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第35回オートサービスショーに出展！  ブースNo.505

新車需要の伸びた輸入車。その3年後に見込まれる
整備需要に対応する故障診断機を提案します。





What？ クローバーターボ

　自動車を構成する部品は約3万点
と言われている。コンプレッサーやコン
ピューター、ターボなどは自動車メー
カーとは別に部品メーカーが製作し自
動車メーカーに卸して補修用部品など
の対応を行っている。中でもターボ
チャージャーメーカーである㈱IHIは
以前より補修用ターボチャージャーの
供給を行っていたが、OEM供給がメ
インの体制であった。その為、アフ
ターマーケット業界への供給は不十分
であり、メーカーへのターボ供給が増
加傾向となり（エンジンのダウンサイ
ジング化）当然補修用、つまりアフ
ターマーケットにも需要が高まること
からクローバーターボを設立した。

メーカーリビルトターボの
クローバーターボ

　IHIは軽自動車を始め、多くの国産
車ターボに採用されているメーカーで
ある。そんなIHIの100％子会社であ
るクローバーターボは2014年に設
立したばかりで、まだまだブランドとし
ての認知度は低く、これからブランド

として成長させていく体制である。だ
がクローバーターボのバックには国内
のターボ供給を支えてきたIHIがある
ことを考えれば技術面は当然ながら、
今後にも期待感が高まる。と言うの
も、補修用ターボチャージャーに始ま
り、ハイパフォーマンスターボチャー
ジャー、レース用ターボチャージャー
の開発など、専門性の高い分野から
日常的に活用されるターボチャー
ジャーまで販売していく予定であるか
らだ。そして販売にはユーザーである
整備工場のニーズ、要望にきめ細かく
対応していく体制を敷いている。

メーカーとしてのプライドが
高品質を約束

　リマニュファクチャリング製品とは
いわゆる再生品、リビルトなどに代表

される製品を指す言葉である。クロー
バーターボはそんなリマニュファク
チャリング製品であり、通常のリビル
ト同様にコア（現車に付いている故障
したもの）の返却が必要となる。返却
されたコアはリマニュファクチャリング
製品として再生される。もちろん使用
される交換部品などは新品を使用さ
れ、IHIの厳粛な企画、品質基準に
乗っ取った工程で再生される。新品と
して製作してきたこれまでの経験と技
術が活きる瞬間であるといえる。ま
た、独自の社内基準で組立て検査す
るため、高品質かつ低価格を実現して
いる。
　このようにクローバーターボはサラ
ブレットのような血統を持つことから
補修用ターボチャージャーブランドと
して今後が期待出来るのである。

株式会社クローバーターボ
〒235-8501 横浜市磯子区新中原町1番地 IHI横浜エンジニアリングセンター 1号館　TEL：045-759-2092

IHIが生んだリビルトターボ・クローバーターボ
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　バンザイは「人と
車の未来に向けて～
次世代の整備と環境
を創る～」をテーマ
に、今回も最大規模
の小間数で展示を行

う。インテリジェントリフト、車検機器、ヘッドライトテス
ター、大型整備機器、環境・効率化機器、美装（B-PRO）、
タイヤ・アライメント、ボディリペア&ペイント、リフト・ガ
レージ、安全推進・女性向けツール、近未来整備・診断の
各コーナーに分かれている。加えて屋外は洗車洗浄機器、メ
ンテナンスカーである「モビリティプラス」の2コーナーを用
意し、参考出品含めて100以上の商品を紹介する。

ブースNo.
402・Y-1株式会社バンザイ

　アルティアブースはお客さまの視点に立ち、お客さまと共
にあり続ける同社のマインドをブース全体で表現。既存のお
客さまとの絆を深め、新たなお客さまと出会う場をコンセプ
トとしている。展示内容は9つのカテゴリー（次世代車検・・
診断ツール・次世代整備・支援システム・足廻り・大型車
整備・洗車／美装・板金／塗装・環境改善）に分かれてい
る。

ブースNo.
431株式会社アルティア

イヤサカブースは「トータルカーライフサポートで、生涯顧客
の創造を！」をコンセプトに、目玉としては今回初めて特設
コーナーを設けて提案する大型車整備ビジネスに関する機器
が挙げられる。一例を挙げれば、車高の計測装置、全方位検
査車両撮影システム、大型車用のアライメントテスター、大型
車用の門型自動洗浄機など、車検から鈑金塗装に至るまで幅
広く展示する。他にも初の試みがあるとのことだが･･･。

ブースNo.
641・Y-7株式会社イヤサカ

　安全自動車は、間もなく迎える100年の歴史の中で培った
ANZENモノ創りの技術とノウハウを活かしたオリジナル商品
の出展に力を入れ、「すべてはクルマ社会のために」をテーマ
に約70アイテムを展示する。屋内ブースは車検機器、大型車
用整備機器、乗用車用整備機器、足回り機器、洗浄機器、ア
フターサービスの5コーナー。屋外は洗浄コーナーである。
一歩先ではなく、すぐ役立つ半歩先の商品を紹介する。

ブースNo.
542・Y-5安全自動車株式会社

　最新の自動車機械工具や自動車アフターマーケット関連の最新サービス機器、システ
ムなどが一堂に会する展示会「オートサービスショー 2017」が今年も東京ビッグサイ
ト東館 4・5・6 ホール及び屋外展示場にて開催される。今回の特集では多くの出展企
業のうち、注目の企業を厳選して紹介する。
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　「整備の課題にＫＴＣソリューション」をテーマにiOSアプ
リ「i-Reporter」との連携で業務のペーパーレス化を実現す
る「デジラチェ［メモルク］ for iOS」の実演コーナーをはじ
め、作業動線の改善と効率UPで「魅せる整備」を実現する
収納システム「FFワールド」等、整備現場をトータルでプロ
デュースする機器や専用工具を提案する。

ブースNo.
636京都機械工具株式会社

　水性ベースコート“AXUZ DRY”でおなじみのイサム塗料
は、オートサービスショー展示ブースにてAXUZ DRYの実
演を行う。同社のAXUZ DRYは長年のノウハウが凝縮され
完成したシンプルな仕様でありながら溶剤ベースコートに引
けを取らない。更に下地からトップクリヤーまで生産性向上
に繋がるラインナップをシステム化しており、導入からアフ
ターフォローも万全の体制を取っている。実演を通じて、
Isamu Refinish Systemをぜひ体感いただきたい。

ブースNo.
638イサム塗料株式会社

　空研はエアーツールの専門メー
カーとして、1967年の創業以来、
独創性を重んじ、商品開発に日夜
取り組み、創業50年を迎えた。
手持ち式動力工具として、小型・
軽量・低振動・低騒音・省エネ
ルギーを基本とし、常にお客様の
要求の一歩先を行く商品を考え、
皆様や社会に貢献することを目指

している。今回は主に、エアーナットランナー（商品名：パ
ワートルクセッター）の最小モデル、モデルチェンジした超軽
量N型エアーインパクトレンチ（2種）、充電式インパクトレン
チ、エアーサンダーを出展する。

ブースNo.
430株式会社空研

　ラインナップが多彩で入門モデルは20万円から購入でき
る故障診断機MaxiSys。また、このところ保有台数が伸びて
いる輸入車を含めて50社以上のメーカーに対応し、日本語
表示・入力にも対応している。着実に導入台数を伸ばしてい
る本機を直に体感できる、またとないチャンス！ ぜひ、
AUTELブースで故障診断の最先端に触れていただきたい。

ブースNo.
505AUTEL（有限会社G-STYLE）

　メイン展示は次の3種。まるで生き物のように水が自ら消え
ていく今までにない長期疎水コーティング剤「ハイブリッド
コートZERO」。強力な滑水性で水滴を弾く完全硬化コーティ
ング剤「ハイブリッドコートZERO+」。ガラスやポリカに付い
たウロコや油膜が瞬間的に落とせるウロコ被膜除去クリー
ナー「ウロコ落としZERO」。その他の商品も多数展示する。

ブースNo.
516撥水道場

　関西ペイント販売は、1月よ
り、独自の最先端調色理論を
導入した次世代型カラーセン
サー調色システム「AI（アイ）
カラーシステム」の本格販売を
開始したが、本展示会でもこ
のシステムを中心に同社の自
動車補修塗料に対する取り組
みを紹介する。

　自動車補修の調色工程は作業者の知識や技術により作業
時間・品質に大きなバラつきがある。このバラつきをなくして
誰もが同じ品質・作業時間・作業工程の標準化を実現し、
作業時間の短縮を実現できるのがAIカラーシステムである。

ブースNo.
427関西ペイント販売株式会社
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　今年で創業70周年を迎えたサンコー。今回は「フレッシュ
サンコー 70周年　第二創業期」をテーマに出展する。東側
コーナーにはチェンジャー、バランサーなどのタイヤ機器を、
西側コーナーではエアコンクリーニング機やエコ冷風機の実
演デモなどを行う。その他、溶接コーナー、コーティングコー
ナー、洗車機コーナーを用意。記念カタログも配布する。

ブースNo.
617株式会社サンコー

　イタリアの優れた製品を日本
市場にアジャストして提供するエ
ムエスジャパンサービスは、数々
の新商品を満を持して展示する。
鉄の復元に必要な Induction 
heater（写真上）、板厚を選ぶ
だけで簡単に溶接できるパルス
機付半自動溶接機、軽量コンパ
クトで平均的な損傷サイズに最
適なハンディタイプ新近赤外線
乾燥機（写真下）、他にも各社
で開発が盛んなインパクトレンチ
なども展示する。

ブースNo.
527株式会社エムエスジャパンサービス

　LTE通信機能付汎用故障診断機「スーパースキャンツール
X-431PRO J ‘」に5年間の情報更新サービスを付帯して6
月から販売を開始する。また、ヤナセオートシステムズと共同
で「Diagnostic Platform／故障診断機構」なる車両整備
の業務サイクル効率化に向けた取り組みを含めて本展示会で
披露する。

ブースNo.
425株式会社ローンチオートマーケティング

　スキャンツールの保有率が80%と言われる中、本当に活
用できちるか？をテーマに、スキャンツールメーカーによるア
フターサポート（整備サポートセンター・ソフトウェア開発・
技術研修センター）の重要性を強調すると共に、最新技術
（ASV等）でのスキャンツール活用方法を紹介する。

ブースNo.
525株式会社インターサポート

興和精機ブースの出展テーマの一つは「二輪市場へ向けた設
備機器・高効率機器の紹介」である。二輪販売店での指定整
備工場の大増を促進するための新型二輪診断機（写真）など
を展示する。もう一方のテーマは「四輪市場への環境、安全、
高効率機器の提案」で需要の高まる絶縁工具などを展示。

ブースNo.
432興和精機株式会社

　パワフル・長寿命なリチウムイオンバッテリーを採用した
コードレス電動インパクトレンチに（450N・m、中）、2タイ
プが新登場。650N・mのハイパワーモデル（左）、及び軽量
コンパクトな250N・m（右）である。前者は大型トラックの
ホイールナットの仮締めに最適で、後者は乗用車に最適なモ
デルとなっている。

ブースNo.
609株式会社パーマンコーポレーション
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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

何故コバックに加盟しようと思ったの
ですか？きっかけは何ですか？

　弊社は市町村合併により、人口は
3,400人そして高齢化率47％と日本
の10年先をいく商圏にあります。地
域密着の創業70年、街の整備工場と
して自社DMやニュースレターなど
様々な手段で入庫促進に向けて動き
ましたが、ここ数年、お客様は減少傾
向にありました。
　そんな折、二女がメーカーの後継
者研修を終えて、夫婦で店を継ぐこと
が決定しました。過疎化高齢化の中
にいる当店では新規顧客の増加は難
しいと考え、更なるCSアップそして

事業を継続していくためにコバックに
加盟することを決意しました。

他のFCもありましたが何故コバック
だったのですか？

　「周辺人口の少ない車両も少ない。
この地域では車検の増加はできない」
という理由で他FCでは断られてきま
した。そんな中、「後継者がいる」とい
う強みだけで、コバックから救いの手
を差し伸べていただきました。

加盟する上で不安だったことはあり
ましたか？

　昔ながらの職人のメカニックが多
く、新しいコバックの仕組みを受け容
れられるか心配でした。また、近所の
安売り車検に合わせようと不明瞭な
値引きを計上するなど、お客様の顔を
見て値段を決めていました。そして、

請求書作成にも時間が掛かり更に売
掛金として残っていました。

その不安は改善されましたか？

　やはり職人肌のメカニックは離れて
しまいました。ですが、コバックシス
テムによって誰でも車検の内容を明確
にお客様に伝えることができるように
なり、お客様を選ばず同一の会計が
でき、誰でも請求金額の計算ができ
るシステムのため、即日入金されるよ
うになりました。

コバックを勧めるとしたらどのような
言葉で仲間に伝えますか？

　誰が現場で対応をしても、作業をし
ても誰が予約をとっても、同一金額で
同一のサービスを提供できるため、お
客様に満足していただける車検が提
案できます。ブレのない仕事を求めて
いる方にオススメします。

今後の予定、目標を教えて下さい

　出店から２年で４５０台の車検台数
は７３０台に増加しました。コバック
加盟店の中では小さな増加かもしれ
ませんが、当店では車検占有率が20
％を超えました。現在決して立地条件
が良い場所ではありませんので、今後
は立地条件の良いところに２号店を
出店してまいります。

広島県安芸高田市高宮町佐々部３９２－４
TEL 0826 - 57 - 0833
FAX 0826 - 57 - 0833

有限会社 エヌ・エス・エス
車検のコバック安芸高田店

小商圏でも成長を！
コバックで加速する
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静　岡　工　場

真岡商品課

上田商品課

静 岡 県 菊 川 市 赤 土 1 2 2 0
〒43 7－1 5 0 7　電話  0 5 3 7－7 3－2 9 1 1
栃 木 県 真 岡 市 松 山 町 8 － 1
〒32 1－4 3 4 6　電話  0 2 8 5－8 0－6 1 3 1
長 野 県 上 田 市 諏 訪 形 1 4 8 6
〒38 6－0 0 3 2　電話  0 2 6 8－2 9－1 1 5 2

本社 ： 東京都港区赤坂1-1-12 明産溜池ビル9F 〒107-0052 電話 03（6684）4181
ホームページ ： http://www.seiken.com/
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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
備工場のホームページ制作を行う傍ら、顧客
フォローや集客のアドバイスを行っている。

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

地域限定ビジネスとインターネット
広告は相性が良い?

自動車整備業もインターネットと相性が良い

　あなたは「インターネットに相性の良い業種は何？」と言
われて、どんなサービスを想像するでしょうか。インターネ
ット販売というと、アマゾンや楽天など、全国にモノが売れ
る通販や物販のような業種が相性が良いと思われがちです
が、そうとは限りません。自動車整備のような地域を限定
したサービス業でも、充分インターネットを活用することが
可能なのです。
　たとえば、お客さまが「地域名＋車検」と検索するとしま
す。あなたの住んでいる地域名と自動車整備に関わるキー
ワードで検索された場合に、あなたのホームページを見て
もらえる仕掛けを作ることができれば、お客さまからあなた
の整備工場を選んでもらうことができるようになるわけで
す。これは「ホームページ」と「検索連動型広告」を活用す
ることで解決します。

検索連動型広告を活用するために

　まずはお客さまから共感が得られるホームページを作る
こと。近隣のライバルの整備工場より、詳しく、分かりやす
く、親切なホームページを作ること。これが大事です。ライ
バルと比べて優位なホームページができれば、次は検索連
動型広告を上手に使いこなすことで、エリアを限定した小
さな広告ができるようになります。
　この地域を限定したインターネット広告「検索連動型広

告」は、GoogleとYahoo!が提供しています。自分で学ん
で広告出稿することもできますし、専門の会社に委託する
こともできます。検索連動型広告は、細かく地域を絞って
広告を出稿することができるインターネット広告なのです。
共感されるホームページの作成と地域限定のインターネッ
ト広告。この２つを制覇するようにしてください。

敵情視察も重要である

　まずは自分がお客さまになったつもりで、お住まいの地
区をキーワードに含めた「市区町村名+車検」などのキー
ワードでインターネット検索してみてください。どんな会社
のホームページが上位表示されていて、どんな会社が広告
を出しているでしょうか。これらの会社のホームページを上
から順にクリックしていくと、やるべきことが見えてきます。
どうですか？ 広告を出稿している整備工場より、あなたの
整備工場の方が良い自動車整備サービスを提供していると
思いませんか？
　お客さまに共感されるホームページと地域限定の広告を
マスターすれば、十分戦える余地があるはずです。ぜひ、
お客さまに共感されるホームページを作成して、地域を絞
ったインターネット広告にチャレンジしてみてください。お
客さまはあなたのような会社がホームページを作り、上位
表示されることを待っているはずです。

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

せいび界
vol.618 JUNE 2017

16



本コーナーは本誌編集部員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

 ESなくしてCSは成り立たず 

　「整備業はサービス業である」という考え方は近年、
だいぶ浸透してきており、それと共に「サービス業であ
る以上、CS（＝顧客満足）を追求すべし」という考え
方も浸透してきている。ここまでは実践できている読
者の皆さまも多いのではないだろうか？
　しかし、さらに一歩踏み込んで、ではそのCSを実
現するために何をするのか？その1つの手段として
「ESを追求すべし」という考え方がここ2～ 3年で一
般的になりつつある。ここまで実践できている会社と
なると、まだまだ少数派なのではないだろうか？
　ESとは、Employee Satisfactionの略で、従業
員満足を指す。要するに、従業員が「この会社で働け
てよかった」「働き甲斐がある」と思える環境になって
いれば、ESが満たされていることになるのだ。
　ではなぜ、CSを満たすためにはESを満たす必要が
あるのか？結局のところ、従業員とて人間である。人
間、不満があればどうしても顔や態度に出てしまう。
そんな不満を抱えた人間にお客さまを喜ばせるような
接客ができるだろうか？
　例えば、社内で揉め事があった直後にお客さまが来
店されたと仮定しよう。当事者である社員が挨拶をす
る。その際の挨拶は、むすっとした表情と共に繰り出
されるだろう。第一印象は数秒が大事と言われる中、
そんな挨拶をいきなり見せられたお客さまは「何だ、
この会社は？印象悪いな」と思うに違いなく、一見客
はもちろんのこと下手をすれば常連客ですら次回来店
がなくなる可能性すら秘めている。
　今後、自動車の保有台数も人口も減っていく状況

で、このように1件のお客さまを簡単に失ってしまうの
はもったいないどころか致命傷であるといっても過言で
はない。こうした背景も手伝って、「CSの前にまずは
ES」という考え方が浸透しつつあるのだろう。

 ES調査の実施は勇気を持って行うべし！ 

　ではこのESを実現するため、何をすればいいのだ
ろうか？難しく考える必要はない。多くの会社でCS向
上のためにという名目で、お客さまアンケートを実施し
ているのではないだろうか？満足度を満たすという意味
ではCSもESも同じ。満たす相手がお客さまなのか、
従業員なのかという違いだけである。ということは、
ES向上のためにという名目で、従業員アンケートを実
施すればいいのである。
　と一口では言えるものの、そこには様々な葛藤があ
るのも事実である。直近で取材した整備工場には、社
員が率直な意見を出してくれることを期待してコンサル
タント会社に依頼して本格的な従業員満足度調査を
行っているところもあった。この会社はそれだけESの
重要度を認識しているというわけである。
　一方で、この会社を参考に（おそらくコンサルタント
会社は挟まずに）従業員満足度調査を行ったという会
社の話も聞いた。結果はというと、非常に厳しい意見
ばかりが出てきたそうである。厳しい結果が出るだろ
うということを覚悟していたため、なかなか実現に踏み
切れなかったとコメントされていたが、大事なのは実
施することである。そもそも職場環境を良くするために
は、悪い部分を潰していくしかなく、どこが悪いのかを
洗い出すのが満足度調査である以上、最初は厳しい
結果になるのは避けられない。御社も勇気を持って、
ぜひ！
　　   　　　　　

CSとESは表裏一体、ではES実現のための手段は？

（   　　）UMIMASA
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● 従来のコーティングと比較し数倍の膜厚
● 大きな水のかたまりで、塗装面を滑るよ
　 うに落ちる滑水性

完全硬化
コーティング

高濃度で膜厚が大きい！

完全硬化コーティング剤　強力な滑水性で水滴を弾く超滑水

今までにない超疎水。まるで生き物のように「水が自ら消える」

１液性で乾燥時間も必要なく、初めて
の方でも安心してご使用いただけます

洗車の摩擦で効果が復元

長期疎水コーティング剤　プラズマ成分で洗車するたびに超疎水

● ハードタイプ
温泉施設や車輌窓ガラス等の
ウロコ皮膜に
● ソフトタイプ
軽微なウロコ汚れや油膜の除去に
● 鏡面仕上剤
ポリカーボネートのウロコ汚れに 乗用車フロントガラスウロコ除去

（ハードタイプ）

ウロコ被膜除去クリーナー　ガラスに付いた油膜も瞬間的に落とせる驚異の除去力

〒601-8343 京都市南区吉祥院稲葉町8　TEL：075-681-7868　FAX：075-681-7864
http://www.hybridcoat-zero.com／
撥水コーティング、疎水コーティングなら プロ用コーティング剤の撥水道場で！

撥水道場 検索

全商品がホームページからお得な価格でサンプル注文できます。

S02

S03

S31

S32

S33

ハイブリッドコート ZERO 施工キット
ハイブリッドコート ZERO 30ml
ハイブリッドコート ZERO プラス 施工キット
ハイブリッドコート ZERO プラス 主剤 10ml
ハイブリッドコート ZERO プラス トップコート 30ml

1,800円
1,300円
2,300円
1,400円
350円

4,000円 ➡
3,200円 ➡
6,800円 ➡
4,800円 ➡
1,000円 ➡

メンテナンス剤 100ml
スケール ZERO 50ml（ボディ用）
ウロコ落とし ZERO ハード 60g
ウロコ落とし ZERO ソフト 50g
ウロコ落とし ZERO 鏡面仕上剤 50g

S39

S45

S16

S17

S47

1,000円
600円
850円
500円
850円

2,200円 ➡
1,200円 ➡
1,500円 ➡
900円 ➡
1,500円 ➡

品番 商 品 名 通常価格／サンプル価格通常価格／サンプル価格商 品 名品番

※ サンプルの購入は同一商品2点までです。また、同一商品の注文は1回限りとさせていただきます。　※ 価格はすべて税別です。　※ 別途送料が必要です。

東京ビッグサイト
東4 ・ 5 ・ 6ホール

開 催 日 時
2017年 6月1日 ・ 2日 ・ 3日オートサービスショー 2017出展 会場

第35回 

最大70%OF
F!!

当日はサンプル注文用紙を配布いたしますので、ぜひブースにお立ち寄りください。
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　株式会社ユー・エス・エスは大手オー
クション会場として全国18箇所でオーク
ションを展開している。その中でもUSS
東京・USS名古屋では新しい取り組み
として、ワンランク上のカテゴリー（BP登
録店コーナー）を作り、他の車両はもち
ろん、他のオークション会場との差別化
を図っている。

ユーザーのニーズに合わせた選択を

　2016年10月よりスタートし、現在は
月に一度ほど開催している専用オークシ
ョンで取り扱われる修理済み車両をワン
ランク上のラインナップで充実させてい
る。ワンランク上と言っても走行距離や車
両の質だけでなく、しっかりと中身の伴っ
た修理をされている車両のみが出品され
る。車両の修理等は一般社団法人日本自
動車補修溶接協会（吉野 一 会長）に登
録され、しっかりとした設備を完備してい
るUSS BP登録店が行う。USSBP登録
店は、現在では14社とその数を増やして
いる。
　「多少高くてもいいからしっかり修理さ
れている車両を仕入れたいというユーザ
ーのニーズに応えるのが我々の使命だと
思います。本当にこのような修理で大丈
夫なのか、という疑問を出品車両に対し

て感じる方もいらっしゃると思います。全
ての車両の鈑金修理の質が高いとは言え
ません。ですので、その中でも正しく修理
された車両を区分け、BP登録店コーナ
ーとして差別化を行いました。ユーザー
の良い車両を仕入れたいというニーズを、
USSオークションを介して世の中に広め
ていければと考えています」、（株）ユー・
エス・エスの丸尾直輝上席次長は語る。
　「あるBP登録店コーナーへの出品者
が言うには、『大体一般的な落札価格か
ら10～15％ほど高い金額で落札されて
いる』そうです。もちろん、しっかりとし
た車両ですので高額になるのは当たり前
です。折角、しっかりした設備と技術を使
って修理した車両が安く落札されてしま
っては直した方々も残念な気持ちになる
と思います。ユー・エス・エス様は当協
会の正会員でもありますので、そういっ
た直す側の立場にも配慮された取り組み
でもあります」と、一般社団法人日本自
動車補修溶接協会の飯塚誉規常務理事
は語る。

中身の伴った車両とは？

　一言で言えば、修理がメーカーの指定
通り行われている車両が、この差別化し
たオークションでは取り扱われる。そこに

スキャンツールを当てるのはもちろん、し
っかり直っているという記録も付けてい
る。安心・安全に修理された車両をオー
クションで出品することで、中古車販売店
の意識向上、中古車販売を扱わない車体
整備工場・一般整備工場の新規参入も
しやすくなると言える。
　また昨年12月に開催したヤナセ輸入
中古車オークションにも半年から2年間
の保証を付けスキャンツールでしっかりと
故障診断を行った車両のみで構成された
オークションを開催するなど、他のオーク
ションとの差別化を図っている。中古車と
は確かにリスクが伴うものである。全てが
そうではないが、そのリスクを軽減させ、
あるいはなくすことが出来ればもっと良い
中古車が世の中に適正な価格に出回るこ
ととなる。安かろう、悪かろうの時代では
ないが、適正なものを適正に扱うことが
自動車業界には求められている。
　メカニックの給料や待遇などもその1
つでもあるが、中古車が適正な利益を取
ることが出来れば、こういった改善も見ら
れるのかもしれない。ユー・エス・エス
の取り組みは自動車業界に新しい風を創
ると言える。

オークション会場でも変化が・・・
品質をワンランク上げて顧客ニーズを掴む

株式会社 ユー・エス・エス
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　千葉県八街市にあるエフテックでは
このほど装着したまま触媒洗浄が出
来る機器を開発し好調な滑り出しを
見せている（オートサービスショーの
安全自動車ブースにて展示予定）。こ
こではインジェクタートラブルから見
るリサイクルパーツを活用した追加提
案についてお話をしようと思う。
　日常的にエルフやキャンターなど４ｔ
クラスのトラックの触媒はインジェク
ターとセットで壊れる。どちらにも原
因となるような要素があるのだが、ど
ちらかを交換すると、しばらくして交
換していないパーツが壊れるといった
ケースも多いと聞く。勘の鋭い方なら
ばエンジンコンピューターやエアフロ
といったパーツなども同じケースとし
てあると考えると思う。自動車には固
有のそれもよく壊れる部品というもの
が山ほどある。ここで大切になってく
るのが先を見越した提案なのである。

転ばぬ先の杖として安く、そして
確実な選択にリサイクルパーツ

　リサイクルパーツの品質については
一旦置いて話をする。何らかの電気系
統のトラブルが起きた場合、問題のあ
る部分だけを交換していないだろう
か。何故、そのような症状が起きるの

か、この辺りは本誌の「故障診断整備
のススメ」を参考にしていただいて、
原因の追究から他にも不具合が見ら
れる、症状的にこういったトラブルも
考えられるというケースもあるだろう。
確かに最近ではお客さまも「あと1年
乗れればいい」といった意見もあるの
で提案するのをためらう気持ちは分
る。しかし、この1年間の間に同じよ
うなトラブルを起こしてしまった場合
の損失をいかに伝えるかがポイント
で、中古部品ではエアフロやコンピュ
ーターなどは高くてもせいぜい1万円
程度モノによっては5千円程度で購
入できてしまうパーツである（相場で
すので全てがそうとは限りません）。こ
れを高いと見るのもナンセンスなので
割愛するが、1年乗りたいのならばこ

ちらもやりましょう、と提案しています
か？ という話なのである。

提案することを忘れていないか

　過剰整備と予防整備の違いは気遣
いがあるかないか、提案力の違いでも
あると言える。釈迦に説法を説くよう
で気が引けるが、そんな時こそ安く提
案出来るリサイクルパーツを使うこと
をお勧めする。お客さまにいかに伝え
るか、納得してもらうか、伝える力そ
して少しでも安くというニーズにリサイ
クルパーツはマッチする。リサイクルパ
ーツにはリビルト品もあり品質に不安
があるならばそちらも良いだろう。お
客さまの財布の為ではなく、車に長く
乗ってもらう為に、リサイクルパーツを
使って提案していこう。

自動車リサイクルのページ
automobile recycle

各部品と一緒に壊れるものをいかに提案するか
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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
○
○
○
○
○

日曜日も

営業中！

質　　問QUESTION

回　　答ANSWER

www.seibikai.co.jp

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］

セクハラを放置すると大変なことに……

　事務を担当している女性スタッフから、工場長からセ
クハラを受けて困っているという相談を受けた。まじめに
業務をこなしている方なので、事実なのだろうと思った
が、工場長に直接問いただしては角が立つと思ったの
で、社長に報告した。しかし、傍から見ていても何か処
分が下ったような様子もない。事態の収拾を図るよう、
社長に促す策は何かないだろうか？

　セクハラのご相談は多く寄せられていますが、個人的
な問題やプライバシーの侵害など、細心の注意を払いな
がら、解決への道筋を考えなければならないので、時間
がかかることがあります。しかし、「会社としての対応が
よく分からない」、「事実の確認方法が分からない」とい
って放置してしまうことが見受けられますが、これは会社
のリスクが増すばかりです。なぜなら、会社はセクハラに
対する迅速、かつ、適切な対応をしないと、職場環境配
慮義務を怠ったとして被害者に対して損害賠償責任を負
うことがあるのです。これに関する裁判があります。

＜厚生農協連合会事件＞
津地裁　平成9年11月5日

　女性看護師と女性准看護師が「いいケツしとるな」な
どと言われたり、すれ違いざまにおしりなどを撫でられる
など、上司で副主任の男性看護師から度々セクハラを受

けていた。女性看護師は以前、深夜勤務で一緒になっ
た時に体を触られたことなどもあり、その副主任の上司
のである主任に「男性看護師と深夜勤務をしたくない」
旨を申し入れた。主任は「何とかする。注意する」と答え
たが、その男性看護師に注意はせず、結局他の女性看
護師が被害に遭ってしまった。女性看護師は主任に対し
て再度対処を求めたものの「1日だけ待ってくれ」と言っ
ただけであった。その日の深夜勤務中に女性看護師が
大腿部を触られる被害を受けた。被害に遭った翌日、女
性看護師は今度は師長に対して対応を求めた。師長は
院長、事務長等に相談し、関係者の事情聴取を行い、
女性看護師に報告を行った。その結果、男性看護師に
は制裁処分が行われ、副主任の役職が解かれ、シフトを
組む際は被害に遭った女性看護師らと夜勤で一緒にな
らないような勤務表を作成した。しかし、これを不服とし
て、女性看護師と女性准看護師は不法行為を理由とし
て男性看護師に、また会社には職場環境配慮義務違反
を理由に、それぞれ330万円の慰謝料等の請求を求め
て裁判を起こした。

裁判所の判断
　男性看護師の行為はセクハラに当たり、不法行為に該
当する。また被害の訴えに対し会社も注意をしなかった
ことから、裁判所は会社と男性看護師が職場環境配慮
義務を怠ったとの判断を下しました。　　 ＜Webに続く＞
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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 6月 30日（金）　※当日到着分まで有効

◆　プレゼントする商品

◆　クローバーターボのページは読みましたか？
　　（いずれかに○）

ふしぎテープSP　1巻
5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）

□ コバック導入店レポート

□ 整備工場のためのインターネット活用講座

□ 誌上編集部ブログ

□ 自動車リサイクルのページ

□ 内海正人先生の労務相談室

□ 読者プレゼント

読んだ　・　読んでいない

◆　上記で「読んだ」と答えた方、
　　リビルトのターボを注文する機会があったら
　　クローバーターボを利用してみたいですか？
　　（いずれかに○）

利用したい　・　利用したくない

◎  今月の特集・注目記事

◎  連載記事

□　IHIが生んだリビルトターボ・
　　クローバーターボ

□　第35回オートサービスショー2017みどころ

□　オークション会場でも変化が
　　品質をワンランク上げて顧客ニーズを掴む

□　理想的なオイル交換のススメ

□　隣の芝生は何色だ？－特別編－　後編

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

軽自動車用ガソリンエンジンや大型トラック用ディーゼルエンジンにも対応
測定時間は最短５分！ 誰でも簡単、 確実にエンジン圧縮比を測定できます。

株式会社 大洋商会

パワーと回転円滑度同時観察
簡単コンプレッション測定

京都府宇治市槙島町十六12-1 taiyoshokai.co.jp) 0774 - 24 - 8885
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　さて、前回オイルフィルター内には劣化したオイルが
残留していることをお伝えしました。オイル交換時にフィ
ルター同時交換をユーザーが自発的に依頼してくるよ
うな流れを作ることが出来れば単価アップに繋がるし、
長くユーザーと取引ができる材料となります。そんな流
れを作るため、今回は提案材料とフローチャートをご
用意しました。参考にして頂ければ幸いです。

理想的なオイル交換のススメ理想的なオイル交換のススメ

※フィルター内に残った劣化オイルについては「せいび界５月号（vol.617）、P26、P27」を参照

これまでのオイルフィルターの交換サイクルの常識をメカニックの皆様から意識を変えていきましょう!

お客様別オイル交換時の提案フロー
お客さまのお車の使用状況は？

新車・軽自動車・年式の新しい車
（HV/アイドリングストップ車）

ちょいのりがメイン
（近所のお出かけ、乗るのは週末のみ）

たくさん乗る
（ヘビーユーズ・シビアコンディション）

・ 空気中の水分の混入による

オイルの劣化

・ 小排気量で高回転域での利

用による早期のオイル劣化

・ 空気中の水分の混入による

オイルの劣化

・劣化したオイル内の水分

（結露）によるサビの発生

・ 長距離走行によるオイルの

劣化

・ エンジンの熱によるオイル

の劣化、性能低下

　劣化したオイルはスラッジ等の不純物が含まれており、これがオイル性能を低下させ燃費の悪化や不具合

の原因となります。オイル交換時に提案しますフィルターですが、オイル内の不純物を濾過する役割を持って

おり、オイル交換毎に交換しなければフィルター内は不純物が残った状態となります。オイル交換の効果が薄

れてしまうため、長く安全に走行していただくためにもフィルターの同時交換をオススメします。

　頻繁にストップ&ゴーを行う

ことで燃費は良くなるのです

が、エンジン内部に入り込んだ

空気中の水分が蒸発しにくくな

ります。この水分がオイルと混

ざり、劣化の原因となります。

　短い距離での走行はオイル

の温度が適正に保たれず、エ

ンジン内部に混入した空気中

の水分が蒸発しにくいのです。

またこの水分はオイルにも混

ざってしまい、エンジンの金属

部分のサビの原因となります。

　長距離走行によりエンジン

が酷使されている場合、オイル

の劣化速度は新車時に比べ早

くなります。また、エンジンが

高温になることで熱による化学

変化を起こし、オイル本来の性

能が発揮されなくなります。

考えられる
エンジンオイルの状況

お客様に
伝える言葉！
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〒437-1698 静岡県御前崎市門屋1370　TEL: 0537-85-4130　FAX: 0537-86-3515 エイケン工業

新品のオイルを入れた実験容器に使用済みのオイルフィル
ターを入れた場合を想定したイメージ動画をWEB上で公

開しています。新品のオイルがあっという間に汚れてしまう様子をご覧ください。

新品のオイ
ルで満たし

た実験容器
に使用済み

のオイル

フィルター
をいれると

10分後に
はこんなに

も汚れが！

イメージ
動画公開

中！

衝撃
映像！！
衝撃
映像！！
衝撃
映像！！

使用済み
のオイルフ

ィルターは

汚れてるこんなに
！使用済み

のオイルフ
ィルターは

汚れてるこんなに
！使用済み

のオイルフ
ィルターは

汚れてるこんなに
！

※実験のためオイルの代わりに水を使用しております。

オイルの性能を発揮させるためにも
オイルフィルターの同時交換を！！

オイルフィルター構造図

ー

ー

潤滑　・　冷却　・　密封　・　清浄　・　防錆
オイルの役割　

注意！
これらの役割を終えたオイルは

　　　フィルター内に残ってい
ます！



▶ 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

「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

・ ソフトウェアアップデート 3年　・ 整備サポートセンター3年

最上位機種

MaxiSys ELITEに限定パック登場！
通常は１年のソフトウェアアップデートを３年に延長。
さらに、通常別途加入が必要な整備サポートセンターのサービスを３年間利用可能。

■ 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

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

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



▶ 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

「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

・ ソフトウェアアップデート 3年　・ 整備サポートセンター3年

最上位機種

MaxiSys ELITEに限定パック登場！
通常は１年のソフトウェアアップデートを３年に延長。
さらに、通常別途加入が必要な整備サポートセンターのサービスを３年間利用可能。

■ 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

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

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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村井美紀　　三好高史 対談 後編

リンパ療法は人のメンテナンス
自動車のメンテナンス同様に
重要な役割を持つ

ー 特 別 編 ー

Dr.コラボ 村井式リンパドレナージュ
 ―MLD―
代表 リンパ療法師：村井 美紀

　前回、村井式リンパマッサージの村井
美紀代表の背景や仕事内容について触
れた。後半は自動車業界についての質問
を投げかけてみた。自身も学生時代にガ
ソリンスタンドでアルバイトをした経験を
持つことから自動車に対する見識、自動
車整備工場に持つイメージなどを忌憚な
く伺ったので、是非参考にされたし。

 三好　さて、話は変わりますが、本誌
の読者はいわゆる自動車整備工場の
方々です。経営者やメカニックなど様々
な方々に読まれています。そこで、ずば
り聞きますが、自動車整備工場に持って
いるイメージを教えて下さい。

 村井　はい、日常的に私は自動車を利
用していますので、点検の重要性などは
理解しているつもりです。ですが、残念
ながら体と違って私自身ではメンテナン
スすることは出来ません。ですので、日
常の生活を守る上でとても大切なお仕事
であると認識しています。その上でお話
をします。
　以前、ガソリンスタンドでアルバイトを
していた際にも思っていたことですが、
自動車を扱っているメカニックの方々の
ツナギが汚れているのが目立ちました。
これは作業上仕方の無いことなのです
が、お客さまに対応する上で汚れていて
は駄目だと思います。

 三好　なるほど、見た目も重要というこ
とですね。確かにメカニックなどは汚れ
ているツナギを着ている方もいらっしゃい
ますからね。
 村井　仕方が無いと割り切ってしまえば
そうなのですが、それをキレイに見せる
ことで差別化出来るとアルバイト時代に
感じていました。私自身はオイル交換や
水抜き材の提案などしか出来なかったの
で、詳しい作業までは分かりません。で
すが、見たイメージというのは、今も昔
も変わらないと思います。
 三好　確かにアルバイト時代に感じてい
たことが今も昔も変わらないというのは
頷けます。サービス業としての自覚を持
つべき、などという言葉も最近よく耳に
します。
 村井　そうですね。サービス工場とい
うのだからサービス業であるとも言えま
すからね。それと、不明瞭、不明確な
作業に不安感を覚えることもあります。
 三好　例えば車検の時なのですか？
 村井　はい。車検などで10万円かか
るとして、何にどれだけ、何処が壊れて
いて何をしないといけないのか？こういっ
た疑問を投げかけても『これは直さない
と駄目なのです』といった言葉で返され
てしまっては不安感が高まります。例え
ば直した部分、作業をした内容で次に気

村井美紀・三好高史 対談 後編

隣の芝生は何色だ？ 特別編

をつけなければいけない場所などを教え
て頂ければよいのではと思います。
 三好　確かに、直ったからいいではな
く、直ったけど次はこうすると長持ちす
る、みたいなものがあるといいですよね。
 村井　私自身、リンパマッサージを施術
する際、一年後どうなっているか、とい
うことを考えて施術しております。施術
後すぐに体の調子が良くなってもそれを
継続させていかなければいけません。車
もオイル交換をしなければ壊れる原因に
なりますよね。
 三好　オイル交換の重要性を知ってい
るからこそ言える言葉ですね。例えばフ
ローチャートのようなものがあると分か
り易いかも知れませんね。
 村井　言われた通り交換するのではな
く、何故交換が必要なのかを分かりやす
くして欲しいというのがユーザーとしての
意見です。プロの方に説明を聞いても分
からないし、聞いてはいけないのではな
いか、というのが大多数の女性ユーザー
が持っているイメージだと思います。
 三好　なるほど。となると聞き易い環境
という意味でも好感の持てる清潔感溢れ
る格好というのは重要になってきますね。
 村井　そこまでは考えていませんでした
が確かに清潔感がある方が印象はいいで
すね。そういった意味では女性だけの整
備工場やガソリンスタンドがあってもいい
と思います。
 三好　それは面白いですね。確かに女
性しかいない、となれば女性ユーザーに
は心強いですね。
 村井　難しい部分もあるとは思います
が、一般的なホテルなどを見てもコンシ
ェルジュがいますよね。ああいったもの、
総合の受付と相談窓口のようなものがあ
ればもっと入りやすくなると思います。

 三好　カーコンシェルジュといった感じ
ですかね。全国的に見てもそのような取
り組みをされている会社は数えるほどだ
と聞いております。
 村井　女性が入りやすいと言っても男
性が入りにくいのだとファミリー層には少
し向かないかも知れませんので、万人受
けするような例えばガソリンスタンドだと
コーヒーショップが併設している店舗が
ありますよね。ああいった感じで異業種
とコラボして敷地内にコンビニなどがあ
るとコンビニに行くついでに寄れたりしま
す。
 三好　確かに車に問題や車検が無い限
りは整備工場に足を向けること自体が稀
ですしね。そういった意味で何か違う業
種、生活の基盤であれば尚良いですが、
何かと一緒になっていれば行きやすく親
しみも持てますね。ただ、ここで先ほど
の村井さんの言った清潔感などが伴わな
いと逆効果になってしまいます。
 村井　そうですね。車業界 =汚れてい
て当たり前というのは古い考えかも知れ

ませんが、私の学生時代と持っているイ
メージが極端に変わっていないというこ
とは多分現在もそうなのだと思います。
 三好　そういうものだとユーザーの考え
に胡坐をかかないで自らを変えていく必
要がある時代に差し掛かっているという
ことですね。本日はありがとうございまし
た。

　自動車業界は変化の時に直面している
のは言うまでもない。耐えるか変わるか、
このキーワードはどの業界でも言えること
である。耐えることが出来れば大きな変
化にも流されないで自社を保つことが出
来る。変わることが出来れば変化に対し
て自らの流れに乗っていくことが出来る。
今回も様々な視点から意見が酌み交わさ
れたが、結論としてやはり清潔感やサー
ビス業としての当たり前の実施といった
部分が重要になってくるのだろう。
　今後も隣の芝生では様々な業種、業
界の方々に話を伺っていくので、是非参
考にして頂きたい。

リンパ療法サロンBANLI 大宮 代表 ／ 日本リンパマッサージ協会資格指導者
日本リラクゼーション認定協会 1級取得 ／ WAX トリプルエックスAademy Japan 認定講師 
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の村井さんの言った清潔感などが伴わな
いと逆効果になってしまいます。
 村井　そうですね。車業界 =汚れてい
て当たり前というのは古い考えかも知れ

ませんが、私の学生時代と持っているイ
メージが極端に変わっていないというこ
とは多分現在もそうなのだと思います。
 三好　そういうものだとユーザーの考え
に胡坐をかかないで自らを変えていく必
要がある時代に差し掛かっているという
ことですね。本日はありがとうございまし
た。

　自動車業界は変化の時に直面している
のは言うまでもない。耐えるか変わるか、
このキーワードはどの業界でも言えること
である。耐えることが出来れば大きな変
化にも流されないで自社を保つことが出
来る。変わることが出来れば変化に対し
て自らの流れに乗っていくことが出来る。
今回も様々な視点から意見が酌み交わさ
れたが、結論としてやはり清潔感やサー
ビス業としての当たり前の実施といった
部分が重要になってくるのだろう。
　今後も隣の芝生では様々な業種、業
界の方々に話を伺っていくので、是非参
考にして頂きたい。

リンパ療法サロンBANLI 大宮 代表 ／ 日本リンパマッサージ協会資格指導者
日本リラクゼーション認定協会 1級取得 ／ WAX トリプルエックスAademy Japan 認定講師 
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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 6月 30 日までとなります。

１社様１回限りの利用になります。

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 せいび界を見てRIZINGⅡをお買い上げの方に
スフィア製LEDペンライト1本プレゼント！

｜ 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

http://nttbj.itp.ne.jp/
0166472771/index.html

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

CUPON

セット購入で販促用ライジングⅡ 点灯ディスプレイ進呈

｜ 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 6月 30 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

｜ 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、セルモーター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

本体 2,222 円／ B5 版／ 132ページ（予定）

経営戦略データ 2017
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

自動車アフターマーケット 業界人の必携書

定価 2,400円（税込）

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※

予
約
受
付
中
！

＜収録内容＞

※弊社独自調査
　のデータ

｜ 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

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・タイヤ優良品・リサイクル品・リビルド品・各種工具・タイヤ
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本社：東京都中央区京橋 1-17-10　TEL：03-6685-2024　URL：http://www.carlit.co.jp/

発煙筒の使用方法については日本カーリット株式会社のHPをご覧ください。

緊急時の対応の詳細をスマホでチェック!!
高速道路での安全対策～二次事故防止のために～

交換すれば
メンテナンスフリーで
いつでも安心して
使用可能です！

視認性など安全面を考慮し、お客様へ快適カーライフをご提案ください！
自動車用緊急保安炎筒（発炎筒）

非常信号灯 発炎筒

ガラス破壊具付も

視認性の違いを確認ください！

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

車のことなら、すべてお任せください！
当社では、廃車買取・自動車中古部品販売
パーツ買取・福祉車両カスタマイズ等行っております。

TEL：089-985-0111　FAX：089-960-3020

株式会社ヤツヅカ 愛媛県伊予郡松前町徳丸233-4
www.yatsuzuka.jp

金太郎

お問い合わせ
お待ちしております♪

修先生 はち
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応募締切  2017 年 6月 30日（金） ※当日到着分まで有効読者プレゼント読者プレゼント 23 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 5名様Present 

　今月号は摩訶不思議なテープをプレゼント。テープ同士はくっつ
くのに結束するモノには全然くっつかない「ふしぎテープSP」。さ
わり心地はサラサラだけどテープ同士だとしっかりくっつく。思わ
ず「なんで？」とつぶやく、テープじゃないけど結束できる。色々な
モノの結束に利用できる、今までになかった新しいテープ。Sma 
STATION!! でも紹介されて大反響の商品。思いもよらない用途に
活躍するかもしれないのでぜひ応募して下さい。

プレゼント内容
ふしぎテープSP １巻

幅18mm × 50m

ベタベタしないのにしっかり結束
テープ同士しかくっつかない
手で簡単にカットできる
簡単にはがせて繰り返しつかえる

配線の仮止めに
ワイヤー・パイプなどの保管に
紙や布類の結束に
And　more

ここが凄い！

こんな場面で使える

仁礼工業株式会社
合成樹脂製品の製造及び販売

https://www.nirei.co.jp/

ふしぎテープＳＰふしぎテープＳＰ

繰り返し
使える

ベタつかない

ピタッとくっつき、モノにはつかない

ビークルネクスト〒104-0061 東京都中央区銀座 2-11-8 第 22中央ビル 9階

) 03-5565-0202 03-5565-0203

選ばれる車検になる

加盟店募集中

車検後の故障
修理費用
※保証対象項目のみ00円

) 078-920-8280
FAX : 078-918-1819

電話・FAX
欲しい部品

× ＝

NET 部品館NET部品館
まずは、お電話下さい！ タイミング

ベルトセット
大幅値下げ！大幅値下げ！

ネット価格をぜひ御社に！
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