルの修理
方法を習得できるセミナーです。

　当社セミナーの「BP内製化プログ
ラム①バンパー補修セミナー」「BP内
製化プログラム②　バンパー補修ステ
ップアップセミナー」の継続研修とし
て鋼板修理技術の習得を目指す方や、
鈑金塗装時の熱歪みでお悩みの方に
オススメのセミナーです。
　また、塗装は出来るが小規模の鈑
金も覚えたいとお考えの方にも、新技
法を用いて修理技術を学べるセミナー

としてご活用いただけます。
　昨今の外板パネルは薄く、プレスラ
インも少ないことから歪みが出やすい
構造となっています。熱歪みの出やす
い外板パネルのスリキズや、線キズ、
凹みの修理を当社独自の修理技法で
学ぶことができます。
　BP内製化プログラム①②③を継続
学習していただければ、収益を上げな
がら技能習得ができ、内製化が可能
となります。

《講師の声》
　新しい視点から生まれた技法です
ので短時間で技術習得ができ、鈑金
経験者の方の技術の幅が広がります。
当社独自の技法を学んでいただき、収
益向上、BP内製化に繋げていただけ
ればと思います。

あいおいニッセイ同和

自動車研究所技術セミナーのご案内

あいおいニッセイ同和
自動車研究所技術セミナーのご案内

あいおいニッセイ同和自動車研究所では高い技術を誇る自前の講師陣がモーター代理店の皆様をサポートし、

最新技術を取り入れた研修を行っています。今回は３月開催の常設セミナーをご案内します。

シンプルパネルリペアセミナー
（BP内製化プログラム③）

3月9日～3月10日　(2日間)
定員8名

埼玉センター開催
申込締切日：2/23(木)

外板パネル修正セミナー
レベルアップコース

3月7日～3月9日（3日間）　
定員6名

東富士センター開催　
申込締切日：2/21(火)

※ 詳しいお問い合わせはあいおいニッセイ同和損保の各営業担当まで 　鈑金初心者や外板パネル修正セミ
ナー基礎コース修了者を対象にした
『パネル端部やプレスラインを含む損
傷等、難易度の高い部位の修正作業
に必要な知識・技術を習得するセミ
ナー』です。
　３日間のスケジュールで、座学と実
習を交えながら実施します。実習で

は、基礎を再確認した後に、部位毎
の損傷特性や修正の手順を、理論的
に分かりやすく解説していきます。初
心者の方でもより実践的な技術習得
が可能となります。
　基礎知識・技術を理解していること
が前提ですので、基礎コース終了後に
受講していただくと、より理解が深ま
ります。

《講師の声》
　外板鈑金は「見習い」「勘やコツ」
など経験主体で、技術習得に時間が
かかると言われています。当セミナー
では、構造による損傷特性・工程毎
の目的・理論などを理解した上で作
業していただきます。安心して受講し
てください。
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心者の方でもより実践的な技術習得
が可能となります。
　基礎知識・技術を理解していること
が前提ですので、基礎コース終了後に
受講していただくと、より理解が深ま
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本コーナーは本誌編集部が日々の活動を通じて感じたことを綴るコーナーです。

誌上編集部ブログ

雑誌の内容、誰が問い合わせる？ 

　平均すると半年に一度ぐらいだろうか、雑誌の内
容についての問い合わせが編集部に寄せられる。そ
れ自体は何ら珍しいことではない。問題なのは、誰
が連絡してくるかなのである。
　本誌はフリーペーパーという性格上、個別に販
売・発送することはできないため、全国各地の業者
と提携して配布していただいている。問い合わせの
3件に1件ぐらいは、読者ではなくこの配布協力業
者によるものなのである。
　しかし、こうした代行問い合わせがある度に、私
はどうにも違和感を覚えずにはいられない。という
のも、発行しているのはせいび広報社なのだから、
中身に関する問い合わせは直接編集部に来るもので
はないのか？間に立つ業者に連絡したところで、編
集した本人ではないのだから解決することはまずな
いのに、なぜ直接連絡して来ないのだろう？と思う
のである。

困った時は頼れる人を頼るのが人間だ 

　そこでこんな仮説を立ててみた。例えば、店頭で
何か商品を購入して、その商品に不具合があった場
合、すぐにメーカーに問い合わせるだろうか？ 交
換にせよ、修理にせよ、メーカーに問い合わせれ
ば、どうしても一定の時間がかかってしまう。そも
そもコンタクトを取る時点で、商品を購入したのが
土日祝日であれば、メーカーの営業時間外だったり
して、さらに待たされることすらある。
　これに対し、購入した店に相談すれば、その場で
交換となるケースがほとんどで、待たされるストレ

スもない。
　この場合、表面上、購入者は、せっかく購入した
商品が使えないという状態を、一刻も早く解消した
いという欲求があり、その最適な対象として購入店
に駆け込んだと分析できる。
　さらに踏み込めば、実は購入者と店、特に今回取
り上げた読者と配布業者には太い信頼関係があり、
「あの店で購入した商品なのだから」「あの会社か
ら受け取った雑誌なのだから」という思いを抱い
て、自身の困りごとを解消してもらおうと駆け込ん
だのではないだろうか。信頼の裏づけとも言える。

お客さまからの厚い信頼ありますか？ 

　これを踏まえて、読者の皆さんに自社の状況を考
えていただきたい。御社には、自社のことを支持し
てくれる、頼りにしてくれるお客さま＝ファンがど
れだけいらっしゃるだろうか？
　釈迦に説法かもしれないが、今後ますます厳しく
なっていく自動車アフターマーケットである。人口
も、それに連動して保有台数も減少が見込まれる中
で、自社が生き残りさらには勝ち残っていくために
は、こうした厚い信頼関係で結ばれたお客さまをど
れだけ確保できるかがカギを握っている。
　また、一方で、「かわいさ余って憎さ百倍」とい
うことわざもあるように、一度信頼を失ってしまえ
ば、自社に向けられた「好き」が「嫌い」に転じて
しまい、二度と自社には戻ってこない可能性すらあ
ることも肝に銘じておかなければならない。
　自社の力を既存客フォローに割くのか、新規客獲
得に割くのか、あるいはどのタイミングで既存客
フォローだけに集中するのか決断するのはなかなか
難しい。一つの判断材料としては･･････弊社が毎年
5月末に発行する「経営戦略データ」をヒントにし
ていただきたい（とさりげなくPR）。　　　（Z）

絆の強さのありがたみ

せいび界
vol.614 FEBRUARY 2017

20



GRX125･マークＸ
（17410-31440）

GRS181/GRS183･クラウン
（17410-31420/17410-31510）

GRS201/GRS203･クラウン
（17410-31781/17410-31791）

ZNE14G･ウィッシュ
（17420-22081）

ZZE124/NZE124･カローラ系
（17420-21120/17420-22070）

高品質なSUS304ステンレス&TIG溶接！

TEL: 025-386-1555株式会社 共伸商会

ステンレスパイプマフラー

新潟県新潟市北区樋ノ入1389-3

輸入車や大型トラック等のマフラーもリビルト＆制作致します！ ぜひご相談下さい

商品ラインアップ

雪の多い地域でも純正と同じ品質の
錆びないステンレス製のマフラーを制作
雪の多い地域でも純正と同じ品質の
錆びないステンレス製のマフラーを制作
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まかせて安心

廃車の買取り、部品販売の
ご用命はテクニカルクリーンまで！

株式会社テクニカルクリーン
〒689-3524　鳥取県米子市石州府 732-92
TEL.0859-27-5388　FAX.0859-39-3691

送付先ファックス番号 ▶ 03-5713-7607

FAX. 03-5713-7607
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　TEL ▶ 03-5713-7603　EML ▶ info@seibikai.co.jp　URL ▶ www.seibikai.co.jp

2

申　込　日　　　　年　　　月　　　日

会社名

部署名

氏　名

住　所

e-mail

電　話

ＦＡＸ

年　齢

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。

〒□□□－□□□□ 
歳

申 込 者 情 報

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ご回答と必要事項

をご記入の上、FAX にてご応募下さい。

応 募 方 法

締　切読者アンケート（プレゼント応募用） 2017 年 2月 28日（火）　※当日到着分まで有効

◆　プレゼントする商品

◆　新車販売をしていますか？（いずれかに○）

◆　上記で「している」と答えた方、販売する際、
　　自社で（社外）カーナビを装着する割合は、
　　新車販売台数全体に対して約何％でしょうか？

ディズニーリゾート ペア招待券
１組２名様

◆　今後、掲載して欲しい記事は？
　　（複数回答可）

□ 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

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

◆　ご意見、ご感想をお寄せ下さい。

◆　今月号の中で、興味深かった記事は？
　　（複数回答可）

□ こんな風景見たことありませんCar？

□　隣の芝生は何色だ？特別編

□　整備工場のためのインターネット活用講座

□　内海正人先生の労務相談室

□　コバック導入店レポート

□　誌上編集部ブログ

□　リサイクルパーツのページ

□　読者プレゼント

している　・　していない

◎  今月の特集・注目記事

◎  連載記事

□　イベントリポート　東京オートサロン2017

□　異業種に聞く商売のヒント

□　あいおいニッセイ同和自動車研究所
　　技術セミナーのご案内

□　個人向けリース7MAXを導入し
　　基盤顧客の創出を目指す



社会保険労務士 内海正人の内海正人
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（KKベストセラーズ2012） ／管理職になる人がしっておくべきこと(講談社+α文庫2012）
上司のやってはいけない！（クロスメディア・パブリッシング2011）／今すぐ売上・利益を上げる、上手な人の採り方・辞めさせ方！   （クロスメディア・パブリッシング2010） 

日本中央社会保険労務士事務所　代表／株式会社日本中央会計事務所　取締役

労務のご相談は ▶  　　www.roumu55.com 労  務  相  談  室

在庫
多数

現車も多数在庫
高年式中年式の

買ってほしい
部品部品

修理代修理代を 安くしたい!! !!廃車不要車廃車不要車を
そんな時は

月 火 水 木 金 土日
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せいび界 検  索記事の続きはせいび界のホームページでご覧頂けます。
 ［ホームページ］ ➡ ［ビジネス］ ➡ ［労務相談室］

インターネットに会社の悪口を書かれたら
　当社は最近、インターネット上に根も葉もない悪質な
噂を立てられ、迷惑している。その内容は職場や上司に
対する不満などで、話の内容から社員を特定できたのだ
が、どのような処分をしたらよいだろうか？

　SNSで個人でも簡単に情報や意見を発信できる時代
となりました。それは時に、暴走する感情で情報を発信
した結果、大きな経済損失につながってしまうこともあり
ます。確かに、インターネットの上でも表現の自由はあり
ますが、記事の内容が事実と反する、または、機密情報
を漏らすなどの内容であれば、懲戒処分の対象となるの
です。これに関する裁判を紹介します。

＜日本経済新聞社事件＞
東京高裁　平成14年9月24日

　新聞記者が自分のホームページに、会社に対する批
判、社外秘の情報を掲載し、取材先の実名や役職名な
どを公表してしまいました。会社はホームページの閉鎖
を依頼するも、この社員が拒否したため、就業規則の懲
戒処分に該当するとして、14日間の出勤停止を命じまし
た。しかし、この社員は処分に納得がいかず、裁判を起
こしました。

裁判所の判断
 　ホームページは私的なものだが、不特定多数の者が

見ることができ、記者として知った情報の掲載は職務と
無関係とは言えない。また、本件は職務上の機密漏えい
にあたり、命令不服従であるとも言える。以上のことか
ら、懲戒処分は有効とし、会社の勝訴となりました。

　この裁判のポイントは、「会社の信用失墜につながる
記事」であった点と秘密情報の漏えいなどで「企業秩序
を乱している」ということで、14日出勤停止という懲戒
処分は有効とされたのです。
　さらに、会社の信用失墜を理由として損害賠償を請求
することもあります。これに関する裁判を紹介します。

＜甲社（2ちゃんねる書き込み）事件＞
東京地裁　平成14年9月2日

　会社を解雇された社員が2ちゃんねるに、この会社の
名誉を毀損する内容のスレッドを立ち上げた。そこには
事実に反する内容や批判、さらに会社の役員個人の名
誉を毀損する内容が書き込まれた。これが会社の知るこ
ととなり、会社と会社役員の信用と名誉を毀損したとし
て、会社と役員から損害賠償を請求された。

裁判所の判断
　インターネット上の情報が伝播する力はとても大きく、
文書などに比べて名誉、信用をより大きく損なう危険が
あるとして、元社員に対し会社と役員への損害賠償を命
じた。 この判例に関する解説は…　　＜Webに続く＞
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　本年もリサイクルパーツを上手に使
い売上、粗利アップに貢献して頂けれ
ばと思います。さて、リサイクルパーツ
を生産しているいわゆるリサイクル業
ですが、リサイクルパーツを生産する
以外にも鉄素材の生産や海外への貿
易、車両の販売など幅広くビジネスの
輪を広げています。そんなリサイクル
業の中で、リサイクルパーツの生産は
非常に重視している分野なのです。

リサイクル業の仕事の一部

　リサイクル業は皆様やオークション
から車両を仕入れてきて部品に生産
したり素材としたり、様々なリサイクル
を行っております。最終的にはリサイ
クル率100％を目指すのですが、残
念ながら全てのリサイクル業が100％

を達成出来ているわけではありませ
ん。とりわけリサイクルパーツとして販
売出来る（十分に生産に時間をかけ
ても利益が取れる）ものであれば生産
を行います。入庫=全て部品ではな
く、鉄素材などにも分別されます。も
ちろん、鉄以外の部品も使われており
ますので、それぞれを分別するのが重
要な仕事であると言えます。その中で
もとりわけ利益率が高いのが部品な
のです。

パーツの重要性

　一番のリサイクルはそのままの状態
で再利用することです。パーツ販売は
そのままの状態（実際は洗浄などを
行う）で取り付けることとなるので、リ 
サイクルの本懐とも言えます。リサイク

ル業界も社会的責任を果たす上で重
要な位置にパーツ販売を置いている
背景が見えてくると思います。例えば、
フロントガラスなどは中に使われてい
る素材が接着剤として利用されるので
すが、細かく砕くなど手間が掛かる上
に大量に行わなければメリットが出ま
せん。そういった意味でパーツ販売は
買い手（整備工場）、売り手（リサイク
ル業）、使い手（エンドユーザー）全て
に喜ばれると言えます。

パーツの金額のつけ方

　とは言え、パーツの利益率が高いと
言っても1万円で仕入れた軽自動車
のドアを1枚1万円で売れたから利益
率が高いのかと言えばそれは違いま
す。もちろん売れるパーツであれば強
気な値段をつけるお店もあると思いま
すが、実際には人件費や仕入れ、相
場などを加味して値段はつけられま
す。もちろん、高年式になればなるほ
ど高くなるのは、仕入れが高くなるか
らです。購入時に何と比較して高いか
を考えることも大切です。ガラスやモ
ニターが付けばリアゲートパネル単体
であれば、新品よりも高くなるのが相
場です。組み換え工賃や時間などと天
秤に掛けて提案してみてはいかがでし
ょうか？

自動車リサイクルのページ
automobile recycle

リサイクル業の仕事内容とパーツの重要性
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｜ リサイクルパーツ販売 ｜

株式会社 アートパーツ長野
▶ 長野県松本市島立1132-21

ビスカスカップリング500円引き

www.artparts.net

0263 - 40 - 2100

0263 - 40 - 2230
環境にやさしくすることは、人に優しくすること

CUPON

www.f-reparts.co.jpサービス・取り扱いパーツの詳細は

リビルドコンプレッサー1,000円引きCUPON

株式会社 福島リパーツ
▶ 福島県郡山市安積町笹川字北向72 www.f-reparts.co.jp

024 - 946 - 1180

024 - 937 - 0023
社会に貢献するリサイクル業

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

CUPON

廃車引き取り１台につき心ばかりの粗品プレゼント

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

株式会社 ナプロアース
▶ 福島県伊達市梁川町やながわ工業団地63-1 naproearth.co.jp

024 - 573 - 8091

024 - 573 - 8092
ワクワクくるくるリサイクル

最新車種から旧車まで対応可能
早い対応が自慢の

部品お問い合わせはナプロまで

お買い得クーポン
クーポンの有効期限は

平成 29 年 2月 28 日までとなります。

１社様１回限りの利用になります。

CUPON

ライジングタイプLED１セットお買い上げにつき中古ETC１台プレゼント

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

株式会社 辻商会
▶ 北海道旭川市永山北2条11丁目30番地2 www.ngp.gr.jp/k101

0120 - 16 - 6969

0166 - 49 - 2020
環境にやさしく、お客様に喜んで頂ける企業を目指します

旭川市シンボルキャラクター

環境 ISO14001認証取得
品質 ISO9001認証取得

廃車買取1,000円アップCUPON

｜ リサイクルパーツ・リビルドパーツ・廃車買取 ｜

株式会社 サンケイ商会
▶ 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根中荒巻21-1 www.sankei-s.com

0120 - 41 - 4543
リサイクルパーツの新時代へ 引取りは岩手県内に限ります

岩手県内全域引取り可能

) 0197-44-3531（本社）
) 019-632-1336（盛岡）

リサイクルパーツのお問い合わせは

CUPON

セット購入で販促用ディスプレイ進呈

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

株式会社 永田プロダクツ
▶ 山形県酒田市高砂字官林続10-11 www.nagata-p.co.jp

0120 - 727 - 969

0234 - 43 - 1275
顧客満足と環境保全を提供することで社会に貢献します
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｜ リサイクルパーツ販売／車買取／レンタカー ｜

有限会社 マスターズ
▶ 愛媛県松山市中野町甲923番地 masters-coltd.com

089 - 960 - 8382

089 - 960 - 8386
リサイクル部品で地域社会に貢献

レンタカーを利用していただいた方に
５００円食事券１枚から進呈

CUPON

軽四やワンボックスなど
格安にてお貸しします！
軽四やワンボックスなど
格安にてお貸しします！

部品注文は専門スタッフが敏速に対応します。
不動車・中古車買取りします。見積もり無料

レンタカー

お買い得クーポン

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜
リビルドエンジン・軽自動車エンジンを主に多数品揃え

株式会社 多田自動車商会
▶ 兵庫県神戸市西区神出町田井266-1

廃車引き取り１台につき心ばかりの粗品プレゼント

www.118-2.com

0120 - 980 - 557

0794 - 89 - 2019
廃車・不要車を買取ります。未来の地球のために安全な廃車を！

CUPON

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

株式会社 桃太郎部品
▶ 岡山県岡山市北区今保577

廃車１台につき農薬不使用 天晴桃太郎パパイヤ茶 進呈

www.momo-parts.jp

086 - 241 - 5678

086 - 246 - 2322
リサイクルパーツ全品保証付で安心。

CUPON

全国ネットでリサイクルパーツをお届けいたします。

株式会社 桃太郎部品

どんな車でも買い取りリサイクルパーツ販売

車の買い取りやリサイクルパーツの販売を通じた循環型社会の構築を目標としています。

クーポンの有効期限は平成 29 年 2月 28 日までとなります。１社様１回限りの利用になります。

CUPON

リビルトオルタネーターお買い上げの方に粗品プレゼント

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

有限会社 旭自動車商会
▶ 茨城県水戸市ちとせ1-1408-1 www.asahi-parts.com

029 - 224 - 1721

029 - 222 - 3061
中古部品・リビルトパーツ・事故車・廃車買い取り

おまかせください
　　　リサイクルパーツ

「旭自動車商会」は、
環境庁の気候変動キャンペーン「Fun to Share」に賛同しています

CUPON
新品フロントガラス　業者・法人向け発送送料無料

（北海道・沖縄・離党除く） 

｜ 純正部品／社外部品販売 ｜

有限会社 上島商会
▶ 兵庫県明石市樽屋町9-2 net-buhinkan@guitar.ocn.ne.jp

078 - 920 - 8280

078 - 918 - 1819
高品質・低価格でピックアップ

NET 部品館

まずは、お電話下さい！

｜ リサイクルパーツ販売／廃車 ｜
軽自動車から大型車までどのようなお車でも見積り無料・買取OK

株式会社 紀南パーツ
▶ 和歌山県日高郡みなべ町山内５６

リビルド商品お買上げ500円引き
※１社につき１か月１回有効

www.ngp.gr.jp/k707

0739 - 84 - 2222

0739 - 84 - 2233
お客様のニーズに答えられるよう日々努力しております

CUPON

｜ リサイクルパーツ販売 ｜

株式会社 ユピック
▶ 東京都大田区西蒲田6-36-11西蒲田NSビル5F

リビルトオルタネーター500円引き

www.yupic.co.jp

03 - 3736 - 0431

03 - 3736 - 1301
車の社会環境を考える

CUPON

｜ リサイクル・リビルトパーツ販売 ｜

株式会社 丸徳商会
▶ 埼玉県深谷市国済寺 500-3

リビルトパーツ　クオカードプレゼント
（せいび界を見たとお伝え下さい）

北埼玉を中心に県内５店舗

CUPON

www.marutoku-shokai.co.jp

048 - 570 - 5511

048 - 572 - 1217

ISO4001取得

本　　　社　　048-571-3135
秩父営業所　　0494-24-8761
行田営業所　　048-556-1339
本庄営業所　　0495-33-3135
東松山営業所　0493-23-3101

クルマのことでお困りなら☎を下さい

優良品・リサイクル品・リビルド品・各種工具・タイヤ

せいび界
vol.614 FEBRUARY 2017

28



愛車を売りたい方
リサイクルパーツをお求めの方
吉田商会へご相談下さい

リサイクルパーツ（部品）販売 廃車受入 オリジナルバッテリー

愛知県豊橋市下地町字新道 29番地

0532-53-3907
www.yoshida-shoukai.com

吉田商会株式会社

▶リサイクルパーツ
販売 ▶廃車買取り環境マネジメントシステム

ISO14001 認証取得工場

カーズターミナル
静岡県浜松市南区福塚町 325-6) 053-444-0002

株式会社
〒430-0843

カーズターミナルでは、ELVの適正処理と、
リサイクルパーツの有効活用を目指しています。
ELV ＝ END OF LIFE VEHICLE（廃車）

まかせて安心

廃車の買取り、部品販売の
ご用命はテクニカルクリーンまで！

株式会社テクニカルクリーン
〒689-3524　鳥取県米子市石州府 732-92
TEL.0859-27-5388　FAX.0859-39-3691

株式会社オートリサイクルナカシマ 大分県日田市上城内町 1365-3 TEL. 0973-25-6008　TEL. 0973-23-0327（部品直通）　FAX. 0973-26-0006
有限会社オートリサイクルナカシマ福岡 福岡県筑紫野市山家 4073-32 TEL. 092-926-6008　TEL. 092-926-6298（部品直通）　FAX. 092-920-3054

http://nakashima.gr.jp/私たちは、リサイクル部品で地球にやさしい環境を創造します。

カズイ
金太郎

雄星 修先生 www.yatsuzuka.jp

TEL：089-985-0111　FAX：089-960-3020

人が集い部品が集う

お 客 様 第 一 主 義 ・ 地 方 密 着 ・ 三 方 よ し を 目 指 し ま す
車の買取やパーツ問い合わせ、お客様のニーズに合わせて誠意をもってお応え致します

▶車買取 ▶リサイクルパーツ販売・買取

株式会社 愛媛県伊予郡松前町徳丸 233-4ヤツヅカ電話・ファックスするなら 今でしょ！！！

亀仙人
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面倒な圧縮比測定をPAPATT（ぱぱっと）解決
誰でも簡単操作で品質向上

お客様の信頼度UP
実車での測定が可能で効率UP
エンジンの良否判定に最適

測定結果がプリントアウトできます

株式会社 大洋商会 京都府宇治市槙島町十六12-1 taiyoshokai.co.jp) 0774 - 24 - 8885

大型トラック用ディーゼルエンジンや
軽自動車用ガソリンエンジンにも対応！
誰でも簡単、 確実にエンジン圧縮比を測定できます。

最短 ５ 分
測定時間

PAPATT 測太郎
ぱ　　ぱ　　っ　　と そ　く　た　ろ　う

エンジン圧縮比測定器
業界初 !! デジタルでエンジン圧縮比を測定新発売

ver.2.0

エンジン圧縮比測定器 PAPATT 測太郎主な機能

1.エンジンを選定します。

2. 選定された標準エンジンデータが
現れます。（青色波形）

3. 選定します。（測定値は赤色波形）

● パワーと回転円滑度の同時観察 
エンジンの性能は、パワー（対燃費）と回転の円
滑度と耐久性の３点が重要です。   当機は其の
内の２点、パワー   （パワーの源泉となるコンプ
レッション）   と回転の円滑度を同時に観察する
事で、圧縮が測れる測定器です。

● 簡単にコンプレッション測定 
独自の技術で従来不可能とされた車載された
エンジンのコンプレッションも簡単に測定する
事が可能になりました。陸、海上を問わず全て
のエンジンに提案できます。

▲コンプレッションの測定
◀データの印刷も可能



応募締切  2017 年 2月 28日（火） ※当日到着分まで有効読者プレゼント読者プレゼント 25ページのアンケートにお答えの上、FAXにて応募ください。

抽選で１組２名様Present 1

バントラックリース専門店〒104-0061 東京都中央区銀座 2-11-8 第 22中央ビル 7階

) 03-5565-0202 03-5565-0203

バントラックリース専門店

VAN TRUCK LEASE自社の法人顧客へ新提案！
バン・トラックリース専門店開店しませんか？

今、入庫しているお客様も
他社リース会社に契約されたら
入庫が無くなってしまう前に
自社でリース提案しませんか？

初期投資一切不要。
広告費０円で始められる
高額な計算ソフトなどの初期投資＆固定費一切不要。
見積り、契約書、車両手配、納車まで、完全サポート。手
間がかかりません。また、窓口一つで複数のリース会社
を複数利用可能。与信枠の有効利用！ 自社仕切り、指定
ディーラーがあれば利用可能！ 車両売上が上がります。

１台からでもご契約可能。 法人様のためのバントラックリース専門店

登録無料
期間限定

営業実務
不要

複数リース会社
利用OK

» 株式会社せいび広報社
TEL：03-5713-7603 http://www.seibikai.co.jp/

編　集　部
「ディズニーリゾート ペアチケット（引換券）」
　お客さまに！ ご自分で！ ボーナスの代わりに！
　東京ディズニーリゾートのペアチケット引き換え券をプレゼント。本券をお近くのＪＴＢ店
舗にお持ち頂き来場する日付を指定して１DAY PASSPORTに交換してください。東京デ
ィズニーランド、東京ディズニーシーどちらか一つのパークをご利用になれます。
※本件での入場は出来ません。
　必ず事前にＪＴＢ店舗にて交換してください。

〒963-0102 福島県郡山市安積町笹川字北向 72

福島リパーツ
www.f- reparts.co.jp

株式会社

サービス・取り扱いパーツの詳細は

社会に貢献するリサイクル業

024-946-1180
お気軽にお問い合わせください。

リサイクルパーツをお探しなら
全国ネットワークから欲しい部品を素早く検索！
見積り無料 全国発送

廃車買い取りサービス

廃車、事故車買い取ります
詳しくはWEB をご覧下さい

■ エンジン
■ トランスミッション
■ 噴射ポンプ
■ ターボチャージャー
■ セルモーター
■ ラック＆ピニオン
■ オルタネーター

■ ライト
■ ドアミラー
■ シート
■ グリル
■ ドア
■ オーディオ
■ ボンネット

■ ドライブシャフト
■ ラジエター
■ ACコンプレッサー
■ コンデンサー
■ バンパー
■ マフラー
■ 足回りパーツ

■ トランク
■ メーター
■ フェンダー
■ スポイラー
■ タイヤ
■ ガラス
■ テールランプ

査定
無料

取り扱いパーツ

！！

info@f-reparts.co.jp
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個人向けリース７ＭＡＸを導入し基盤顧客の創出を目指す（仮）

株式会社リライトガレージ
鹿児島県鹿児島市住吉町 12-20
TEL：099-219-3380

　個人向けリース７ＭＡＸを導入
　し基盤顧客の創出を目指す

　目の前には桜島を眺める、鹿児島の中

央とも言える鹿児島市に㈱リライトガ

レージは店舗を構える。タイヤショップと

して創業し、現在も変わらぬ姿を見せ

る。タイヤショップという側面以外にも輸

入車の整備、販売を手がけ、ディーラー

からの外注整備工場として法人向けの仕

事もこなす。一般顧客は輸入車の顧客も

多く、その技術力の高さに信頼を置いて

いる。

　「エンドユーザー様向けのサービスをよ

り強化していこうと考え、以前より加盟し

ていたジョイカルジャパンのいわゆる1

万円リースである７ＭＡＸを取り扱うよう

になりました10月後半から販売を始め、

11月単月では14台のリース販売に成

功しました。これまでも中古車などの販

売を行っていましたが、個人向けリース

となると支払い方法はもちろん、仕組み

が異なるので、注意を払わなければなり

ません。そもそも７ＭＡＸは若年層に向

けて販売するつもりでチラシなどを出した

のですが、来店されるお客さまは思いの

ほか高齢者の方が多く、思わぬ誤算もあ

りました。ですがどの年齢層のお客さま

にとっても、良い商品だと私は考えてお

ります。事実、仕組みを理解されたお客

さまにはやはり『良い商品だ』と好評で

す」と山田賢太郎営業本部長は語る。

　昨今のいわゆるコミコミ1万円リース

商品は顧客の月額支払いが定額（ボー

ナス払い年2回有り）という点が非常に

分かり易く好評だという。また、タウン

誌に掲載することで主婦層の目に留まり

受注に繋がるケースもあるという。また、

チラシ以外にも広告を打つなど、周知活

動に余念が無い。

　７ＭＡＸを売り切る施策を打つ

　車検屋で車検を受けることはあっても

車は買わない、そんな顧客の心理を理解

した店作りをしなければ顧客の心を掴む

ことは出来ない。

　「チラシを見てお電話をされる方は殆ど

が懐疑的です。『本当に1万円で乗れる

の?』と大体の方は聞いてきます。その

不安を取り除くことが大切です。お電話

では全てを説明仕切れませんので、1度

来店されることを促します。そこで役に

立つのがホームページなのです。スマホ

で直ぐに検索される方であれば分かると

思いますが、ホームページでしっかりと

７ＭＡＸを紹介してあるので、そこで一

旦信用して頂けます。しかし、来店した

後も気は抜けません。のぼりでの周知は

もちろんですが、店舗が総出で７ＭＡＸ

を販売している雰囲気を作らなければな

りません。チラシの内容と違うことをやっ

ていては意味がありませんから。店舗に

てきちんと説明を受ければ納得され契約

を頂けております」と山田営業本部長。

　７ＭＡＸに特化した店作りが顧客に信

頼感を与える。元来、輸入車の取り扱

いもあることで整備技術などにも高い評

価を得ており、信用そして信頼も得られ

ることが分かる。その実、ホームページ

を改装するなど、昨年からの事業変革に

於いて新規顧客が増えているという。

　ＪＡＳを活用したリース販売が
　ジョイカルの強み

　「ジョイカルジャパンのシステムである

ＪＡＳがあります。これは新車の見積りを

するのにとても便利なシステムで、このシ

ステムがリース販売にも非常に活用出来

るので助かっています。シンプルに作られ

ているので分かりやすく、お客さまにも

説明がし易いのが好印象です。このＪＡ

Ｓを上手に使ってお客さまにリースの説

明が出来ます。これも全国展開している

ジョイカルジャパンというブランドがある

からこそ信用、信頼を得られるのだと思

います」と山田営業本部長。

　ジョイカルジャパンの武器は７ＭＡＸや

ハーフマックスといった販売方法以外に

もある。その１つがシステムであるＪＡＳ

だ。本誌（2016年５月号）でも紹介し

たが、システムは使い切ってこそ意味が

ある。リライトガレージではジョイカルの

仕組みそしてシステムを上手に使いきっ

ている。

　ストック収益である以上、
　顧客を増やし育てていく

　整備工場はストックビジネスである。

いかに自社の基盤顧客を創るかが問われ

ると言っても過言ではない。もちろん昨

今の顧客囲い込み戦略を展開するディー

ラーなどを見れば分かる通り、メンテナ

ンスパックなどがいい例である。

　「リースの場合、７年間という期間、

お客さまとお付き合いが出来ます。もち

ろんその間の保険収益、乗り換え時期の

再提案など様々な形が取れます。です

が、それだけでは整備工場は厳しくなっ

てしまいます。以前より販売は行ってい

ますが、よりお客さまは減っていくでしょ

う。そういった際にお客さまと繋がって

いるかが問われます。今後はより整備主

体の工場を目指していきます。整備工場

の主たる収入源の１つ、車検ですが、そ

れだけでは最早収益は上がらず、だから

と言って車販を直ぐに出来るかと言われ

ればソリューションを組むこと自体が難し

いです。ジョイカルジャパンそして７ＭＡ

Ｘを活用し、車販を１つの入口として更

なる顧客獲得を目指してまいります」と

山田営業本部長。

　リライトガレージでは７ＭＡＸでの年間

販売120台を目標として設定しており、

今後は車検拡大を検討しているなど、更

なる事業発展を目指していく。生き残る

整備工場から勝ち残る整備工場へと進

化していくその背景には勝ち残る明確な

意思が必要だ。リライトガレージはその

ビジョンを見出し更なる発展を目指す。

株式会社リライトガレージ

元気印工場訪問

個人向けリース

７ＭＡＸを導入し
基盤顧客の創出を目指す
株式会社リライトガレージ
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個人向けリース７ＭＡＸを導入し基盤顧客の創出を目指す（仮）

株式会社リライトガレージ
鹿児島県鹿児島市住吉町 12-20
TEL：099-219-3380

　個人向けリース７ＭＡＸを導入
　し基盤顧客の創出を目指す

　目の前には桜島を眺める、鹿児島の中

央とも言える鹿児島市に㈱リライトガ

レージは店舗を構える。タイヤショップと
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る。タイヤショップという側面以外にも輸

入車の整備、販売を手がけ、ディーラー

からの外注整備工場として法人向けの仕

事もこなす。一般顧客は輸入車の顧客も

多く、その技術力の高さに信頼を置いて
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　「エンドユーザー様向けのサービスをよ

り強化していこうと考え、以前より加盟し

ていたジョイカルジャパンのいわゆる1
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になりました10月後半から販売を始め、

11月単月では14台のリース販売に成

功しました。これまでも中古車などの販

売を行っていましたが、個人向けリース

となると支払い方法はもちろん、仕組み

が異なるので、注意を払わなければなり

ません。そもそも７ＭＡＸは若年層に向

けて販売するつもりでチラシなどを出した

のですが、来店されるお客さまは思いの

ほか高齢者の方が多く、思わぬ誤算もあ

りました。ですがどの年齢層のお客さま

にとっても、良い商品だと私は考えてお

ります。事実、仕組みを理解されたお客

さまにはやはり『良い商品だ』と好評で

す」と山田賢太郎営業本部長は語る。

　昨今のいわゆるコミコミ1万円リース

商品は顧客の月額支払いが定額（ボー

ナス払い年2回有り）という点が非常に

分かり易く好評だという。また、タウン

誌に掲載することで主婦層の目に留まり

受注に繋がるケースもあるという。また、

チラシ以外にも広告を打つなど、周知活
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　７ＭＡＸを売り切る施策を打つ

　車検屋で車検を受けることはあっても

車は買わない、そんな顧客の心理を理解

した店作りをしなければ顧客の心を掴む

ことは出来ない。

　「チラシを見てお電話をされる方は殆ど

が懐疑的です。『本当に1万円で乗れる

の?』と大体の方は聞いてきます。その

不安を取り除くことが大切です。お電話

では全てを説明仕切れませんので、1度

来店されることを促します。そこで役に

立つのがホームページなのです。スマホ

で直ぐに検索される方であれば分かると

思いますが、ホームページでしっかりと

７ＭＡＸを紹介してあるので、そこで一

旦信用して頂けます。しかし、来店した

後も気は抜けません。のぼりでの周知は
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を販売している雰囲気を作らなければな
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ていては意味がありませんから。店舗に

てきちんと説明を受ければ納得され契約

を頂けております」と山田営業本部長。

　７ＭＡＸに特化した店作りが顧客に信

頼感を与える。元来、輸入車の取り扱

いもあることで整備技術などにも高い評

価を得ており、信用そして信頼も得られ

ることが分かる。その実、ホームページ

を改装するなど、昨年からの事業変革に

於いて新規顧客が増えているという。

　ＪＡＳを活用したリース販売が
　ジョイカルの強み

　「ジョイカルジャパンのシステムである

ＪＡＳがあります。これは新車の見積りを

するのにとても便利なシステムで、このシ

ステムがリース販売にも非常に活用出来

るので助かっています。シンプルに作られ

ているので分かりやすく、お客さまにも

説明がし易いのが好印象です。このＪＡ

Ｓを上手に使ってお客さまにリースの説

明が出来ます。これも全国展開している

ジョイカルジャパンというブランドがある

からこそ信用、信頼を得られるのだと思

います」と山田営業本部長。

　ジョイカルジャパンの武器は７ＭＡＸや

ハーフマックスといった販売方法以外に

もある。その１つがシステムであるＪＡＳ

だ。本誌（2016年５月号）でも紹介し

たが、システムは使い切ってこそ意味が

ある。リライトガレージではジョイカルの

仕組みそしてシステムを上手に使いきっ

ている。

　ストック収益である以上、
　顧客を増やし育てていく

　整備工場はストックビジネスである。

いかに自社の基盤顧客を創るかが問われ

ると言っても過言ではない。もちろん昨

今の顧客囲い込み戦略を展開するディー

ラーなどを見れば分かる通り、メンテナ

ンスパックなどがいい例である。

　「リースの場合、７年間という期間、

お客さまとお付き合いが出来ます。もち

ろんその間の保険収益、乗り換え時期の

再提案など様々な形が取れます。です

が、それだけでは整備工場は厳しくなっ

てしまいます。以前より販売は行ってい

ますが、よりお客さまは減っていくでしょ

う。そういった際にお客さまと繋がって

いるかが問われます。今後はより整備主

体の工場を目指していきます。整備工場

の主たる収入源の１つ、車検ですが、そ

れだけでは最早収益は上がらず、だから

と言って車販を直ぐに出来るかと言われ

ればソリューションを組むこと自体が難し

いです。ジョイカルジャパンそして７ＭＡ

Ｘを活用し、車販を１つの入口として更

なる顧客獲得を目指してまいります」と

山田営業本部長。

　リライトガレージでは７ＭＡＸでの年間

販売120台を目標として設定しており、

今後は車検拡大を検討しているなど、更

なる事業発展を目指していく。生き残る

整備工場から勝ち残る整備工場へと進

化していくその背景には勝ち残る明確な

意思が必要だ。リライトガレージはその

ビジョンを見出し更なる発展を目指す。
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元気印工場訪問
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｜　自社仕入れ　｜　自社生産　｜　豊富在庫　｜　高品質　｜　低価格　｜　高価買取り　｜オルタライフのチェンバラ

〒335-0034 埼玉県戸田市笹目 8-15-1　TEL 048-449-6570（代表）　FAX 048-421-3266 オルタライフ

オルタライフ

http://altlife.jp
Website : 

株式会社オルタライフ

古物商 < 第 305550807881 号 >／劇物毒物一般販売業 20 板保生 <第 11 号 >／産業廃棄物収集運搬業許可証<第 110060138 号 >／経営革新計画承認書<産支 第 708 号 >

■ ㈱オルタ北海道

■ 中村オートパーツ㈱
［本　　社］ TEL：03-3904-5441
■ ㈱宮田自動車商会
［営業支援部工具課］ TEL：011-210-6221

■ ㈱カトー
［本　　社］ TEL：028-658-1230
■ ㈱アクアプラス
［本　　社］ TEL：079-287-8020
■ ㈱シーエス
［本　　社］ TEL：084-982-5566

■ ㈱イチネン前田 AURTRY仕様
［東北支店］ TEL：022-258-6891
［東京支店］ TEL：03-3298-4612
［名古屋支店］ TEL：052-871-1801
［大阪支店］ TEL：06-6748-9440
［広島支店］ TEL：082-277-9411
［九州支店］ TEL：092-471-1191

■ 大塚刷毛製造㈱
［仙台支店］ TEL：022-390-0711
［東京支店］ TEL：03-3357-4316
［名古屋支店］ TEL：052-909-5255
［大阪支店］ TEL：06-6462-8011
［九州支店］ TEL：092-473-6511

■アポロリテイリング㈱
［受付窓口］ TEL：048-497-0997
・北海道営業所　 ・東北営業所 
・南関東営業所　 ・ 北関東営業所 
・東海北陸営業所 ・ 関西営業所 
・中四国営業所　 ・ 九州営業所

代　理　店

通常販売価格 455,238 円

400,0001 台
初荷特価 円

タイヤチェンジャー
898WMITSP

タイヤレバー500mm ビードクリーム1kgクランプカバー（4個） マウンティングヘッドカバー

ビードプレス・ローラーマウント使用／ワイドタイヤ対応モデル／エアインフレーター標準装備

■ 標準付属品

最 大

対 応

イ
ン
チ22

ホームページで簡単部品注文

適用リム径
　　　内固定

　　　　　　　　外固定
適用リム幅
最大タイヤ外径
電源
使用空気圧
機械寸法（幅 ×奥行 ×高さ／最大）
機械寸法（幅 ×奥行 ×高さ／最小）
重量
インフレーター仕様
サポートアーム

22インチ
20インチ
13インチ
1025mm
3相200V 0.75kw
800～1000KPa
1920 × 1700 × 2100 mm
1055 × 1395 × 1960 mm
355kg
標準搭載
標準搭載

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
20
21

　  部品番号
CT-Y-5210000
CT-Y-5220000
CT-Y-5230000
CT-Y-5240000
CT-Y-0200001
CT-Y-0320000
CT-Y-0150000
CT-Y-5200001
CT-Y-4100001
CT-Y-0100002
GB894.1-65
double-union
single-union

　　　部　品　名
ターンテーブル
プリングプレート
ブラケット
シリンダーASSEMBLY
プレスプレート
サイドカバー
スクエアプレート
ターンテーブルインチゲージ
クランプスペーサー
クランプ
リング
ダブルユニオン
シングルユニオン

QT.Y
1
4
2
2
2
4
1
2
4
4
1
1
1

価　格 
45,000
3,400
4,400
27,750
2,600
7,000
6,700
1,470
2,400
7,700
2,500
2,800
2,000

部品発注も詳細にできる安心設計

■ 本体仕様
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