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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。

第16回 国際アフターマーケットEXPO2018に出展

▶ 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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　IHIのセカンドブランドとして生まれ
たクローバーターボは着実に認知度を
上げている。この程開催された東京
オートサロンなどの展示会にも出展し
ていることからも、その意気込みが伺
える。だが、メーカー標準装備のター
ボメーカーであるIHIがバックボーンに
あるということは余り知られていない。
とはいえ、純正のセカンドブランドであ
るが故、使用するパーツもIHI純正と
同等の品質のものとなっている。

他のリビルトと差別化するなら
クローバーターボ

　通常、リビルトパーツとは純正パー
ツではなく、社外パーツなどを内部に
使って再生される。これによりコスト
を削減することに成功しているが、品
質は新品と比べるとやや不安が残る
所である。その点、メーカーと直結し
ているクローバーターボは内部部品
にメーカー新品を使って品質面での
不安を払拭している。それでいて価格
はというと、一般的なリビルトパーツ
と遜色のない価格帯になっている。価
格と品質の満足度の高さがクロー
バーターボの魅力であると言える。

VGターボやアクチュエーターの
プログラムもセカンドブランドだ
から安心!

　電子制御された大型車のアクチュ
エーターセットのリビルトターボは自
動車アフターマーケットにおいても存
在感を高めている。クローバーターボ
でもVGSターボのリビルトを行って
おり、高度な電子制御アクチュエー
ター付きターボもメーカー直結だから
こそ純正と変わらない基準値にて出荷
することが可能であり、また品質面が
高いことも頷ける。
　通常、メーカーはVGSターボに限
らず電子制御の内部設定を公開する
ことはなく、手探りでの設定になって
しまうため、VGSターボのリビルトは
不可能に近い（一部リビ
ルトメーカーでは独自の
解析プログラムにより
VGSターボを販売してい
るが、メーカー基準値と
は差異がある可能性が高
いとされており、純正同
等の性能を保持している
かは疑問視されている）。

メーカーの恩恵を最大限に活用

　廃盤になったターボの再生も対応
出来るのがクローバーターボの隠れた
魅力である。IHIという背景がそれを
可能にしていることは言うまでもない。
他のリビルトメーカーには無い魅力を
存分に持ち合わせたクローバーターボ
を選び、ワンランク上のリビルトライフ
を送ってみてはいかがだろうか。

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のセカンドブランド クローバーターボの実力は
他のリビルトパーツを圧倒する？
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3日間で319,03
0人の来場者！

去る1月12日から14
日までカスタムカーと

関連製品の展示会とし
ては世

界最大級を誇るTOK
YO AUTO SALON

 2018が幕張メッセに
て開催

された。3日間の来場
者数は319,030人、

出展者数442社、出展
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数880台となり2015
年から4年連続で30万
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　立会い車検の㈱ホリデーは個人向け
リース販売の仕組みを構築し、好調な流
れを生み出している。ホリデー車検が車
販を行うというと一見、車検を見限った
のか…と思うかもしれないが、それは間
違いである。そもそもホリデーは車検専
門店ではなく、カーライフタイムバリュー
を創造していくトータルカーライフサポー
ターだからだ。そして勘違いをされている
方もいるのでお伝えしておくが、ホリデー
車検とは会社を良くする仕組みである。
最近ではISOを全店舗に取得させ、より
内容の濃い店舗運営を支援することをホ
リデー本部では徹底している。その支援
策の１つとしてこの程開発されたのが、
ホリデーオートリースである。

ホリデーオートリースとは？

　猫も杓子も個人向けオートリースを展
開し、一定の成功を収めている。車販の
ノウハウがない店舗でも直ぐに取り組め
るのがカーリースの利点でもあるのだが、
ホリデーオートリースはどうだろうか？ 

ホリデーオート
リースは『カーリ
スオンライン for 
ホリデー』を利用
したリース販売が
初期費用、固定
費０円で取り組め
る仕組みとなって
いる（加盟店の場
合）。また、販 売
時にはホリデー
提供の『あんしん
保証』が組み込ま
れており、メー
カー保証終了後
も安心して車に乗
れるプランとなっ
ている。以下にメリットを挙げてみよう。

■ ホリデーオートリースのメリット
① 残価設定０円なので、リース料の計
算が容易である

② 車販経験に左右されない明朗会計が

販売を後押しする
③ 故障修理まで含まれているにも関わ
らず、競合他社と比べて価格競争力
がある。

④ 車両代金の標準値引きを超える値引
き分は全て収益となる

⑤ 登録諸費用、付属品や保険など付随
するものは収益となる

⑥ 整備入庫は必ず取扱店に入庫する仕
組みとなっており、顧客との接点が
増え収益増加に繋がる

⑦ リース満期後、満了時の継続検査費
用が含まれているので、車検付き車
両の買取り対象車としてビジネスチャ
ンスが広がる

⑧ 車検はもちろん法定点検など全て
月々定額のリース料金に費用は含ま
れているので、計画的な生活設計を
提案出来る

⑨ リース満期終了後も残価清算がなく、

車検付き車両をユーザーが自由に乗
ることも売ることも出来る

⑩ ホリデー７は5年経ったら乗り換え、
返却が可能。7年経ったら車検付き
車両が自分のものになる。ホリデー
９は7年経ったら乗り換え、返却が
可能。9年後は車検付き車両が自分
のモノになる

新車のメリットを活かしたリース

　車販参入は短時間では難しいと思う
方も多いかもしれないが、個人向けリー
スはその販売方法の手軽さなどから専門
以外のSSなどでも好評を博しており、順

調に販売実績を全国的に伸ばしている。
また、中古車と違い新車というのも販売
に拍車を掛けている。市場の新車販売比
率で言えば、まだまだ3％に満たないが、
リース販売で全体の10％は見込めると
いう試算が出ている。
　昨年開催したオーナーカンファレンス
で打ち出したホリデースタンダードでは
中長期的な戦略としてホリデーオート
リースもその柱の一つとしていく方針で
ある。ホリデー本部としても加盟店に対
して最大限のサポートを実施していき、
より内容の拡充を図っていく予定と、
益々ホリデーの躍進に目が離せない。

ホリデーオートリースで明日の顧客を掴め

受付時間 ： 月曜日～土曜日 9：00～ 18：00 担当：鈴木
0120-456-145

説明会、見学会随時実施中！ 
まずは資料請求を…株式会社ホリデー ホリデー車検フランチャイズ本部

Clickホリデー車検 FC

http://www.holiday-fc.com/

※1 構築中　※2 ピッカーズ連携　※3 JARA連携・構築中　※4 カーリンク提携・構築中　※5 保険のチカラ提携・構築中

ホリデー車検チェーン本部

「C-LTV」
支援施策

コスト削減
支援

車検整備
支援

鈑金塗装
支援

車両販売
支援

保険保証
支援

テクニカル
支援

福祉車両取扱
支援

IT＆WEB
支援

カーリース・オンラインの作業画面
カーリース・オンラインでは、国産メーカーのほぼすべての新
車のリース料をシミュレーションすることができます。車両やオ
プション選択、費用の増減もリアルタイム表示されるので、経
験少ないスタッフでも簡単に商談～見積り作成が行えます。

■ IT＆WEB支援
集客支援・集客サイト運営

車両代替案件発掘システム

タブレット利用のアンケートシステム※1

タブレット利用の立会い車検サポート※1

■ 福祉車両取扱支援
販売買取り支援

整備・修理・レンタルサポート

全国総合福祉車両協議会アライアンス

■ 保険保証支援
ホリデー安心保証

生命保険※5

損害保険※5

任意保険販売※5

■ コスト削減支援
工具、資材、備品、部品の通販サイト運営

ホリデー現場のチカラ運営

■ 車両販売支援
個人向けリース・ホリデーマイカーリース

車両売買支援システム・カーバイヤー

廃車買取りシステム

車販事業展開支援※4

■ 鈑金塗装支援
完全水性塗料スキーム

キズ・凹み直しスキーム※2

リサイクルパーツ購入システム※3

■ 車検整備支援
CS向上パッケージ

付加価値メンテナンスサービス

預かり車検※1

リサイクル支援※1

■ テクニカル支援
パワートレイン＆スキャンツール活用

ホリデーテクニカルコールセンター※1
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車のリース料をシミュレーションすることができます。車両やオ
プション選択、費用の増減もリアルタイム表示されるので、経
験少ないスタッフでも簡単に商談～見積り作成が行えます。

■ IT＆WEB支援
集客支援・集客サイト運営

車両代替案件発掘システム

タブレット利用のアンケートシステム※1

タブレット利用の立会い車検サポート※1

■ 福祉車両取扱支援
販売買取り支援

整備・修理・レンタルサポート

全国総合福祉車両協議会アライアンス

■ 保険保証支援
ホリデー安心保証

生命保険※5

損害保険※5

任意保険販売※5

■ コスト削減支援
工具、資材、備品、部品の通販サイト運営

ホリデー現場のチカラ運営

■ 車両販売支援
個人向けリース・ホリデーマイカーリース

車両売買支援システム・カーバイヤー

廃車買取りシステム

車販事業展開支援※4

■ 鈑金塗装支援
完全水性塗料スキーム

キズ・凹み直しスキーム※2

リサイクルパーツ購入システム※3

■ 車検整備支援
CS向上パッケージ

付加価値メンテナンスサービス

預かり車検※1

リサイクル支援※1

■ テクニカル支援
パワートレイン＆スキャンツール活用

ホリデーテクニカルコールセンター※1
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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？ きっかけはなんですか？

　車検台数の伸び悩みに伴い、全国
車検台数ＮＯ.1の車検のコバックの
ノウハウを、今まで実施してきたノウ
ハウに加えて、良いところを吸収する
ことにより車検台数増加と全国レベ
ルの接客対応をしていき、お客様満
足度を上げていくためです。

他のFCもありましたが何故コバック
だったのですか？

　車検台数全国ＮＯ.1の実績とノウ
ハウがあり、加盟店の横の繋がりが
非常に強いところに惹かれました。

加盟する上で不安だったこと（社員
は納得してくれるかなど）はありまし
たか？

　車検の伸び悩みが改善するかとい
う点が大きかったです。また、フラン

チャイズであるが故、決まりご
とが多く、社員がコバックのその
決まりごとについていけるかが
不安要素でした。

その不安は改善されましたか？

　実際に退職する社員もいまし
たが、やる気のある社員が残り、
週休二日、有給休暇取得、給与
アップなど職場環境の改善が出来ま
した。結果的に社員数が26名増加
し、新卒採用も出来るようになりまし
た。店舗が以前より来店して頂く受け
入れ態勢が整い、来店数の増加と共
に車検台数、その他の整備台数も伸
び、利益の確保に繋がり好調な滑り
出しを見せています。

今回出店が3店舗目で、立地が1店
舗目と近隣ということですが狙いは？

　遠方の顧客確保が狙いでしたが、
主要道路に面しており、新規顧客が
来店して頂けるようになりました。ま
た、別店舗にお客様が集中してしまっ
ていたので、お客様を振り分け、職場
環境の改善を狙いました。

2店舗目から早めの3店舗目の出店
と伺いましたが？

　はい、2店舗目からは1年半で3店
舗目をオープンさせました。年々車検

も増えていて1店舗、2店舗だけでは
カバーしきれなくなってしまうことを
防ぎたく早めにオープンさせました。
物件自体はディーラーの居抜きで、
過去の経験もあって2ヶ月でオープン
の準備も出来ました。

コバックを勧めるとしたらどのような
言葉で仲間（同業者）に伝えますか？

　お客様の車の年式、走行距離、使
用状況に応じて３つの車検メニュー
から選んで頂け、その他、金額面で心
配なお客様には無料見積りも実施し
ていますので、安心・明瞭会計とい
う点で、お客様のニーズに合った車検
ができると伝えます。

今後の予定、目標を教えて下さい（車
検2,000台など）

　目標としまして、３店舗合わせて、
今年5,300台超えを考えています。
2020年には7,000台が目標です

愛媛県今治市矢田甲705-1
TEL：0898 - 52 - 7511　
FAX：0898 - 52 - 7512

月原自動車株式会社
コバックのま店

３店舗目のコバック
オープン

せいび界
vol.627 FEBRUARY 2018

10



せいび界
2018年2月号
平成30年1月25日発行
（毎月25日発行）
通巻627号（第49巻・第2号）

■ 発　行
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
FAX 03-5713-7607
URL www.seibikai.co.jp
EML info@seibikai.co.jp

発行人：入村健二郎
編集長：八木正純
編　集：石川竜平
WEB担当：榊原　慎
制　作：有限会社ダイキ
印　刷：有限会社ダイキ

■ 配布協力
［整備振興会・団体］
一般社団法人群馬県自動車整備振興会
一般社団法人京都府自動車整備振興会
一般社団法人佐賀県自動車整備振興会
一般社団法人東京都自動車事業振興協会

[部品商社]
明治産業株式会社

[地域部品商]
株式会社大館自動車部品商会
株式会社永瀬パーツ
有限会社松江自動車用品商会
株式会社丸徳商会

[その他関連事業者]
株式会社アートパーツ長野
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
有限会社旭自動車商会
株式会社オートリサイクルナカシマ福岡
株式会社カーズターミナル
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
株式会社紀南パーツ
株式会社久保田オートパーツ
株式会社コバック
株式会社サンケイ商会
株式会社多田自動車商会
株式会社辻商会
株式会社テクニカルクリーン
株式会社永田プロダクツ
株式会社ナプロアース
株式会社福島リパーツ
ベースシステム株式会社
株式会社ホリデー
株式会社桃太郎部品
株式会社ヤツヅカ
株式会社ユピック
株式会社吉田商会
有限会社和気商店

FEBRUARY.2018
VOL.627

CONTENTS

のマークは関連記事をWebで閲覧できます。（ >> www.seibikai.co.jp ）Web版も全て無料

お知らせ：Web限定の記事もございます。

page25 内海正人先生の労務相談室

page14 誌上編集部ブログ

page20 リサイクルパーツのページ

page27 読者プレゼント

page16 カーベル大感謝祭開催

page12 隣の芝生は何色だ？

page24 整備工場のためのインターネット活用講座

page05 東京オートサロン2018

page08 ホリデーオートリースで明日の顧客を掴め

page18
一般社団法人東京都自動車事業振興協会
第1回　業界問題座談会を開催

page03 IHIのセカンドブランド クローバーターボの実力は
他のリビルトパーツを圧倒する？

特集

自動車整備 

製品関連他

車版関連

お役立ち情報・コラム

page10
コバック導入店レポート
車検のコバックのま店（月原自動車株式会社）



隣の芝生は
 何色だ？

三好　高史

㈱ビジネス通信工業　取締役。

企業用の電話、ＦＡＸ、ＯＡ機器の販売、リースまで幅広

く扱う。日本全国の自動車業界とはＯＡ機器の導入で幅

広い繋がりを持つ。異業種の営業マンでありながら、「自

動車業界が好き」というスタイルで様々な会合に参加し、

情報交換を各地で行う。年齢 48 歳。座右の銘「一期一会」

〒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

　前回、私の悪癖である「人と会話

をしている時に逆接的な言葉を使っ

てしまい、相手に誤解を与えてしまう

こと」をお伝えしました。自分の意見

を強調し過ぎて相手の意見を聞かな

いようにも聞こえ、相手からは「否定

されたと感じる」と指摘されたのがき

っかけでした。

　その指摘を機に自分自身で意識的

に悪癖を直していこうと考えるように

なりました。当然その結果として、良

い方向へ向くようになりました。

自分が変われば相手も変わる

　人は見た目が8割と先月もお伝え

しましたが、見た目を大幅に変えるの

は難しいと思います。ですが、清潔感

や服装など、ちょっとした気を遣うこ

とで見え方を変えることが出来ると思

います。

　先ほどの私の悪癖ですが、これま

では否定的に応えていたことも一旦

自分の中で受け止めてから会話をす

るようにしました。その結果は相手が

より深いことを話してくれたり、より親

密になったりといいこと尽くしでした。

　「他人を変えることは出来ないが自

分を変えることは出来る」という格言

があります。自らを変えることで他人

の態度も変わり、より円滑な人間関

係を得ることが出来ることを私自身、

身を持って知りました。

壁当てではなくキャッチボールを

　会話のキャッチボールという言葉

があるように、自分一人では会話は

出来ません。ですが、会話も私のよう

に否定的な言葉を挟んでしまうと、壁

当てになってしまいます。

　否定的な言葉を使わなくなったこ

とで本当に色々なことが開けたのです

が、何よりもこういった自分の悪い部

分を指摘していただけたことに感謝を

したいと思います。

　相手から自分の何かを否定された

際に（意見の食い違いや考え方の相

違などもあるので全てとは言いませ

ん）自分が気付いていない悪い癖を

教えてくれていると一旦自らを省みて

いただければと思います。

　他人から否定された、注意された

という表面的なことだけでなく、受け

止めることで新しい自分を見つけるこ

とが出来ます。こういった注意をして

くれる人というのは偉大で、とてもあ

りがたいことなので是非皆様も実践

して下さい。
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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/



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

 免許の切り離しと別立ての安全移動、両面で考える 

　年明け、3学期の開始と同時に、またも高齢ドライ

バーによって2人の女子高生が巻き込まれる事故が発

生した。こうした事故が起きる度、「高齢者の免許を取

り上げろ」という議論が巻き起こる。この事故の運転

者は免許更新の際に認知症の判定は出なかったために

免許が更新され、結果的に今回の事故に繋がってしま

ったわけだが、過去に何度か事故を起こした経緯もあ

っただけに、何とか防ぎようがなかったのだろうか。

　私の祖母でも同じ経験があるが、普段認知症の症状

が出ている人でも、例えば外部の人と接するといった

緊張感を伴う場面では普段見せないような頭の冴えを

見せたりする。今回の運転者も同様だったのだろう。

そうなるともはや、症状に関わらず、一定の年齢にな

ったら免許を取り上げるしかなくなってしまう。

　仮にそうなったとしても、単に免許を取り上げただけ

では、高齢者が事故を起こす可能性をなくすことがで

きても、彼らの「移動したい」という欲求・ニーズは解

消できていないどころか、かえってストレスが溜まって

しまい、それこそ免許は取り上げても目の前に運転で

きるクルマがあるままでは、無免許でも運転をしかね

ず、何も変わらない。

　つまり、「事故を起こす可能性を取り除くこと」と「高

齢者を安全に移動させる手段を考えること」の両方を

満たせて初めて、この問題が解決することになる。

 まずはクルマを運転できない状況を作り出す 

　前者についてまず考えられるのが、自主返納か家族

が取り上げるかはともかくとして高齢者から免許証を切

り離すことである（とはいえ、素直に返納に応じてくれ

るような人なら事故は起こさないかもしれないが･･･）。

ただし、先ほども触れたように、目の前に運転できるク

ルマがあっては免許を切り離した意味も半減するので、

廃車にできるなら廃車にする、もしくは家族の指紋認

証でないとハンドルのロックが解除できないといった

（後付け）装置の開発が待たれるところである。

 高齢者を安全に移動させる方法は？ 

　一方、高齢者本人が運転する以外の、安全な移動

方法を考えるならば、ベストな方法としては自動運転

車、それも手動運転の余地を残さない完全自動運転車

の導入である。とはいえ、実用化されるのは今すぐで

ないことは明らかであり、ましてや一般家庭に普及する

となると……。緊急の解決法としては現実的ではない。

　となれば、逆転の発想でこちらから移動するのでな

く、普通なら訪問される側が各高齢者の元を訪れるし

かない。それこそ、利用者（＝高齢者）が特に呼ばず

とも、定期巡回するのが理想である。高齢者でもクル

マでの移動を迫られる地域では、自ずと他の年齢層も

同様な状況であることが多く、訪問側がクルマで駆け

つけるという条件は整っている。また、こうしたコミュ

ニティではお互いの家族構成を熟知していることが多

く、どこを回ればいいのか？ とはならないだろう。

　仮にもし、どこに誰が住んでいるのか分からないとし

ても、例えば高齢者が運転していたクルマを廃車にす

る際、整備工場がそれに携わって、その方がクルマで

よく訪問していた先についてアンケートを取り、そこで

名前が挙がった先に（本人に許可を得た上で）通達す

るといった仕組みができればどうだろうか？

危険な高齢ドライバー免許返納だけでいいの？

（  　　）MASA　　 UMI
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有償運送許可情報
Onerous transportation permission information of the mounth

帰ってきた！

現行制度開始から3年が経過
年度末で許可期間が完全に満了

平成26年に有償運送許可制度が刷新

　新しい年が始まって、早一ヶ月。そろ
そろ正月気分も抜けてきた頃だろうか。
昨年も折りに触れて紹介したが、4年前
の平成26年（2014年）4月より、「車
積載車による事故車等の排除業務に係
る有償運送許可制度」において許可期間
が3年に延長になるなど、大幅な見直し
が行われた。昨年は制度見直し後、初
めての更新年ということで、多くの方が
許可期間の更新＝研修の再受講をされ
たかと思うが、制度の見直しが4年前の
年度始めということもあって、3年前つ
まり平成27年の1月～ 3月に有償運送
許可を取得された業者も多いことだろ
う。そうした方たちにとっては、あと2
ヶ月が更新のラストチャンスである。

有償運送許可制度とは？

　「車積載車による事故車等の排除業務
に係る有償運送許可制度」は、それまで
はいわゆる緑ナンバーの積載車にしか許

可されていなかった事故車等の排除業務
が、自家用ナンバーの積載車であっても
研修を受講するなどの条件を満たせば許
可される制度であり、平成23年度にス
タートし、3年後の平成26年度から許
可要件などの見直しが行われた新制度
がスタートした。

大きな変更点は許可期間が3年に！

　大小様々な変更が加えられた現行制度
だが、一番大きな変更点は有償で事故
車等の排除業務に当たってよいとされる
許可期間が、それまでの1年間から3年
間に大きく延長されたことである。許可
の継続を申請するために、毎年研修を受
講する必要があったことを考えれば、許
可業者の負担は大きく減ったことになる。
　さて、問題はここからである。「4年前
の4月から許可期間が3年になった」の
だが、「その年の年度末までの3ヶ月に
当たる１月～３月に許可を取得した業者

は、そこから3年後に当たる今年の１月
～３月に許可期間が満了する」というこ
とを意味している。
　さらに「運転免許のように許可期間満
了のお知らせ（継続案内）が届く」と思
い込んでいる許可業者が実に多いという
ことも問題である。許可を下ろした地元
の運輸支局から案内が届くということは
決してない。よほど面倒見のいい研修実
施団体が、（継続申請のための研修受講
を期待して）連絡をよこすということが、
あればいい方という程度なのだ。
　ということで、有償運送許可証をお持
ちの皆さんには、一度手持ちの許可証の
許可期間を確認することをおすすめする。
そして、許可の継続を希望するのであれ
ば、一刻も早く研修の再受講をご検討
いただきたい。研修の日程は各研修実
施団体にお問い合わせいただくか、弊社
では原則、毎月第二土曜日に研修を行
っているので、ぜひお申込を！

事故車等の排除業務に係る「有償運送許可研修」開催のお知らせ

お問い合わせ

平成30年2月17日 ㊏

平成30年3月10日 ㊏

平成30年4月14日 ㊏

□ 開 催 日

株式会社せいび広報社　会議室　［所在地］東京都大田区西蒲田6-36-11西蒲田NSビル5F場　所

八木正純・石川竜平
株式会社せいび広報社
せいび界 編集部

□ 講　  師

月刊せいび界 編集部 TEL：03-5713-7603

参加者１名あたり 15,000円  （消費税込み、当日、ご持参ください）
□ 受 講 料

各回20名まで
定員になり次第、日程変更を
お願いすることがあります。

□ 定　  員 ① 書籍「経営戦略データ2017」（最新版）プレゼント
　※自動車の販売台数や車検台数など、自動車関連業者必携の書です（定価2,400円）

□ 特　  典

③ 昼食（お弁当） ※研修は13:00からですが、12:30までにお越しください
② 自動車整備早わかりDVDシリーズ プレゼント

［申込み締切：2月3日］

［申込み締切：2月24日］

［申込み締切：3月31日］プレゼント

出張開催もいたします。株式会社せいび広報社主催

国交省関連サイト ▶ http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000018.html
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カーベル大感謝祭再び開催!

　新車市場、100円レンタカー、ペ
ットの旅立ちを全国展開する㈱カー
ベル（伊藤一正社長）は、創業10周
年を迎えたことを記念して2016年
11月に「カーベル大感謝祭」を開催
したが、このイベントが好評を博した
ことを受けて、2017年12月にも創
業11周年記念と題して「カーベル大
感謝祭」を、新木場1stリングにて
開催した。
　今回は社員の家族・取引先だけで
はなく、共にイベントを主催した頑固
プロレスのファンも招き、約300名
が参加するイベントとなった。
　 第1部ではマジシャンアレス、そし
てガールズ戦士フニーターズによるマ

ジックショー。目の前で繰り広げられ
る数々のマジックで会場は大盛り上
がり。シンガーソングライター松本隆
博さんも歌声を披露した。
　続くリング上での競技はお客さま
参加型。「綱引き」「けん玉」「ロープ
ワーク」をそれぞれチーム対抗で行
い、大人から子どもまで笑顔溢れる、
熱い時間となった。
　そして第2部のプロレス5試合で
は、3試合目でカーベル伊藤（右写
真）が全日本プロレス大森隆男選手
とタッグを組み登場。ジャイアントス
イングやスワンダイブ式ダイビングク
ロスボディなどを決め、見事勝利。こ
の日1番の盛り上がりとなった。

Mini Reportイベントミニリポート

マジックショーやリング上での競技… カーベル伊藤の試合など盛りだくさん!!
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　一般社団法人東京都自動車事業振
興協会（鈴木今朝雄会長）は、このほ
ど、鈴木会長、和田成生専務理事の
他、役員4名に加えてジャーナリストの
山田厚俊氏、本誌の入村健二郎代表を
招いて、東京・中野の日本閣にて業界
問題座談会を開催した。
　第一回は、制度疲労を起こしている
自動車整備振興会の現状について、
様々な問題点が提起されたが、ここで
は代表的な問題点を3つに絞って取り
上げている。

　鈴木会長より、「今後数回に分け、当
会が直面している問題をどう解決する
べきか、皆さんで活発にご議論いただ
きたい。そこで初めに和田専務理事よ
り、ご議論いただくためにいくつかの実
態を皆さんにご報告させます」と挨拶
があった。
　「まずもって、現在、東京の整備業界
には2つの一般社団法人が存在してい
る。1つが東京都自動車整備振興会
（以下、東整振）で、団体として歴史を
重ねている。去る平成25年4月には、
新法施行後の一般社団法人に移行し
た、東京都知事の認可団体だが、国土
交通省の行政指導管理下で、法令遵守
の業界団体そして道路運送車両法第
95条に基づいている。
　もう1つが東京都自動車事業振興協
会、当会である。当会は、去る平成22
年3月に関東運輸局長の専管認可団
体であった事業協同組合の40年に亘

る歴史を解散し、新規に一般社団法人
として総務省管轄の東京法務局新宿出
張所の認可団体となり、会員事業者へ
の指導と経済活動を兼ねた、事業者に
近い目線の事業者団体とも言える。
　当会から見ると、整備業者にとって
は放置できない問題が起きているので
はないか。だから、長年の膿を出すこ
と、会員事業者の負担を少なくする方
向に向かわせようではないかというの
が、今回提起した意味である」というの
が、和田専務からの説明であった。以
下、3つの問題点を提示して説明して
いる。

　■ 問題点1
　支部等経由の直接会費以外に
　様々な会費がある

　国の持込車検を受ける際に、現金も
しくはICカードから、1台につき200
円の能率割会費を徴収している。また、

定期点検済ダイヤルステッカーにも会
費が計上されている。

　■ 問題点2
　国の各種法令研修に課している
　東整振の研修経費に疑問

　法令研修には、自動車検査員研修と
事業場管理責任者研修、整備主任者
研修、整備主任者技術研修があるが、
去る平成25年4月に一般社団法人に
移行した後、同会の会報誌の平成25
年5月号に掲載された平成25年度収
支予算書の収支科目の研修予算額は
85,464,000円（整備主任者、検査員
研修等）、研修経費支出予算額は
54,682,000円（講師人件費、整備主
任者、検査員研修等）となっている。
　差し引き30,782,000円の粗利益は
36%で、これでは粗利が大き過ぎるの
ではないか。しかも、研修受講料を下
げる気運は現在も見当たらない。

　■ 問題点3
　行政との癒着が強く、
　国家公務員の倫理規定違反では？

　去る平成22年9月29日付で東京
運輸支局長より、「自動車事業振興協
会会長宛てとして国家公務員倫理規定
違反における禁止行為について、別添

で禁止行為等の内容の一部が付けら
れ、適宜関係者への周知をお願いしま
す」との文書が発信されてきた。

　ところが、問題2において、法令研修
教材作成に当たって、東整振本部会館
内に天下りの専務理事の他3名の天下
り役員が在籍中であり、そのうち1名
が自動車整備振興会関東ブロック連絡
協議会の事務局職員として研修教材作
成の任に当たると共に、倫理規定第6
条（特定の書籍等の監修に対する報酬
の受領の禁止）違反となる監修費の授
受が行われているようである。

　事象として、整備主任者業務の手引
きでは、行政側の監修名が削除されて
いるが、自動車検査員研修資料の表題
には、行政側の監修名が印刷されてい
る。さらに平成27年度以降、自動車検
査員研修資料は600ページ以上とな
り、審査事務規定が1/3を占め、研修
時間内での説明は省略がほとんどであ
り、資料は事実上参考資料の位置づけ
である上に、虫眼鏡で見るような文字
の大きさとなっている。本来であれば、
独立行政法人の検査官の資料であり、
自動車検査員資料にわざわざ添付する
必要性が乏しいのではないか。

一般社団法人東京都自動車事業振興協会

第1回 業界問題座談会を開催
今後数回重ねて各方面に提案の方向

業界の問題を真剣に議論する出席者の面々

会　　　長 鈴木今朝雄
副　会　長 板橋　一男
専　務　理　事 和田　成生
理　　　事 緑川　和男
指定工場（代表者） 渡辺　和行
ジャーナリスト 山田　厚俊
本　誌　代　表 入村健二郎

＜出席者名＞
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　一般社団法人東京都自動車事業振
興協会（鈴木今朝雄会長）は、このほ
ど、鈴木会長、和田成生専務理事の
他、役員4名に加えてジャーナリストの
山田厚俊氏、本誌の入村健二郎代表を
招いて、東京・中野の日本閣にて業界
問題座談会を開催した。
　第一回は、制度疲労を起こしている
自動車整備振興会の現状について、
様々な問題点が提起されたが、ここで
は代表的な問題点を3つに絞って取り
上げている。

　鈴木会長より、「今後数回に分け、当
会が直面している問題をどう解決する
べきか、皆さんで活発にご議論いただ
きたい。そこで初めに和田専務理事よ
り、ご議論いただくためにいくつかの実
態を皆さんにご報告させます」と挨拶
があった。
　「まずもって、現在、東京の整備業界
には2つの一般社団法人が存在してい
る。1つが東京都自動車整備振興会
（以下、東整振）で、団体として歴史を
重ねている。去る平成25年4月には、
新法施行後の一般社団法人に移行し
た、東京都知事の認可団体だが、国土
交通省の行政指導管理下で、法令遵守
の業界団体そして道路運送車両法第
95条に基づいている。
　もう1つが東京都自動車事業振興協
会、当会である。当会は、去る平成22
年3月に関東運輸局長の専管認可団
体であった事業協同組合の40年に亘

る歴史を解散し、新規に一般社団法人
として総務省管轄の東京法務局新宿出
張所の認可団体となり、会員事業者へ
の指導と経済活動を兼ねた、事業者に
近い目線の事業者団体とも言える。
　当会から見ると、整備業者にとって
は放置できない問題が起きているので
はないか。だから、長年の膿を出すこ
と、会員事業者の負担を少なくする方
向に向かわせようではないかというの
が、今回提起した意味である」というの
が、和田専務からの説明であった。以
下、3つの問題点を提示して説明して
いる。

　■ 問題点1
　支部等経由の直接会費以外に
　様々な会費がある

　国の持込車検を受ける際に、現金も
しくはICカードから、1台につき200
円の能率割会費を徴収している。また、

定期点検済ダイヤルステッカーにも会
費が計上されている。

　■ 問題点2
　国の各種法令研修に課している
　東整振の研修経費に疑問

　法令研修には、自動車検査員研修と
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研修、整備主任者技術研修があるが、
去る平成25年4月に一般社団法人に
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支予算書の収支科目の研修予算額は
85,464,000円（整備主任者、検査員
研修等）、研修経費支出予算額は
54,682,000円（講師人件費、整備主
任者、検査員研修等）となっている。
　差し引き30,782,000円の粗利益は
36%で、これでは粗利が大き過ぎるの
ではないか。しかも、研修受講料を下
げる気運は現在も見当たらない。

　■ 問題点3
　行政との癒着が強く、
　国家公務員の倫理規定違反では？

　去る平成22年9月29日付で東京
運輸支局長より、「自動車事業振興協
会会長宛てとして国家公務員倫理規定
違反における禁止行為について、別添

で禁止行為等の内容の一部が付けら
れ、適宜関係者への周知をお願いしま
す」との文書が発信されてきた。

　ところが、問題2において、法令研修
教材作成に当たって、東整振本部会館
内に天下りの専務理事の他3名の天下
り役員が在籍中であり、そのうち1名
が自動車整備振興会関東ブロック連絡
協議会の事務局職員として研修教材作
成の任に当たると共に、倫理規定第6
条（特定の書籍等の監修に対する報酬
の受領の禁止）違反となる監修費の授
受が行われているようである。

　事象として、整備主任者業務の手引
きでは、行政側の監修名が削除されて
いるが、自動車検査員研修資料の表題
には、行政側の監修名が印刷されてい
る。さらに平成27年度以降、自動車検
査員研修資料は600ページ以上とな
り、審査事務規定が1/3を占め、研修
時間内での説明は省略がほとんどであ
り、資料は事実上参考資料の位置づけ
である上に、虫眼鏡で見るような文字
の大きさとなっている。本来であれば、
独立行政法人の検査官の資料であり、
自動車検査員資料にわざわざ添付する
必要性が乏しいのではないか。

一般社団法人東京都自動車事業振興協会

第1回 業界問題座談会を開催
今後数回重ねて各方面に提案の方向
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専　務　理　事 和田　成生
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本　誌　代　表 入村健二郎
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　自動車リサイクル部品の認知度は

年々向上している。単に団体や整備工

場等が告知をしているだけでなく、一

般ユーザーが賢くなっているという点も

考えられる。ユーザーが賢くなった理

由はインターネットの普及は当然のこと

ながら、異業種やECサイト等でのリサ

イクルパーツの取り扱いが増加したこと

が理由として挙げられる。ECサイトと

言えばNGPのアマゾン、ブロードリー

フとの連携やジャプラのヤフオク連携な

どが目に付く。リサイクルに限定しなけ

れば楽天やモノタロウといった用品販

売サイトも積極的に露出を拡大してい

る。様々な形でリサイクル部品は一般

ユーザーに認知されている。とりわけ

一般ユーザーの中でもリサイクルパーツ

を積極的に使う層が多く集まるイベン

トの1つであるお台場旧車天国などはフ

リーマーケットなども開催され、ユーザ

ー間でも取引が行われる。そんなイベ

ント中に大手リサイクル団体である㈱

JARAが出展し、来場者に向けてリサ

イクルパーツについてのアンケートを行

った（→23ページ）。とても興味深い

結果となったため、編集部でもそれに

合わせてリサイクルパーツの認知度や

意識について調査を行った。

意識調査による回答

　さて、編集部で行った調査は高速道

路サービスエリア内にて一般ユーザー

30名ほどに対して行い、リサイクルパ

ーツの使用履歴、使用した感想等を伺

った。修復暦がある車種のユーザーに

質問をしたので良くも悪くもリサイクル

パーツに対しての認知度は高かった。

Q.1 リサイクルパーツをご存知ですか？

　はい…100％（回答３２名）

Q.2 リサイクルパーツを何処で使いま
したか？

　修理案件で利用…90％（28名）

　自分でカスタマイズ用…10％（4名）

Q.3 リサイクルパーツに対して漠然と持
っているイメージは？

　良い…30％（9名）

　悪い…70％（23名）

Q.4 良い部分はどこでしょうか？

　値段…70％（23名）

　品質…５％（2名）

　在庫…20％（5名）

　その他…５％（２名）
■ Q.4に関するコメントの紹介

① 絶版部品を探す際は絶対に欠かせ

ないのが中古部品

② 品質にはバラつきがある

③ 欲しいと思えば値段は関係なくなる

④ 新品の半額ぐらいで販売されている

から使い易い

Q.5 悪い部分はどこでしょうか？

　品質…70％（23名）

　値段…10％（３名）

　その他…20％（7名）
■ Q.5に関するコメントの紹介

① 整備工場に部品を発注して貰った

が酷い目にあった（モノが悪くて返

品と代品を繰り返した）

② 保証がついているということだが、

何か問題があった時は使用者側の

責任にされそう

③ エコということを全面に押し出して

いたが貧乏臭い

④ いくらキレイにしたからといって事

故車から外した部品と考えるとイメ

ージは悪い。正直「使った」と近

所の人には言いにくい

⑤ 専門の業者もいるようだが、もしか

したら騙されていないか不安になる

（新品と違い疑いの目で見ている）

⑥ キズがあるのは分かるけどキズのつ

き方等分かりにくい

⑦ いくら中古でも商品じゃないような

ものまで流通されていて憤慨だ

■ その他のフリーコメントの紹介

① これまで３回ドアなどパネル類を交

換したことがある。色味が若干違う

と聞いていたが、大幅に違った。

何故こんなことが起きるのかが分か

らない

② 電装品は見てくれも悪くてアルミが

腐食しているようなものは例え中に

問題が無くても問題がある気がする

③ 中古部品を生産している解体工場

のイメージは悪い。近隣の工場も

何をやっているか分からない

④ 何でもいいから直す時に使い、しっ

かり直す時は新品を使う

⑤ 中古部品がどういうものか分からな

い人にはオススメ出来ない、自分は

いいが家族の車には使わせたくない

⑥ 単純に品質は信用出来ない

⑦ アップガレージで買ったことがある

が、余りモノが良くなかった

⑧ 安いだけで新品と比較するようなも

のではない

⑨ 新品との違いは何処にあるのか分

からない、中古部品とはいえ、新

品よりも優れている部分があるなら

それを知りたい

⑩ 在庫が有ったり無かったり使いにく

い側面を持っている。有ったとして

も直ぐになくなるなど不安定過ぎる

⑪ 低年式、絶版車の部品を集めて欲しい

⑫ テストをしているのか不安

⑬ ネットショッピングと同じ要領で買

うことも出来るが、現物を見ないで

買うのは抵抗がある

⑭ 業者（整備工場）に任せて届いた部

品を見たが、話と違う物が届き、い

い加減な仕事をしている感じがした

⑮ リサイクルパーツという呼び方より

も中古部品の方がしっくりくる（回

答多数）

リサイクルパーツに対する要望

① もっと身近に買えるような場所を作

って欲しい

② 一定の基準を作って欲しい、在庫

の有無に対するルールなどを作って

欲しい

③ どこに気をつけて買えばいいのかな

ど、中古部品利用のガイダンスが

欲しい

④ 整備工場ももう少し分かりやすく伝

えて欲しい

⑤ 車検の時に使った部品（ドライブシ

ャフトと思われる）が極端に安くて

不安になった。安いのは助かるが、

安い理由が企業努力と言われると

それはそれで不安になる

⑥ 整備工場と中古部品を作っている

ところの連携みたいのをもう少し出

来たらいいと思う

⑦ 中古部品だから仕方が無いと整備

工場に言われたのだが、非常に腹

立たしい。何でも中古だからいい、

新品だからいいというのはおかしい

と思う

総　　括

　整備工場にとってリサイクルパーツは

収益を上げる部品として浸透している。

リビルトパーツに至っては新品同様以

上の性能を持ち、ユーザーに対して提

案し易いだろう。アンケートからは満足

度は高いながら、不安も明確にあるの

が見えてきた。キズの説明1つとってし

てもユーザーに伝わるように整備工場

が伝えているか、という疑問もある。や

はり商品に対する信憑性に欠ける点が

不安として目立ったことから、「中古部

品だから仕方がない」ということを免

罪符として、使う側もある程度は理解

を示す必要がある。もちろん、リサイク

ルパーツだから仕方がないで済ませる

内容でないことも往 と々してある。だか

らこそ、信頼出来る自動車リサイクル業

とお付き合いをすることを勧める。手前

味噌になるが、本誌を配っているよう

な会社であれば信用に足る会社である

といえる。この情報化社会に本誌とい

う媒体に価値を見出し、営業ツールと

して使うということは読者である整備工

場と繋がり続けたいという表れでもあ

る。本誌の正しい使い方であるコミュ

ニケーションツールとして活用している

会社と繋がることは自社にとって価値の

あることだと認識して頂ければと思う。

　また、全く違う観点ではあるが、リ

サイクルパーツという呼称を一般ユーザ

ーは中古部品と呼ぶことが多かった。

直訳すればユーズドパーツなのだが、

まだまだ自動車がリサイクルされるとい

うこと自体に認知が少ない点が伺える。

呼び方1つではあるが、リサイクルパー

ツと中古部品とではイメージが異なる

だろう。こういったイメージばかりが先

行してしまい、使ったことが無いケース

もあるので、先入観を自分自身はもち

ろん、お客さまである一般ユーザーに

も伝えていくことが整備工場には求めら

れているだろう。
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　自動車リサイクル部品の認知度は

年々向上している。単に団体や整備工

場等が告知をしているだけでなく、一

般ユーザーが賢くなっているという点も

考えられる。ユーザーが賢くなった理

由はインターネットの普及は当然のこと

ながら、異業種やECサイト等でのリサ

イクルパーツの取り扱いが増加したこと

が理由として挙げられる。ECサイトと

言えばNGPのアマゾン、ブロードリー

フとの連携やジャプラのヤフオク連携な

どが目に付く。リサイクルに限定しなけ

れば楽天やモノタロウといった用品販

売サイトも積極的に露出を拡大してい

る。様々な形でリサイクル部品は一般

ユーザーに認知されている。とりわけ

一般ユーザーの中でもリサイクルパーツ

を積極的に使う層が多く集まるイベン

トの1つであるお台場旧車天国などはフ

リーマーケットなども開催され、ユーザ

ー間でも取引が行われる。そんなイベ

ント中に大手リサイクル団体である㈱

JARAが出展し、来場者に向けてリサ

イクルパーツについてのアンケートを行

った（→23ページ）。とても興味深い

結果となったため、編集部でもそれに

合わせてリサイクルパーツの認知度や

意識について調査を行った。

意識調査による回答

　さて、編集部で行った調査は高速道

路サービスエリア内にて一般ユーザー

30名ほどに対して行い、リサイクルパ

ーツの使用履歴、使用した感想等を伺

った。修復暦がある車種のユーザーに

質問をしたので良くも悪くもリサイクル

パーツに対しての認知度は高かった。

Q.1 リサイクルパーツをご存知ですか？

　はい…100％（回答３２名）

Q.2 リサイクルパーツを何処で使いま
したか？

　修理案件で利用…90％（28名）

　自分でカスタマイズ用…10％（4名）

Q.3 リサイクルパーツに対して漠然と持
っているイメージは？

　良い…30％（9名）

　悪い…70％（23名）

Q.4 良い部分はどこでしょうか？

　値段…70％（23名）

　品質…５％（2名）

　在庫…20％（5名）

　その他…５％（２名）
■ Q.4に関するコメントの紹介

① 絶版部品を探す際は絶対に欠かせ

ないのが中古部品

② 品質にはバラつきがある

③ 欲しいと思えば値段は関係なくなる

④ 新品の半額ぐらいで販売されている

から使い易い

Q.5 悪い部分はどこでしょうか？

　品質…70％（23名）

　値段…10％（３名）

　その他…20％（7名）
■ Q.5に関するコメントの紹介

① 整備工場に部品を発注して貰った

が酷い目にあった（モノが悪くて返

品と代品を繰り返した）

② 保証がついているということだが、

何か問題があった時は使用者側の

責任にされそう

③ エコということを全面に押し出して

いたが貧乏臭い

④ いくらキレイにしたからといって事

故車から外した部品と考えるとイメ

ージは悪い。正直「使った」と近

所の人には言いにくい

⑤ 専門の業者もいるようだが、もしか

したら騙されていないか不安になる

（新品と違い疑いの目で見ている）

⑥ キズがあるのは分かるけどキズのつ

き方等分かりにくい

⑦ いくら中古でも商品じゃないような

ものまで流通されていて憤慨だ

■ その他のフリーコメントの紹介

① これまで３回ドアなどパネル類を交

換したことがある。色味が若干違う

と聞いていたが、大幅に違った。

何故こんなことが起きるのかが分か

らない

② 電装品は見てくれも悪くてアルミが

腐食しているようなものは例え中に

問題が無くても問題がある気がする

③ 中古部品を生産している解体工場

のイメージは悪い。近隣の工場も

何をやっているか分からない

④ 何でもいいから直す時に使い、しっ

かり直す時は新品を使う

⑤ 中古部品がどういうものか分からな

い人にはオススメ出来ない、自分は

いいが家族の車には使わせたくない

⑥ 単純に品質は信用出来ない

⑦ アップガレージで買ったことがある

が、余りモノが良くなかった

⑧ 安いだけで新品と比較するようなも

のではない

⑨ 新品との違いは何処にあるのか分

からない、中古部品とはいえ、新

品よりも優れている部分があるなら

それを知りたい

⑩ 在庫が有ったり無かったり使いにく

い側面を持っている。有ったとして

も直ぐになくなるなど不安定過ぎる

⑪ 低年式、絶版車の部品を集めて欲しい

⑫ テストをしているのか不安

⑬ ネットショッピングと同じ要領で買

うことも出来るが、現物を見ないで

買うのは抵抗がある

⑭ 業者（整備工場）に任せて届いた部

品を見たが、話と違う物が届き、い

い加減な仕事をしている感じがした

⑮ リサイクルパーツという呼び方より

も中古部品の方がしっくりくる（回

答多数）

リサイクルパーツに対する要望

① もっと身近に買えるような場所を作

って欲しい

② 一定の基準を作って欲しい、在庫

の有無に対するルールなどを作って

欲しい

③ どこに気をつけて買えばいいのかな

ど、中古部品利用のガイダンスが

欲しい

④ 整備工場ももう少し分かりやすく伝

えて欲しい

⑤ 車検の時に使った部品（ドライブシ

ャフトと思われる）が極端に安くて

不安になった。安いのは助かるが、

安い理由が企業努力と言われると

それはそれで不安になる

⑥ 整備工場と中古部品を作っている

ところの連携みたいのをもう少し出

来たらいいと思う

⑦ 中古部品だから仕方が無いと整備

工場に言われたのだが、非常に腹

立たしい。何でも中古だからいい、

新品だからいいというのはおかしい

と思う

総　　括

　整備工場にとってリサイクルパーツは

収益を上げる部品として浸透している。

リビルトパーツに至っては新品同様以

上の性能を持ち、ユーザーに対して提

案し易いだろう。アンケートからは満足

度は高いながら、不安も明確にあるの

が見えてきた。キズの説明1つとってし

てもユーザーに伝わるように整備工場

が伝えているか、という疑問もある。や

はり商品に対する信憑性に欠ける点が

不安として目立ったことから、「中古部

品だから仕方がない」ということを免

罪符として、使う側もある程度は理解

を示す必要がある。もちろん、リサイク

ルパーツだから仕方がないで済ませる

内容でないことも往 と々してある。だか

らこそ、信頼出来る自動車リサイクル業

とお付き合いをすることを勧める。手前

味噌になるが、本誌を配っているよう

な会社であれば信用に足る会社である

といえる。この情報化社会に本誌とい

う媒体に価値を見出し、営業ツールと

して使うということは読者である整備工

場と繋がり続けたいという表れでもあ

る。本誌の正しい使い方であるコミュ

ニケーションツールとして活用している

会社と繋がることは自社にとって価値の

あることだと認識して頂ければと思う。

　また、全く違う観点ではあるが、リ

サイクルパーツという呼称を一般ユーザ

ーは中古部品と呼ぶことが多かった。

直訳すればユーズドパーツなのだが、

まだまだ自動車がリサイクルされるとい

うこと自体に認知が少ない点が伺える。

呼び方1つではあるが、リサイクルパー

ツと中古部品とではイメージが異なる

だろう。こういったイメージばかりが先

行してしまい、使ったことが無いケース

もあるので、先入観を自分自身はもち

ろん、お客さまである一般ユーザーに

も伝えていくことが整備工場には求めら

れているだろう。
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　自動車リサイクル部品の認知度は

年々向上している。単に団体や整備工

場等が告知をしているだけでなく、一

般ユーザーが賢くなっているという点も

考えられる。ユーザーが賢くなった理

由はインターネットの普及は当然のこと

ながら、異業種やECサイト等でのリサ

イクルパーツの取り扱いが増加したこと

が理由として挙げられる。ECサイトと

言えばNGPのアマゾン、ブロードリー

フとの連携やジャプラのヤフオク連携な

どが目に付く。リサイクルに限定しなけ

れば楽天やモノタロウといった用品販

売サイトも積極的に露出を拡大してい

る。様々な形でリサイクル部品は一般

ユーザーに認知されている。とりわけ

一般ユーザーの中でもリサイクルパーツ

を積極的に使う層が多く集まるイベン

トの1つであるお台場旧車天国などはフ

リーマーケットなども開催され、ユーザ

ー間でも取引が行われる。そんなイベ

ント中に大手リサイクル団体である㈱

JARAが出展し、来場者に向けてリサ

イクルパーツについてのアンケートを行

った（→23ページ）。とても興味深い

結果となったため、編集部でもそれに

合わせてリサイクルパーツの認知度や

意識について調査を行った。

意識調査による回答

　さて、編集部で行った調査は高速道

路サービスエリア内にて一般ユーザー

30名ほどに対して行い、リサイクルパ

ーツの使用履歴、使用した感想等を伺

った。修復暦がある車種のユーザーに

質問をしたので良くも悪くもリサイクル

パーツに対しての認知度は高かった。

Q.1 リサイクルパーツをご存知ですか？

　はい…100％（回答３２名）

Q.2 リサイクルパーツを何処で使いま
したか？

　修理案件で利用…90％（28名）

　自分でカスタマイズ用…10％（4名）

Q.3 リサイクルパーツに対して漠然と持
っているイメージは？

　良い…30％（9名）

　悪い…70％（23名）

Q.4 良い部分はどこでしょうか？

　値段…70％（23名）

　品質…５％（2名）

　在庫…20％（5名）

　その他…５％（２名）
■ Q.4に関するコメントの紹介

① 絶版部品を探す際は絶対に欠かせ

ないのが中古部品

② 品質にはバラつきがある

③ 欲しいと思えば値段は関係なくなる

④ 新品の半額ぐらいで販売されている

から使い易い

Q.5 悪い部分はどこでしょうか？

　品質…70％（23名）

　値段…10％（３名）

　その他…20％（7名）
■ Q.5に関するコメントの紹介

① 整備工場に部品を発注して貰った

が酷い目にあった（モノが悪くて返

品と代品を繰り返した）

② 保証がついているということだが、

何か問題があった時は使用者側の

責任にされそう

③ エコということを全面に押し出して

いたが貧乏臭い

④ いくらキレイにしたからといって事

故車から外した部品と考えるとイメ

ージは悪い。正直「使った」と近

所の人には言いにくい

⑤ 専門の業者もいるようだが、もしか

したら騙されていないか不安になる

（新品と違い疑いの目で見ている）

⑥ キズがあるのは分かるけどキズのつ

き方等分かりにくい

⑦ いくら中古でも商品じゃないような

ものまで流通されていて憤慨だ

■ その他のフリーコメントの紹介

① これまで３回ドアなどパネル類を交

換したことがある。色味が若干違う

と聞いていたが、大幅に違った。

何故こんなことが起きるのかが分か

らない

② 電装品は見てくれも悪くてアルミが

腐食しているようなものは例え中に

問題が無くても問題がある気がする

③ 中古部品を生産している解体工場

のイメージは悪い。近隣の工場も

何をやっているか分からない

④ 何でもいいから直す時に使い、しっ

かり直す時は新品を使う

⑤ 中古部品がどういうものか分からな

い人にはオススメ出来ない、自分は

いいが家族の車には使わせたくない

⑥ 単純に品質は信用出来ない

⑦ アップガレージで買ったことがある

が、余りモノが良くなかった

⑧ 安いだけで新品と比較するようなも

のではない

⑨ 新品との違いは何処にあるのか分

からない、中古部品とはいえ、新

品よりも優れている部分があるなら

それを知りたい

⑩ 在庫が有ったり無かったり使いにく

い側面を持っている。有ったとして

も直ぐになくなるなど不安定過ぎる

⑪ 低年式、絶版車の部品を集めて欲しい

⑫ テストをしているのか不安

⑬ ネットショッピングと同じ要領で買

うことも出来るが、現物を見ないで

買うのは抵抗がある

⑭ 業者（整備工場）に任せて届いた部

品を見たが、話と違う物が届き、い

い加減な仕事をしている感じがした

⑮ リサイクルパーツという呼び方より

も中古部品の方がしっくりくる（回

答多数）

リサイクルパーツに対する要望

① もっと身近に買えるような場所を作

って欲しい

② 一定の基準を作って欲しい、在庫

の有無に対するルールなどを作って

欲しい

③ どこに気をつけて買えばいいのかな

ど、中古部品利用のガイダンスが

欲しい

④ 整備工場ももう少し分かりやすく伝

えて欲しい

⑤ 車検の時に使った部品（ドライブシ

ャフトと思われる）が極端に安くて

不安になった。安いのは助かるが、

安い理由が企業努力と言われると

それはそれで不安になる

⑥ 整備工場と中古部品を作っている

ところの連携みたいのをもう少し出

来たらいいと思う

⑦ 中古部品だから仕方が無いと整備

工場に言われたのだが、非常に腹

立たしい。何でも中古だからいい、

新品だからいいというのはおかしい

と思う

総　　括

　整備工場にとってリサイクルパーツは

収益を上げる部品として浸透している。

リビルトパーツに至っては新品同様以

上の性能を持ち、ユーザーに対して提

案し易いだろう。アンケートからは満足

度は高いながら、不安も明確にあるの

が見えてきた。キズの説明1つとってし

てもユーザーに伝わるように整備工場

が伝えているか、という疑問もある。や

はり商品に対する信憑性に欠ける点が

不安として目立ったことから、「中古部

品だから仕方がない」ということを免

罪符として、使う側もある程度は理解

を示す必要がある。もちろん、リサイク

ルパーツだから仕方がないで済ませる

内容でないことも往 と々してある。だか

らこそ、信頼出来る自動車リサイクル業

とお付き合いをすることを勧める。手前

味噌になるが、本誌を配っているよう

な会社であれば信用に足る会社である

といえる。この情報化社会に本誌とい

う媒体に価値を見出し、営業ツールと

して使うということは読者である整備工

場と繋がり続けたいという表れでもあ

る。本誌の正しい使い方であるコミュ

ニケーションツールとして活用している

会社と繋がることは自社にとって価値の

あることだと認識して頂ければと思う。

　また、全く違う観点ではあるが、リ

サイクルパーツという呼称を一般ユーザ

ーは中古部品と呼ぶことが多かった。

直訳すればユーズドパーツなのだが、

まだまだ自動車がリサイクルされるとい

うこと自体に認知が少ない点が伺える。

呼び方1つではあるが、リサイクルパー

ツと中古部品とではイメージが異なる

だろう。こういったイメージばかりが先

行してしまい、使ったことが無いケース

もあるので、先入観を自分自身はもち

ろん、お客さまである一般ユーザーに

も伝えていくことが整備工場には求めら

れているだろう。

リサイクルパーツ認知度アンケート

旧車天国2017　ご来場者アンケート　結果   

年齢（総回答数140名）
10代
20代
30代
40代
50代
60代

70歳以上
未回答

0 10 20 30 40 50 60 70
2

2
7

38
63

19
7

2

車の所有について

自己所有

家族所有

持っていない

未回答

0 12020 40 60 80 100

110

17

4

9
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■はい（77%）
■いいえ（48%）
■部品を交換したことが無い
　（11%）

Q1
車検や修理で部品を交換した際、リサイクルパーツ（中古部品）
を使用するか尋ねられました

Q2
Q1で「はい」と回答された方どの部品か教えてください

Q3 （複数回答可）
自動車リサイクルパーツ（中古部品）のイメージを教えてください

Q4 （複数回答可）
Q3で「良い」と回答された方イメージが良いのはどの部品ですか

Q5 （複数回答可）
その理由を教えてください

Q6 （複数回答可）
Q3で「悪い」と回答された方、イメージが悪いのはどの部品ですか？

Q7 （複数回答可）
Q3で「悪い」（不安／汚い）と回答された方、
その理由を教えてください

Q8 （複数回答可）
あなたの車で部品交換が必要となった際
リサイクルパーツ（中古部品）を使用したいですか

Q9 （複数回答可）
Q8で「はい」と答えた方、その理由を教えてください

Q10
Q8で「いいえ」「どちらともいえない」と答えた方
その理由を教えてください

Q11 （複数回答可）
Q10で「安心感・信頼性が低い」と答えた方「安心感・信頼性」
を高めるためには何が必要だと思われますか

■外装部品
　（ドアパネル、バンパー等）（43%）
■内燃・駆動部品
　（エンジン、ミッション等）（34%）
■電装部品（ヘッドライト等）（29%）
■内装部品（ステアリング等）（10%）
■その他（6%）

■良い（33%）
■古い純正部品（13%）
■安価（42%）　■悪い（1%）
■悪い（不安）（1%）
■悪い（汚い）（1%）
■特になし（7%）　■その他（2%）

その他の回答：新品で買うより中古でも奇麗な物があればあよい
良い物はよいと思う、状態によるが割高なものもある

その他の回答：ステアリング廻り、ラジエーター、オルタネーター
セルモーター

■外装部品
　（ドアパネル、バンパー等）（37%）
■内燃・駆動部品
　（エンジン、ミッション等）（29%）
■電装部品（ヘッドライト等）（22%）
■内装部品（ステアリング）（11%）
■その他（1%）

その他の回答：セルモーター、オルタネーター
その他の回答：メーカーでなくなったパーツ、部品が減っているのでありがたい、
新品が無い、オリジナル、きちんとリビルドされたイメージ、あれば御の字

■走行に影響がない（37%）
■新品より費用抑えられる（42%）
■塗装や補修でキレイになる（17%）
■その他（4%）

■外装部品
　（ドアパネル、バンパー等）（27%）
■内燃・駆動部品
　（エンジン、ミッション等）（50%）
■電装部品（ヘッドライト等）（18%）
■内装部品（ステアリング等）（5%）

■部品の状態が分からない、
　情報がない（62%）
■耐久年数が低そう（33%）
■走行に影響がありそう（5%）

■はい（78%）
■いいえ（5%）
■どちらともいえない（17%）

■問題なく直れば良い（54%）
■価格が抑えられる（40%）
■安心感・信頼性があるから（2%）
■その他（4%）

その他の回答：新品がない、既に実用済み、新品でもうない物もあるから
部品が減っているのでありがたい、部品の補給がメーカーからない
あればいい

その他の回答：その部品による、その先何年乗るかによって、供給不可、
ケースバイケース、良く分からないので、気持ち、
自分の車だからお金をかけても直したい

■安心感・信頼性が低い（55%）
■新品しか使用したくない（4%）
■その他（41%）

■自動車メーカー保証（14%）
■自動車部品メーカー保証（27%）
■中古部品生産会社の保証（21%）
■中古部品の生産工程履歴（9%）
■中古部品の生産会社情報（6%）
■中古部品の情報
　（程度や画像など）（21%）
■その他（2%）

その他の回答
人と人との信頼 実施日　平成 29年 11月 19日（日）

自動車リサイクルのページ
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　自動車リサイクル部品の認知度は

年々向上している。単に団体や整備工

場等が告知をしているだけでなく、一

般ユーザーが賢くなっているという点も

考えられる。ユーザーが賢くなった理

由はインターネットの普及は当然のこと

ながら、異業種やECサイト等でのリサ

イクルパーツの取り扱いが増加したこと

が理由として挙げられる。ECサイトと

言えばNGPのアマゾン、ブロードリー

フとの連携やジャプラのヤフオク連携な

どが目に付く。リサイクルに限定しなけ

れば楽天やモノタロウといった用品販

売サイトも積極的に露出を拡大してい

る。様々な形でリサイクル部品は一般

ユーザーに認知されている。とりわけ

一般ユーザーの中でもリサイクルパーツ

を積極的に使う層が多く集まるイベン

トの1つであるお台場旧車天国などはフ

リーマーケットなども開催され、ユーザ

ー間でも取引が行われる。そんなイベ

ント中に大手リサイクル団体である㈱

JARAが出展し、来場者に向けてリサ

イクルパーツについてのアンケートを行

った（→23ページ）。とても興味深い

結果となったため、編集部でもそれに

合わせてリサイクルパーツの認知度や

意識について調査を行った。

意識調査による回答

　さて、編集部で行った調査は高速道

路サービスエリア内にて一般ユーザー

30名ほどに対して行い、リサイクルパ

ーツの使用履歴、使用した感想等を伺

った。修復暦がある車種のユーザーに

質問をしたので良くも悪くもリサイクル

パーツに対しての認知度は高かった。

Q.1 リサイクルパーツをご存知ですか？

　はい…100％（回答３２名）

Q.2 リサイクルパーツを何処で使いま
したか？

　修理案件で利用…90％（28名）

　自分でカスタマイズ用…10％（4名）

Q.3 リサイクルパーツに対して漠然と持
っているイメージは？

　良い…30％（9名）

　悪い…70％（23名）

Q.4 良い部分はどこでしょうか？

　値段…70％（23名）

　品質…５％（2名）

　在庫…20％（5名）

　その他…５％（２名）
■ Q.4に関するコメントの紹介

① 絶版部品を探す際は絶対に欠かせ

ないのが中古部品

② 品質にはバラつきがある

③ 欲しいと思えば値段は関係なくなる

④ 新品の半額ぐらいで販売されている

から使い易い

Q.5 悪い部分はどこでしょうか？

　品質…70％（23名）

　値段…10％（３名）

　その他…20％（7名）
■ Q.5に関するコメントの紹介

① 整備工場に部品を発注して貰った

が酷い目にあった（モノが悪くて返

品と代品を繰り返した）

② 保証がついているということだが、

何か問題があった時は使用者側の

責任にされそう

③ エコということを全面に押し出して

いたが貧乏臭い

④ いくらキレイにしたからといって事

故車から外した部品と考えるとイメ

ージは悪い。正直「使った」と近

所の人には言いにくい

⑤ 専門の業者もいるようだが、もしか

したら騙されていないか不安になる

（新品と違い疑いの目で見ている）

⑥ キズがあるのは分かるけどキズのつ

き方等分かりにくい

⑦ いくら中古でも商品じゃないような

ものまで流通されていて憤慨だ

■ その他のフリーコメントの紹介

① これまで３回ドアなどパネル類を交

換したことがある。色味が若干違う

と聞いていたが、大幅に違った。

何故こんなことが起きるのかが分か

らない

② 電装品は見てくれも悪くてアルミが

腐食しているようなものは例え中に

問題が無くても問題がある気がする

③ 中古部品を生産している解体工場

のイメージは悪い。近隣の工場も

何をやっているか分からない

④ 何でもいいから直す時に使い、しっ

かり直す時は新品を使う

⑤ 中古部品がどういうものか分からな

い人にはオススメ出来ない、自分は

いいが家族の車には使わせたくない

⑥ 単純に品質は信用出来ない

⑦ アップガレージで買ったことがある

が、余りモノが良くなかった

⑧ 安いだけで新品と比較するようなも

のではない

⑨ 新品との違いは何処にあるのか分

からない、中古部品とはいえ、新

品よりも優れている部分があるなら

それを知りたい

⑩ 在庫が有ったり無かったり使いにく

い側面を持っている。有ったとして

も直ぐになくなるなど不安定過ぎる

⑪ 低年式、絶版車の部品を集めて欲しい

⑫ テストをしているのか不安

⑬ ネットショッピングと同じ要領で買

うことも出来るが、現物を見ないで

買うのは抵抗がある

⑭ 業者（整備工場）に任せて届いた部

品を見たが、話と違う物が届き、い

い加減な仕事をしている感じがした

⑮ リサイクルパーツという呼び方より

も中古部品の方がしっくりくる（回

答多数）

リサイクルパーツに対する要望

① もっと身近に買えるような場所を作

って欲しい

② 一定の基準を作って欲しい、在庫

の有無に対するルールなどを作って

欲しい

③ どこに気をつけて買えばいいのかな

ど、中古部品利用のガイダンスが

欲しい

④ 整備工場ももう少し分かりやすく伝

えて欲しい

⑤ 車検の時に使った部品（ドライブシ

ャフトと思われる）が極端に安くて

不安になった。安いのは助かるが、

安い理由が企業努力と言われると

それはそれで不安になる

⑥ 整備工場と中古部品を作っている

ところの連携みたいのをもう少し出

来たらいいと思う

⑦ 中古部品だから仕方が無いと整備

工場に言われたのだが、非常に腹

立たしい。何でも中古だからいい、

新品だからいいというのはおかしい

と思う

総　　括

　整備工場にとってリサイクルパーツは

収益を上げる部品として浸透している。

リビルトパーツに至っては新品同様以

上の性能を持ち、ユーザーに対して提

案し易いだろう。アンケートからは満足

度は高いながら、不安も明確にあるの

が見えてきた。キズの説明1つとってし

てもユーザーに伝わるように整備工場

が伝えているか、という疑問もある。や

はり商品に対する信憑性に欠ける点が

不安として目立ったことから、「中古部

品だから仕方がない」ということを免

罪符として、使う側もある程度は理解

を示す必要がある。もちろん、リサイク

ルパーツだから仕方がないで済ませる

内容でないことも往 と々してある。だか

らこそ、信頼出来る自動車リサイクル業

とお付き合いをすることを勧める。手前

味噌になるが、本誌を配っているよう

な会社であれば信用に足る会社である

といえる。この情報化社会に本誌とい

う媒体に価値を見出し、営業ツールと

して使うということは読者である整備工

場と繋がり続けたいという表れでもあ

る。本誌の正しい使い方であるコミュ

ニケーションツールとして活用している

会社と繋がることは自社にとって価値の

あることだと認識して頂ければと思う。

　また、全く違う観点ではあるが、リ

サイクルパーツという呼称を一般ユーザ

ーは中古部品と呼ぶことが多かった。

直訳すればユーズドパーツなのだが、

まだまだ自動車がリサイクルされるとい

うこと自体に認知が少ない点が伺える。

呼び方1つではあるが、リサイクルパー

ツと中古部品とではイメージが異なる

だろう。こういったイメージばかりが先

行してしまい、使ったことが無いケース

もあるので、先入観を自分自身はもち

ろん、お客さまである一般ユーザーに

も伝えていくことが整備工場には求めら

れているだろう。

リサイクルパーツ認知度アンケート

旧車天国2017　ご来場者アンケート　結果   
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10代
20代
30代
40代
50代
60代

70歳以上
未回答

0 10 20 30 40 50 60 70
2

2
7

38
63

19
7

2

車の所有について

自己所有

家族所有

持っていない

未回答

0 12020 40 60 80 100

110

17

4

9

リサイクルパーツどこで知りましたか

新聞

自動車雑誌

車検・修理工場

展示会

ネット・HP

その他

0 5010 20 30 40

4

43

37

15

45

21

■はい（77%）
■いいえ（48%）
■部品を交換したことが無い
　（11%）

Q1
車検や修理で部品を交換した際、リサイクルパーツ（中古部品）
を使用するか尋ねられました

Q2
Q1で「はい」と回答された方どの部品か教えてください

Q3 （複数回答可）
自動車リサイクルパーツ（中古部品）のイメージを教えてください

Q4 （複数回答可）
Q3で「良い」と回答された方イメージが良いのはどの部品ですか

Q5 （複数回答可）
その理由を教えてください

Q6 （複数回答可）
Q3で「悪い」と回答された方、イメージが悪いのはどの部品ですか？

Q7 （複数回答可）
Q3で「悪い」（不安／汚い）と回答された方、
その理由を教えてください

Q8 （複数回答可）
あなたの車で部品交換が必要となった際
リサイクルパーツ（中古部品）を使用したいですか

Q9 （複数回答可）
Q8で「はい」と答えた方、その理由を教えてください

Q10
Q8で「いいえ」「どちらともいえない」と答えた方
その理由を教えてください

Q11 （複数回答可）
Q10で「安心感・信頼性が低い」と答えた方「安心感・信頼性」
を高めるためには何が必要だと思われますか

■外装部品
　（ドアパネル、バンパー等）（43%）
■内燃・駆動部品
　（エンジン、ミッション等）（34%）
■電装部品（ヘッドライト等）（29%）
■内装部品（ステアリング等）（10%）
■その他（6%）

■良い（33%）
■古い純正部品（13%）
■安価（42%）　■悪い（1%）
■悪い（不安）（1%）
■悪い（汚い）（1%）
■特になし（7%）　■その他（2%）

その他の回答：新品で買うより中古でも奇麗な物があればあよい
良い物はよいと思う、状態によるが割高なものもある

その他の回答：ステアリング廻り、ラジエーター、オルタネーター
セルモーター

■外装部品
　（ドアパネル、バンパー等）（37%）
■内燃・駆動部品
　（エンジン、ミッション等）（29%）
■電装部品（ヘッドライト等）（22%）
■内装部品（ステアリング）（11%）
■その他（1%）

その他の回答：セルモーター、オルタネーター
その他の回答：メーカーでなくなったパーツ、部品が減っているのでありがたい、
新品が無い、オリジナル、きちんとリビルドされたイメージ、あれば御の字

■走行に影響がない（37%）
■新品より費用抑えられる（42%）
■塗装や補修でキレイになる（17%）
■その他（4%）

■外装部品
　（ドアパネル、バンパー等）（27%）
■内燃・駆動部品
　（エンジン、ミッション等）（50%）
■電装部品（ヘッドライト等）（18%）
■内装部品（ステアリング等）（5%）

■部品の状態が分からない、
　情報がない（62%）
■耐久年数が低そう（33%）
■走行に影響がありそう（5%）

■はい（78%）
■いいえ（5%）
■どちらともいえない（17%）

■問題なく直れば良い（54%）
■価格が抑えられる（40%）
■安心感・信頼性があるから（2%）
■その他（4%）

その他の回答：新品がない、既に実用済み、新品でもうない物もあるから
部品が減っているのでありがたい、部品の補給がメーカーからない
あればいい

その他の回答：その部品による、その先何年乗るかによって、供給不可、
ケースバイケース、良く分からないので、気持ち、
自分の車だからお金をかけても直したい

■安心感・信頼性が低い（55%）
■新品しか使用したくない（4%）
■その他（41%）

■自動車メーカー保証（14%）
■自動車部品メーカー保証（27%）
■中古部品生産会社の保証（21%）
■中古部品の生産工程履歴（9%）
■中古部品の生産会社情報（6%）
■中古部品の情報
　（程度や画像など）（21%）
■その他（2%）

その他の回答
人と人との信頼 実施日　平成 29年 11月 19日（日）

自動車リサイクルのページ
automobile recycle
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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

インターネットはシンプルで分かりやすく

　現在、インターネットでは何事もシンプルに、ワンプライ
ス、ツープライス、スリープライスと「価格を分かりやすくす
る」流れになっています。
　シンプルな価格体系が求められる理由、それは「スマー
トフォンの普及」によるものです。現代のユーザーの多く
は、スマートフォンからインターネットにアクセスして購買を
判断します。私たちは普段パソコンを使い、パソコンの画
面からインターネットにアクセスすると思いますが、パソコ
ンを使わず、すべてスマホで済ます人が増えているのです。
　スマホでは、分かりやすい説明をすることが求められま
す。つまり、少ない情報でいかに正しく情報を伝えるか？ と
いうことが重要視されるようになっているのです。

価格のシンプル化はこれからの潮流

　価格を分かりやすくすることも重要です。価格をシンプル
にして成功した企業はたくさんあります。たとえば眼鏡業
界。デパートやショッピングモールに必ず入っている
「Zoff」や「JINS」などは、複雑だったメガネの価格体系を
3つに分け、価格をシンプルにしたことで成功しました。軽
自動車販売店で行われている39.8万円専門店などの価格
表示やコミコミ50万円専門店なども、分かりやすい例だと
思います。

次は整備工場の番です

　整備工場に新規問い合わせが入りにくい原因の１つが、
価格が分かりにくいことだと言われています。その解決方
法の一つが「価格のシンプル化」です。自社ホームページ
で分かりやすい価格表示を行っていることをアピールする

だけでも、ユーザーに評価される要因になるでしょう。
　車検チェーン店の複雑な価格体系を真似して「そこから
いくら引くか」という価格勝負を挑むのではなく、シンプル
な車検価格の表示を行うだけで、ユーザーに選ばれる可能
性が高まります。
　特にインターネットではその傾向があります。極端な話、
同じ価格でも車検表示価格をシンプルにワンプライスで見
せた方が、ユーザに正しく理解される可能性があります。
今までのように車検基本料金や代行料、税金、早期割引な
どの価格表示を行わず、ワンプライス、ツープライスで車検
価格を表示した方が、断然差別化になります。たとえそれ
が「同じ金額であっても」です。
　ライバルの新聞折り込みチラシだけで車検価格を考える
と、つい基本料金の金額や割引価格で張り合ってしまいま
すが、既に時代の流れは「シンプルで分かりやすい方が良
い」という考え方に変わってきています。
　まずはホームページから。車検価格から変えてみましょ
う。それを、ホームページで分かりやすく表すことです。も
ちろん、価格だけ変えるのではなく「なぜ価格をシンプル化
したのか？」という考え方や想いも一緒に語ることです。あ
なたの会社の理念や考え方と、表示価格が合っていれば、
そのことに共感してくれるお客さまに評価され、選択される
ことでしょう。
　今年は、分かりやすいシンプル価格で勝負してみてはい
かがでしょうか。

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
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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］

社員の横領について

　被害は数千円程度なのだが、経理の担当者が現金を着

服している疑いがある。これでも懲戒解雇できるだろうか？

　横領などの現金の不正行為はその立証がとても難しく、

また、確実な証拠等が無ければ処分の対象とするのも厳し

いです。しかし、確実な証拠があれば、懲戒処分の対象と

なり、懲戒解雇も可能です。そして、金額の大小で処分の

判断が異なるわけではありません。これに関する裁判を紹

介します。

＜東京都公営企業管理者交通局事件＞
東京地裁　平成23年5月25日

　都営バスの乗務員は乗務中に運賃を乗客から直接手で

受け取り、不正に横領したことが乗客からの通報で発覚。

不正に得たお金は1,100円であった。東京都は乗務員を

懲戒免職とした。これに対して、乗務員は不当な処分とし

て裁判を起こした。

裁判所の判断

　バスの乗務員として、運賃の不正取得は極めて悪質であ

り、職務上、許されない行為である。運賃の不正取得の額

の大小に関わらず懲戒解雇に値する。処分は有効とし、会

社の勝訴となりました。

　この裁判と類似した裁判で、「前橋信用金庫事件(東京

高裁 平成元年3月16日）」があります。この裁判は１万円

の横領で懲戒解雇となったものですが、懲戒解雇を有効と

判断しています。

　また、旅費の不正請求の裁判として「NTT東日本事件

（東京地裁 平成23年3月25日）」では、旅費の不正請求

（約76万円）が発覚し、社員を懲戒解雇して裁判になり、

懲戒解雇は有効と判断されました。

　これらの裁判から言えることは　金額の大小は関係な

く、経営秩序維持の観点から厳しい処分が妥当と判断され

ているのです。ただし、会社として留意すべきことは、 「不

正行為が確実に立証できるかどうか」であり、公正、かつ、

慎重に事実を調査することが重要になります。

　実際に、あるワンマンバスの運転手の事例（福岡高等裁

判所 平成9年4月9日）では懲戒解雇が無効となってい

ます。

　そのバス会社では運転手の運賃回収方法がルールで決

められていましたが、その手順に違反していました。運転

手に横領の意図の疑いはありますが、その都度、運転手か

らの事情聴取を含む調査がなされておらず、 「手で受け取

った金額が最終的に運賃箱に投入されたかどうかは不明」

でした。そのため詳細な事実関係が明らかにならず、同乗

務員に横領の意図があったと断定することはできないとさ

れ、懲戒解雇は無効と判断されました。

＜Webに続く＞
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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

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） 2018 年 2月 28日（水）　※当日到着分まで有効

◆　プレゼントする商品

Q1 有償運送許可はお持ちですか？

□ モータースポーツカレンダー（卓上）
 10名様

□ スポーツレーシングカレンダー（壁かけ）
 5名様

□ レーキ鳴き止めグリス「GT100-MK」
 サンプル2台分　応募者全員

□ 持っている

□ 持っていない

Q2 上記で「持っていない」と答えた方、
いわゆる緑ナンバーはお持ちですか？

□ 持っている

□ 持っていない

Q3 １・２両方とも「持っていない」と答えた方、
今後取得する予定はありますか？

□ 有償運送許可を取る

□ 緑ナンバーを取る

□ どちらも取らない

◆　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

□　隣の芝生は何色だ？

□　誌上編集部ブログ

□　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

□　読者プレゼント

◎  今月の特集・注目記事

◎  連載記事

□ クローバーターボ

□ 東京オートサロン2018

□ ホリデーオートリースで明日の顧客を掴め

□ カーベル大感謝祭再び開催！

□ 第1回　業界問題座談会

□ リサイクルパーツ認知度アンケート

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

リビルトパーツリビルトパーツ中古部品中古部品 社外新品社外新品
！！ ！！ 車の社会環境を考える

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
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応募締切  2018 年 2月 28日（水） ※当日到着分まで有効読者プレゼント読者プレゼント 26ページのアンケートにお答えの上、FAXにて応募ください。

10名様Present ① 　応募者全員５名様Present ② Present ③

» 株式会社デンソー
http://www.denso.co.jp

株式会社デンソー

モータースポーツカレンダー
（卓上）

　デンソーのスパークプラグ並びに、
同社がスポンサードしている各種レーシ
ングチームをあしらった卓上カレンダ
ー。10名様にご提供なので、高確率
での当選が期待できるアイテム。

　スパークプラグのNGKブランドでお
なじみの日本特殊陶業からは、同社が
スポンサードしている各種レーシングチ
ームをあしらった壁かけカレンダーをプ
レゼント。非売品につき、このチャンス
にぜひ！

» 日本特殊陶業株式会社
http://www.ngkntk.co.jp

　数多のブレーキ鳴き止めグリスを圧
倒する性能を持つGT100-MKのサン
プルをより多くの方に体験して頂きたく
全員にプレゼント。ブレーキの鳴きを飛
躍的に軽減し耐久度も高い本製品を是
非体感してみて下さい。

» エムケーカシヤマ株式会社
http://www.mkg.co.jp/global/jp/

日本特殊陶業株式会社

スポーツレーシングカレンダー
（壁かけ）

エムケーカシヤマ株式会社
レーキ鳴き止めグリス「GT100-MK」
サンプル2台分
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▶ 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　

最上位機種

MaxiSys ELITEにNEW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。

■ 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
■ ICIN ㈱
[Dr. 輸入車 ] TEL：044-978-0911

■ 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
■ ㈱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　

最上位機種

MaxiSys ELITEにNEW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。

■ 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
■ ICIN ㈱
[Dr. 輸入車 ] TEL：044-978-0911

■ 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
■ ㈱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



楽天車検を使って新規の
お客様を増やしませんか？

掲載店さまからのお声をご紹介

楽天車検ご掲載のメリット

掲載店さま A 掲載店さま B 掲載店さま C

チラシの効果がさがっていました。
楽天車検を始めて
毎月集客ができて
費用対効果もいいので
とても満足しています。

先月の予約数は10件でしたが
なんとすべて
新規のお客様でした。

楽天車検に掲載してからは
今まで集客ができていなかった
幅広い年齢層
のお客様が
来てくれています。

まずはお気軽にお問い合わせください
お電話から
インターネットから ｈｔｔｐｓ：／／ｒ１０．ｔｏ／ｈｒｈｖＵｗ

０５０－５８１７－５７２９

掲載店募集中





｜ 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 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

ビスカスカップリング500円引き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30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。

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

｜ 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

｜ 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。

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※

好
評
発
売
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

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

せいび界
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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

｜ 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。

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※

好
評
発
売
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

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！

▶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）

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。

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

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

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
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車検

自動車保険

事故車修理・板金塗装
定期点検

一般整備

車両販売

Approach Cycle
日常業務の中でお客様とコミュニ
ケーションの機会を多く得る事で、
顧客接点を増加させ、車検を軸と
した生涯取引による入庫回数、売
上げアップを目指しましょう。

新車、中古車ご予算、好み
に合わせて探しますよ。

自動車整備業向けフロントシステム 業界No.１の実績！

■コールセンターでの電話・インターネットオンライン　
　サポート、および専任サポート訪問。
■故障時の代替マシン貸出サービス有。
※現在お使いの整備フロントシステムより、大切な「顧客」「車両」　 　
　「整備履歴」データの移行も可能です！安心してご利用いただけます。

●得意先管理  ●車両管理  ●各種請求書作成
●車検案内管理  ●各種法定帳票印刷  ●車両販売管理
●集計業務  ●BP見積もり（別途OP）

当社WEBより「ネットdeデモ」にてデモンストレーションを
ご覧いただけます。

専任のサポートが訪問、電話、インターネットを利用したオンラインサ
ポート（遠隔操作）にて対応致します。また、故障時には代替マシン
貸出サービスにて対応致します。　※一部対応できない場合もあります。

〒143-0015　東京都大田区大森西3-31-8 ロジェ田中ビル6Ｆ
TEL：03-3298-7051（代）　FAX：03-3298-3493

札幌営業所／盛岡営業所／関東営業所／東京第1営業所／東京第2営業所／大阪営業所／福岡営業所

基本機能（一例）

ベースシステム株式会社

サポートコールセンター 営業時間 9：00～18：00

0120-437-460

http://www.basesystem.co.jp/

業務スピードアップ！

iPAD連携で効率UP 車検証QRコードからの
車両登録もラクラク

フロント作業の効率のUP! コスト削減! 安心のサポート体制！

Birthday月でオイル
交換がお得ですよ。

季節の変わり目です。故障
しやすい所を点検しますよ。 協定終わりました。修理完

了は××日後です。

車検入庫ありがとうございます。
その後車の調子はどうですか？

保険満期ですよ。引き続
きよろしくお願いします。

操作は簡単！ 
シンプルさと
速さが売りです！



｜　自社仕入れ　｜　自社生産　｜　豊富在庫　｜　高品質　｜　低価格　｜　高価買取り　｜

〒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

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

シンナー、酸性洗剤、塩素系溶剤に変わる
安全な植物性洗浄液

バイオテクノロジー洗剤
・ 植物性で高い洗浄・剥離力
・ 有機則・PRTR法・消防法非該当
・ 低VOC、高生分解性
・ トータルコスト低減
・ 超音波の強力キャビテーション効果が
ホイールの汚れを短時間で洗浄

・ ホイール洗浄時間はわずか３分～
・ デジタルタイマー＆ヒーター機能で簡単操作！
・ フットペダルでワンタッチホイール固定
・ ホイールは持ち上げないで、
エアリフトで洗浄層に楽々投入！

・ コストパフォーマンス抜群！

超音波ホイール洗浄機
超音波・植物性洗浄液・熱の力で強力洗浄します。

Ultrasonic Wheel Cleaner

ブレーキダストがこびりついた
超音波洗浄する前のホイール

洗浄３分後に水で流しただけで
この状態に！

▶

ホイールの固定はエアで
ペダルを踏むだけ！

ホイールは洗浄層に入ると
自動回転で撹拌洗浄！
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