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現場で働く女性のための手袋 新発売 ！

株式会社 東和コーポレーション

サイズが合わな
い！

臭いが気になる
！

おしゃれなカラ
ーがない！

三大お悩みを解
決！





　国土交通省においては、“走る広告塔”
としてのナンバープレートの機能に着目し、
地域の風景や観光資源を図柄にした地方版
図柄入りナンバープレートを交付することと
している。その交付開始日が決定した。

1. 交付開始日 

　［ 平成30年10月1日（月） ］

　新車・中古車の購入時はもちろん、現在
お乗りの自動車の車検時などで同じ番号な
らいつでも交換が可能。

※一部、番号変更が必要な場合がある

 
2. 事前申込み開始日 

　［ 平成30年9月10日（月） ］

　ユーザー自身でウェブサイトから申込む
か、もしくは、ディーラー・整備工場に相
談するよう呼びかけている。

3. 交付手数料 

　ナンバープレートの交付料金は地域によっ
て異なる。詳しくは一覧表を確認のこと。

4. 地域の取組みへの寄付金の活用 

　フルカラーの図柄入りナンバープレートに
ついては料金の他に寄付金（1,000円以
上）をお願いし、導入地域における交通改
善、観光振興などに資する取組みに活用さ
れる。 http://www.graphic-number.jp/

交付手数料一覧（登録自動車）

運輸局

東　　北

関　　東

北陸信越

導入地域
（ナンバー表示）

導入地域
（ナンバー表示）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

盛　岡
岩　手
平　泉
仙　台
山　形
庄　内
土　浦
つくば
前　橋
越　谷
成　田
柏

世田谷
杉　並
富士山
新　潟
長　岡
富　山
金　沢
石　川

中型標板

¥7,730
¥7,730
¥7,730
¥7,500
¥7,870
¥7,870
¥7,500
¥7,500
¥7,500
¥7,400
¥7,400
¥7,400
¥7,300
¥7,300
¥7,500
¥7,500
¥7,500
¥7,900
¥7,900
¥7,900

大型標板

¥12,000
¥12,000
¥12,000
¥11,600
¥12,250
¥12,250
¥11,100
¥11,100
¥11,100
¥11,000
¥11,000
¥11,000
¥10,900
¥10,900
¥11,100
¥11,780
¥11,780
¥11,900
¥11,900
¥11,900

運輸局

中　　部

近　　畿

中　　国

四　　国

九　　州

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

37
38
39
40
41

福　井
富士山
豊　田
春日井
滋　賀
京　都
奈　良
鳥　取
福　山
下　関
山　口
徳　島
香　川
愛　媛
高　知
長　崎
厳　原
佐世保
熊　本
大　分
宮　崎
鹿児島

中型標板

¥7,400
¥7,400
¥7,280
¥7,280
¥8,240
¥8,260
¥8,360
¥8,500
¥8,500
¥8,480
¥8,480
¥8,600
¥8,540
¥8,500
¥8,600
¥8,400
¥8,600
¥8,400
¥8,400
¥8,400
¥8,500
¥8,400

大型標板

¥11,420
¥10,800
¥10,690
¥10,690
¥11,680
¥11,500
¥12,580
¥14,000
¥14,000
¥14,000
¥14,000
¥14,720
¥14,560
¥14,350
¥14,940
¥14,300
¥14,700
¥12,100
¥12,500
¥14,400
¥12,500
¥14,400

WEBからのお申込み・詳細はこちら
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　去る8月1日に、今年創立20周年を
迎えた「Ｓ&Ｅブレーキ」は「アドヴィッ
クスセールス」へと社名を変更した。今
回は、社名変更という大きな決断を下し
た理由、そこに込めた想いを代表取締役
社長である寺澤禎氏に伺ってきた。

― 何故、この時期に社名を変更され
たのでしょうか？

寺澤社長（以下、寺澤）　私は2016
年から現職を担当させていただき、在任
中に創立20周年という一つの節目を迎
えることを意識するようになりました。昨
今、100年に一度の環境変化ということ
が叫ばれておりますが、その中でしっか
りと生き残りを図るための施策の一環と
いうことで、この20周年という節目に社
名を変えることと致しました。

― どのような想いで【アドヴィックス
セールス】という名前に決めたのでしょ
うか？

寺澤　「名は体を表す」と言いますか、
品質と技術に裏打ちされた「ＡＤＶＩＣ
Ｓの製品を扱う販売会社」であるという
ことが分かりやすいということ、シンプル
で覚えやすいこと、グローバルでしっか
りと意味が通じることなどを考え、複数
の案の中からこの名前としました。
　まだ社名を変更して1ヶ月余りではあ

りますが、お客さまを始め関係各所から
は、今回の変更について好意的なお言
葉を頂いております。

― 社長として心掛けていることを教え
てください

寺澤　社員としっかりコミュニケーション
をとることです。会社の成果は社員一人
ひとりの成果の積み重ねだと思いますの
で、一人ひとりが能力を高め、それを発
揮し、さらにチームとしてベクトルを合わ
せて組織としての能力向上と成果に繋げ
ることが大切だと考えています。そのた
めに自ら率先し、上下関係なくコミュニ
ケーションが取れる環境作りに力を入れ
ております。
　社長室はあるのですが、昨年から社員
の顔色が見えるように社員と同じ大部屋
に机を置いて貰っています。近くの社員
は迷惑に思っているかもしれませんが
（笑）

― 自動車業界についてどのようにお
考えですか?

寺澤　国内での自動車業界につきまして
は、言い尽くされているとは思いますが、
「自動運転」「コネクテッド」「シェアリン
グ」「電動化」等の新しい動きが着実に
進んでいくと考えています。
　また海外につきましては、新興国を中

心にこれからモータリゼーションを迎え
る地域での保有台数拡大が進みますの
で、グローバルでのアフタービジネス拡
大が期待できます。

― ブレーキ業界は回生ブレーキ全盛
で交換需要が少なくなると思われます
が、どのようにお考えですか？

寺澤　確かに、ハイブリッド車、ＥＶ車な
どの普及により、ブレーキパッドやディス
クローターなど消耗品の交換頻度は下
がります。一方で、自動運転やシェアリ
ングなどが進展しますので、今まで以上
に車両側、とりわけブレーキへの「安
全」「安心」に対する期待と責任が大き
くなりますので、整備面においては、特
に予防整備という面での重要性がますま
す高まると思っています。

― おすすめの商品は？

寺澤　やはり、弊社が特におすすめした
いのは、多くのお客様にご愛顧いただい
ておりますブレーキパッドです。加えて、
今年から国内市販市場向けとして新規投
入致しました、ディスクローターとドラム
ブレーキ用のホイールシリンダです。

― 今後の意気込みを教えてください

寺澤　国内唯一のブレーキシステムサプ
ライヤの販売会社として、単に商品の提
供をするだけではなく、ブレーキのプロ
フェッショナル集団ならではの技術サー
ビス、情報提供を、商社様、部品商様
と一体となって提案してまいります。
　「ブレーキ部品と言えばＡＤＶＩＣＳ」
と言っていただけるように努力していく所
存ですので、今後ともよろしくお願い致
します。

アドヴィックスセールス 寺澤社長インタビュー

100年に一度の大変革期
だからこその社名変更
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2018年8月1日より、S&Eブレーキは、
「アドヴィックスセールス」へ

S&Eブレーキ株式会社は、 創立２０周年を節目に、
アドヴィックスブランドをより身近に感じて頂けるよう

社名とブランド名を統一いたしました。

今後も 「安全・安心」 な製品とサービスをお届けすることで、
より良い車社会とユーザーカーライフの実現を目指します。



今回の開催テーマは「進化する人とクルマの明日へ」
　次世代自動車や運転支援装置搭載車両の普及が進み、カーア

フターマーケットを取り巻く市場環境は目まぐるしく変化してい

る。エンパイア自動車もこの変化への対応力を第一と捉えて、新

規商材やより新しい取り組みを提案した。小間出展は59社、予

定来場者は自動車部品・用品を手がける関連会社、約570社

1,300人となっており、それに見合った活況を呈していた。

　当日は開場から多くの人が訪れ、各所で説明員の話を熱心に

聞く姿が見られた。特にマーケットリサーチコーナーでは、車用

品だけではなく日用品やキャンプ用品なども多く展示されており、

普段専門的に取り扱うことが少ない分、人気商品や需要の変化

などの話に注目が集まっていた。

　中には商品の人気が出た理由が「最近放映されたテレビアニメ

で流行ったから」といった、マニアックな情報も聞かれるなど、

活発な情報交換が行われていた。また商談スペースの隣には、

当日限定の特価コーナーが設けられており、新商品も含まれると

あって参加者は興味深く手に取って見ていた。

会場は大きく二つのコーナー分けて開催された。

■ マーケットリサーチコーナー 

　「新しい価値観（ニーズ）を創造する事により潜在需要の掘り

起こしを行う」ことが重要であるとし、カーメンテナンス初心者や

女性をターゲットにした商品啓蒙、交換方法を伝える場を提案し

た。また、年々増加しているオートキャンプ人口を背景に、カー

用品とレジャー用品を融合した提案も行った。

■ メンテナンスコーナー 

　プライベートブランドを中心としたメンテナンスパーツをはじ

め、主要メーカーの部品や各種整備機器を展示した。

　リビルト部品、外車部品、大型車両向け部品はカテゴリー別

に展示され、ＤＦＰクリーナーなど注目度の高い商品をはじめとし

た各種サービスメニューの提案も行った。

エンパイヤ自動車がEMCフェア2018を開催

■ マーケットリサーチコーナー

■ メンテナンスコーナーエンパイヤ自動車株式会社（代表取締役社長＝秋葉幸久）が、去る8月22、23日に東京流通センターにて「EMC FAIR 2018」
を開催した。同フェアは毎回時流に合った「テーマ」を掲げ、それに沿った展示、提案を行っており、毎年多くの人が訪れる。

大型車ニーズに応えたカラーバンパーカットモデルが展示されたリビルトパーツ

ニーズの増えつつある輸入商品参考出展の多さは期待の大きさ

少人数用の需要も高まっていることが伺える防災意識の高まりを反映した展示も

女性を意識した商品も多く展示各所で商談が行われていた
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　自動車補修用塗料の次世代型カラー

センサー調色システム「AI カラーシステ

ム」について、調色機能の大幅なバージ

ョンアップを実施する。

　同社は、2017年1月より「AI カラー

システム」を販売して、調色作業の標準

化、調色時間の短縮による生産性向上、

誰もが活躍できる職場環境づくりを提

案、推進している。

　今般、「AI カラーシステム」の導入効

果をさらに高めるため、調色精度の向

上、及び新機能の搭載による操作性・利

便性の向上を図った。また、同時に「AI 

カラーセンサ－」（多角度分光測色計）も

小型軽量な最新機種へ更新する。

1. 調色精度の向上と標準化

　これまでも計算式と熟練者の調色ロジ

ック改良を継続し、１回目からターゲット

色に近づく調色精度は向上し続けてい

る。今回、その色差レベルをランク表示し

て客観的に把握できる機能を新たに導入

しており、調色作業の標準化に繋がる。

2. 操作性、利便性の向上

　知りたい情報にいち早く到達、比較も

しやすい画面遷移による操作性を継承し

つつ、塗料の再作成や過去に遡った配合

登録などが連続作業で可能となり、一層

の調色時間短縮が可能となった。また、

大型車補修を考慮した大容量の塗料計

量やオリジナル配合の保管に便利な配合

データのラベル印刷など、調色作業で発

生する様々な要求機能にも対応した。

3. 「AI カラーセンサ－」を更新

　「AI カラーセンサ－」（多角度分光測

色計）を小型軽量な最新機種へ更新し

た。従来からの測定精度やデータを継承

しながら、実車色測定の作業性が向上し

ている。

　新システムとして、業界初となる自動車補修

用「オール水性有機則フリーシステム」（労働

安全衛生法、有機溶剤中毒予防規則非該当の

水性システム）の販売を開始した。

　関西ペイントの「オール水性有機則フリーシ

ステム」は、プラサフ、ベースコート、クリヤー

（各ベ－ス、硬化剤、希釈水等）全てにおいて

有機則非該当化を達成した。これにより人体

への影響や臭気が大幅に低減、塗装環境は大

きく改善され、人（作業者の健康）、環境（臭

気・VOCの低減）、会社（設備や規制に関す

る費用低減）にやさしい、安全・安心な働きや

すい職場環境を実現する。

　ベースコートの水性化（「レタンWBエコ

EV」）から、プラサフ、クリヤーを加えたオール

水性化、そして有機則フリーシステムへ。“自動

車補修業界の未来の創造とそれを支える人の

ために”関西ペイントはこれからも進化を続け

ていく。

関西ペイントがシステムのバージョンアップ
および 新システムを発表 ！

自動車補修用塗料の
次世代型カラーセンサー調色システム
「AI カラーシステム」を大幅バージョンアップ

業界初 ！ 自動車補修用
「オール水性有機則フリーシステム」の販売を開始
（労働安全衛生法、有機溶剤中毒予防規則非該当の水性システム）

オール
水性化

ベースコート（ＥＶ）に加えて
低臭タイプの水性クリヤー、
および水性プラサフを新た
にラインアップ。

レタンWBエコ EVク
リヤー（水性型）

旧塗膜レタンWBエコ EVプ
ラサフ（水性型）

レタンWBエコ EV（水
性型）

クリヤーとプラサフも溶剤型から水性型へ

関西ペイント株式会社（本社：大阪市、石野博社長）および関西ペイント販売株式会社（本社：東京都、毛利訓士社長）は、

相次いで2種類のシステムに関する発表を行い、今秋からの働きやすい職場環境づくりに貢献する構えだ。

業界初 オール水性塗料による"有機則フリー"システム
ベースコートに加え、プラサフ、クリヤーをオール水性化。
さらに従来では製品化が困難であった、各製品において有機則フリーを達成した塗装システムです。

1.0kg
0.1kg
3.6kg
1.8kg
0.9kg

容 量

レタンWB エコ ＥＶ プラサフ ベース
レタンWB エコ ＥＶ プラサフ 硬化剤
レタンWB エコ ＥＶ クリヤー ベース
レタンWB エコ ＥＶ クリヤー 硬化剤
レタンWB エコ ＥＶ クリヤー ボカシ用添加剤

製 品 名

＜関西ペイント「オール水性有機則フリーシステム」の概要＞

■ 下記製品を使用した、プラサフ～クリヤーまでの塗装システム

① 水性プラサフ ：「レタンWBエコ EV プラサフ」
② 水性ベースコート ：「レタンWBエコ EV」
③ 水性クリヤー ：「レタンWBエコ EV クリヤー」 
※①、③は新規設定、 ②は従来より設定。

2018年9月中旬より全国一斉に本格販売。■ 発売日

※ 「AI カラーシステム」は、2018年９月初旬に
　 バージョンアップを実施した。

バージョンアップの概要
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　自動車補修用塗料の次世代型カラー

センサー調色システム「AI カラーシステ

ム」について、調色機能の大幅なバージ

ョンアップを実施する。

　同社は、2017年1月より「AI カラー

システム」を販売して、調色作業の標準

化、調色時間の短縮による生産性向上、

誰もが活躍できる職場環境づくりを提

案、推進している。

　今般、「AI カラーシステム」の導入効

果をさらに高めるため、調色精度の向

上、及び新機能の搭載による操作性・利

便性の向上を図った。また、同時に「AI 

カラーセンサ－」（多角度分光測色計）も

小型軽量な最新機種へ更新する。

1. 調色精度の向上と標準化

　これまでも計算式と熟練者の調色ロジ

ック改良を継続し、１回目からターゲット
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る。今回、その色差レベルをランク表示し

て客観的に把握できる機能を新たに導入

しており、調色作業の標準化に繋がる。

2. 操作性、利便性の向上

　知りたい情報にいち早く到達、比較も

しやすい画面遷移による操作性を継承し

つつ、塗料の再作成や過去に遡った配合

登録などが連続作業で可能となり、一層

の調色時間短縮が可能となった。また、

大型車補修を考慮した大容量の塗料計

量やオリジナル配合の保管に便利な配合

データのラベル印刷など、調色作業で発

生する様々な要求機能にも対応した。

3. 「AI カラーセンサ－」を更新

　「AI カラーセンサ－」（多角度分光測

色計）を小型軽量な最新機種へ更新し

た。従来からの測定精度やデータを継承

しながら、実車色測定の作業性が向上し

ている。

　新システムとして、業界初となる自動車補修

用「オール水性有機則フリーシステム」（労働

安全衛生法、有機溶剤中毒予防規則非該当の

水性システム）の販売を開始した。

　関西ペイントの「オール水性有機則フリーシ

ステム」は、プラサフ、ベースコート、クリヤー

（各ベ－ス、硬化剤、希釈水等）全てにおいて

有機則非該当化を達成した。これにより人体

への影響や臭気が大幅に低減、塗装環境は大

きく改善され、人（作業者の健康）、環境（臭

気・VOCの低減）、会社（設備や規制に関す

る費用低減）にやさしい、安全・安心な働きや

すい職場環境を実現する。

　ベースコートの水性化（「レタンWBエコ

EV」）から、プラサフ、クリヤーを加えたオール

水性化、そして有機則フリーシステムへ。“自動

車補修業界の未来の創造とそれを支える人の

ために”関西ペイントはこれからも進化を続け

ていく。

関西ペイントがシステムのバージョンアップ
および 新システムを発表 ！

自動車補修用塗料の
次世代型カラーセンサー調色システム
「AI カラーシステム」を大幅バージョンアップ

業界初 ！ 自動車補修用
「オール水性有機則フリーシステム」の販売を開始
（労働安全衛生法、有機溶剤中毒予防規則非該当の水性システム）

オール
水性化

ベースコート（ＥＶ）に加えて
低臭タイプの水性クリヤー、
および水性プラサフを新た
にラインアップ。

レタンWBエコ EVク
リヤー（水性型）

旧塗膜レタンWBエコ EVプ
ラサフ（水性型）

レタンWBエコ EV（水
性型）

クリヤーとプラサフも溶剤型から水性型へ

関西ペイント株式会社（本社：大阪市、石野博社長）および関西ペイント販売株式会社（本社：東京都、毛利訓士社長）は、

相次いで2種類のシステムに関する発表を行い、今秋からの働きやすい職場環境づくりに貢献する構えだ。

業界初 オール水性塗料による"有機則フリー"システム
ベースコートに加え、プラサフ、クリヤーをオール水性化。
さらに従来では製品化が困難であった、各製品において有機則フリーを達成した塗装システムです。

1.0kg
0.1kg
3.6kg
1.8kg
0.9kg

容 量

レタンWB エコ ＥＶ プラサフ ベース
レタンWB エコ ＥＶ プラサフ 硬化剤
レタンWB エコ ＥＶ クリヤー ベース
レタンWB エコ ＥＶ クリヤー 硬化剤
レタンWB エコ ＥＶ クリヤー ボカシ用添加剤

製 品 名

＜関西ペイント「オール水性有機則フリーシステム」の概要＞

■ 下記製品を使用した、プラサフ～クリヤーまでの塗装システム

① 水性プラサフ ：「レタンWBエコ EV プラサフ」
② 水性ベースコート ：「レタンWBエコ EV」
③ 水性クリヤー ：「レタンWBエコ EV クリヤー」 
※①、③は新規設定、 ②は従来より設定。

2018年9月中旬より全国一斉に本格販売。■ 発売日

※ 「AI カラーシステム」は、2018年９月初旬に
　 バージョンアップを実施した。

バージョンアップの概要
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コバック 導入店レポート

なぜコバックに加盟しようと思った
のですか？

　まず一番の理由としては、業績の
伸び悩みを解決したかったからです。
弊社は地元で36年間、車両の販売
をメインでやってきました。しかし時
代が変わるにつれ、車両販売をメイ
ンで進めていた私達のやり方では、
行き詰まってきてしまいました。そん
な中、周りの尊敬している企業の方に
コバックを勧めていただき、直営店を
見学させてもらったところ「全てが効
率的にシステム化されていて、自分達
のところとは何もかも違う」と感じ、
コバックに加盟したいと思いました。

加盟する上で不安だったこと

　コバック自体には不安はありません

でしたが、今まで車両販売をメインに
して来たのを、車検メインに転換して
お客様が来てくれるのかはやはり不
安でした。また社員の方が大きなシ
ステムの変化に対応できるのかが不
安でした。

その不安は解消されましたか？

　すぐに成果が現れたことで、喜びよ
り驚きの方が大きいです。導入前の
車検台数は年間約400台でしたが、
導入して一ヶ月で350台を超えるお
客様に来ていただきました。しかも、
その60％以上が新規のお客様だった
のも驚いております。

加盟するに当たって周りから何か反
応はありましたか？

　周りは勿論ですが、私が一番反応
しました。実は今回コバックに加盟し
ようと初めに動き出したのは、私（代
表取締役 本多好男）ではなく息子
（常務取締役 本多将士）の方なので
す。
本多代表「弊社は36年前にディーラ
ーとして始まりました。その後も紆余
曲折ありましたが、「販売」という軸
が変わることはありませんでした。し
かし2015年ごろコバックへ加盟しよ
うという話が出てきて、それから２年
以上も膝を突き合わせて話し合いま

した。金銭を含め大きな変化を余儀
なくされる話でしたし、何より私にも
30年間以上、「販売」で仕事をやって
きた自負がありました。」
本多常務「ただその中でも特によく
話し合ったのが『後継者』問題です。
『今後、自分がこの店を背負っていく
覚悟があるのか？』ということを何度
も問いました。そしてしっかり話し合
った上で、腹を決めてコバック加盟へ
動き始めました。」

コバックを同業者に勧めるとしたら、
どのような言葉で伝えますか？

　まずは見学に行ってみて下さい。そ
うすれば今までとは違った視点を得
ることが出来ると思います。

今後の目標を教えてください。

　勿論地域一番店になることです。
そのためにも、初年度は今までの３
倍となる年間車検台数1,200台を目
標に邁進していきます。また新規顧客
の獲得にも力を入れていきます。

〒865-0065 熊本県玉名市築地312-7
TEL：0968-74-3331
FAX：0968-74-3522

株式会社 プロスパー
コバック玉名築地店

車両販売を主軸に地元で
36年活躍してきた企業が、
車検のコバックを導入！

FAX：0565-35-2559
コバック フランチャイズ事業部

１年以内にあなたの整備工場に新規客の行列を作る
10社分の集客成功事例集をプレゼント！
申し込みは簡単！ 右に記入してFAXするだけ。

無料
社名：

住所：

eメール：
上記3項目とも入力必須です

問合せ・見積もり件数：379 件
車検予約件数：353 件
新規率：64％
受注率：93％
オイル交換：428 件

5日間でのキャンペーン実績

本多好男（代表取締役）㊧
本多将士（常務取締役）㊨
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自動運転が業界を変える
A U T O P I L O T  R E V O L U T I O N

商圏予測レポート
2040年の御社の商圏を予測する！2040年の御社の商圏を予測する！

料金：1エリア 2,000円
※複数エリア申し込み可能　※価格は税込み

日本総合研究所 せいび広報社× 全国を約1,300のエリアまで細分化し各エリアごとに将来予測を数値化！

詳細はお問合せください ▶ 03-5713-7603

人口、保有台数、整備工場数など

監修　佐藤和彦 （一般財団法人 日本総合研究所 客員主任研究員）

自動運転の新たな価値
「エンターテイメント性」

　 前回は、人間だからこそなし得る「あたたかい」「気の

利いた」サービスが、ロボットの台頭により価値を増すと

いう考え方を述べた。少し話が脱線してしまったので、今

回は完全自動運転車両の新たな価値である「エンターテ

イメント性」について掘り下げる。

　最近巷では、完全自動運転は、従来の自動車が持つ大

きな価値である、「運転する楽しさ」、いわば「エンターテ

イメント性」を奪って楽しくない乗り物を作るという考え

方が聞かれるようになった。確かに自動車は単に移動の

手段ではなく、運転手に機械を操る楽しさを与える。この

価値は車を所有する者に、休日に地方へ足を伸ばさせる

動機の一つになっている。一方で人間の運転は事故や渋

滞を生み出し、慢性的な社会問題となっていることも目を

背けようのない事実である。

　完全自動運転は運転する必要がない。また、将来的に

は人間の運転手と同様に、あらゆるところに移動でき、か

つ人間の運転手よりもはるかに安全な運転ができるように

なるだろう。そうなれば、運転以外のことをとことん楽し

むことのできる空間になり得る。例えば究極の没入感を

体験できる映画館としたり、友達と盛り上がるカラオケボ

ックスのように使うこともできるだろう。これまでは運転す

ることを前提とした空間の中で工夫して楽しんでいた、こ

うしたエンターテイメントも、完全自動運転車両では移動

空間における究極を目指すことができる。

　あるいは、敢え

て完全自動運転化

したスポーツカー

を用意すれば、サ

ーキットなどでは、

完全自動運転によ

る限界走行を楽し

むことができるか

もしれない。自動

運転の技術は発展すれば、人間が運転した記録を精密に

再生する機能を実現する可能性もある。例えば有名なプ

ロドライバーの運転を体験できるスポーツカーがあれば、

エンターテイメントとしての価値がある。

　どうしても運転がしたいという人には、運転というエン

ターテイメントを安全に楽しむ機能を実現することもでき

るだろう。人間の運転よりもはるかに安全な運転能力を

手にした自動運転は、安全余裕を見た上で、人間の運転

を許容できるようになるかもしれない。こうなれば、事故

を気にすることなく、運転というエンターテイメントを楽し

むことができるようになるだろう。

　筆者としては、完全自動運転になることで、新たなエン

ターテイメントが生まれて、よりユーザーを楽しませてくれ

るものだと思っている。

小木津武樹（おぎつ たけき）
慶應技術大学大学院政策・メディア研究所にて修士課程、
後期修士課程を修了。博士（学術）。東京理科大学理工学
部機械工学科助教、群馬大学大学院理工学府助教を経て、
同准教授兼群馬大学次世代モビリティ社会実装研究センター
副センター長に。著書に「「自動運転」革命 ロボットカーは
実現できるか?」（日本評論社）がある。

designed by Kjpargeter - Freepik.com
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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

 クルマ業界キラーフレーズ 「100年に一度の変革」 

　日本人は「これはいい！」というフレーズを見つける
と、そのフレーズを乱発する傾向にある。もうすっかり
秋ということもあって、すっかり落ち着いた感もある
が、特に年明けすぐの賀詞交歓会や新年会で今年乱
発されたフレーズがある。いわゆる「自動車業界は
100年に一度の変革を迎えている云々」というやつだ。
　新年であれば賀詞交歓会や新年会、総会シーズン
となれば総会が各団体ごとに行われ、仕事柄、こうし
た会合には何度となく足を運ぶことになる。その行く
先々で、「100年に一度」「100年に一度」とやられる
からたまったものではない。まあ、各会合に来られる
方は、そこにしか参加しないという前提で、主催者も
話しているので無理からぬことで、我々は特殊な立ち
位置にいるので我慢せいという話なのだが･･･。
　ともかくこうなってくると「100年に一度」攻撃？は
もはや止められないものと受け止めて、各挨拶の中で
「100年に一度」というフレーズが出るか・出ないか、
出るとしたらいつ出てくるのか？という予想をして楽し
む遊びがいつしか生まれてきたのだった。まあ大概は
「100年に一度」が炸裂するのだが、ごくごくたまに敢
えてなのか「100年に一度」が出てこなかったりするも
のだから、それを当てた者は一躍ヒーローとなるのだ。
って、挨拶している人に怒られるかな。

 一般向けキラーフレーズ 「平成最後の～」 

　今年、キラーフレーズが乱発されたのは自動車業界
だけではない。一般向けにもこうしたキラーフレーズが
実は存在する。皆さんもうご存知かもしれないが、「平

成最後の～」というやつである。
　私がこのフレーズを最初に聞いたのは、7月19日、
土用の丑の日前日のことである。当日、某スーパー
マーケットで買い物をしていると、そいつは耳に飛び込
んできたのである。「明日は平成最後の土用の丑の日で
す。さあ、ウナギはいかがですか？」と。
　最初は素直に、「へえ、最後なんだー」と聞いていた
が、「いやちょっと待てよ。平成最後だからといって、
『最後の丑の日ぐらいウナギを食べるか』とはならんで
しょ」とすぐさま思い直した覚えがある。
　それまで意識していなかっただけなのかもしれない
が、それ以後はまあ「平成最後の～」「平成最後の～」
がこれまた乱発されること。2000年に復活した仮面
ライダーは以後も毎年放送され、つい先ごろ「平成最
後の」と謳っている仮面ライダーの放送が開始された
（厳密には終了までに年号跨ぐんだけど）。ここから想
像するに、秋の新番組はすべて何かにこじつけて「平
成最後の～」という冠が据えられるのではないだろう
か。
　さてこの「平成最後の～」商法は、自動車業界にも
波及するのだろうか。「やったぜ！このクルマは平成最
後の年に初度登録できたぜ！」とはならんだろうなあ。
低迷する車種をこの期に及んでモデルチェンジさせて
「平成最後の～」としてメーカーが売り出すか？スズキ
のジムニーはこれに当てはまるかもしれないが、まあど
ちらかというと「久々のモデルチェンジ」という側面が
受け入れられている感があるけれども。
　それよりは消費税が5%から8%になった時のよう
に、来年10月に控えている消費増税前の駆け込み需
要に賭けた方がよほど商売になるのではないだろう
か？　

乱発されるキラーフレーズに辟易

（  　　）MASA　　 UMI
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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。

文章量の多いページ VS 文章量の少ないページ

　あなたは、文字数の多いホームページと少ないページ、
どちらが良いと思いますか？
　「僕は長い文章は読まないので、シンプルなページが良
いです。」ホームページ制作を依頼する際、整備工場経営
者から良く聞かれる言葉です。制作者側も「そうですね。
すっきりとしたホームページにしましょう！」と同意し、文
字数の少ないページが出来上がります。果たしてこのホー
ムページで、お客さまは来てくれるのでしょうか？
　ホームページにおいて「長い文章は読まれない」という
のは大きな間違いです。正確には「読まない人が一部い
る」ということに過ぎません。「長いホームページは読まれ
ない」と主張する人の多くは、文章を読まない習慣の人が
ほとんどです。要するに「文章が苦手」なんですね。そう
いう人が「長いホームページは読まれない」と主張するこ
とで、一定数文字の少ないページが出来上がってしまう
のです。

ホームページは文章量がキモ
　次は読み手の立場から考えてみましょう。ホームページ
には多くの人が「情報」を求めて訪れます。何かの情報を
知りたくてやってくるのです。そこに自分の求める情報が
あれば、文章が長くてもじっくり読んでくれるのです。あ
なたの会社の良し悪しを文字数で判断することはありませ
ん。「必要な情報が書いてあるか？」「書いてある内容があ
なたの会社の魅力を正しく伝えているか？」これが重要な
のです。

あなたは有名人？
　ホームページの文字数が少なくても良いのは、誰もが
知っている商品を大手が扱っている場合です。イオンがコ
カ・コーラを売るのに長い商品説明は必要ありません。

一方、無名な人が自家製ジュースを販売する場合は、素
材や製法や味について詳しい説明が必要だということはご
理解頂けるはずです。

自動車整備は説明が必要な商品
　整備工場の特徴やサービスは千差万別です。同じ車検
整備でも、提供しているサービスは工場によって全く違い
ます。整備工場のホームページというのは、情報を求め
てやってきたお客さまに、多くの情報を提供する必要があ
ると言えるのです。あなたの工場の魅力を詳しく説明した
結果、文字数が多くなったとしても、それが「適正」であ
るということなのです。
　つまり、ホームページの文字数というのは結果論に過
ぎず、大切なことは「あなたの工場の魅力が十分伝わって
いるかどうか？」ということです。お客さまはホームページ
に何らかの「情報」を求めてやってきます。そこで、あな
たの工場や車検についてのこだわりなどを知ることで、お
客さまは満足するわけです。情報量が大切なのです。

検索上位は文字数の多いページが占めている
　このことはGooleも認めています。質の高いコンテンツ
を作ると自然と文字数が増えるのです。Googleが高クオ
リティであると認めるページは、文字数が多く情報量が充
実しているページです。ですから、周りの安易な風潮に惑
わされずに、地域のお客さまにあなたの工場の良いところ
をたくさん伝えてください。その情報量こそが差別化につ
ながるのです。きっと、お客さまはその情報量に満足し
て、あなたの工場を選んでくれるはずです。

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

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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名　  称 ：スーパーホテル東京・芝
住　  所 ：東京都港区芝2-31-17
T　E　L ：03-6670-9000
F　A　X ：03-6670-9010
建物構造 ：鉄筋コンクリート12階
敷地面積 ：782.52㎡
建築面積 ：306.87㎡
客　　室 ：151室
特　　徴 ：
・「健康イオン水」全館配備
・高濃度人口炭酸泉大浴場「開城の湯」
・無料健康朝食つき
その他、アースウォール、珪藻土などの天井素材を整
え、洗練されたLohasなサービスを取り揃えている。
（注）Lohas:
「健康と地球環境」意識の高いライフスタイルを指す用語

人工炭酸泉・開城の湯ゆったりくつろげるスタンダードルームセレモニーで挨拶する柳田昌宏社長

　株式会社バンザイ（柳田昌宏社長）は、『バンザイ芝ビル』

跡地の再開発事業として建設してきたビジネスホテルが竣工

し、8月21日に竣工式とオープニングセレモニーを行った。

　このホテルは株式会社スーパーホテルとフランチャイズ契約

により、「スーパーホテル東京・芝」としてバンザイが運営す

るもの。

　来賓、関係者など、約120名が出席したセレモニーで柳

田社長は「不動産の有効活用と収益基盤を強固にするため

に、ホテル事業に着手しました。これはバンザイの歴史の中

でも大きなプロジェクトです」と挨拶した。

　オープニングセレモニー翌日の8月22日にグランドオープ

ンした。ホテルの概要は右の通り。

機械工具商社大手のバンザイが運営

スーパーホテル東京・芝
国内127店舗目となるスーパーホテルが、東京・芝公園近くにグランドオープン

2018年8月22日（水）
グランドープン
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　各種エアーツールでおなじみの株式会社空研（中川禎之社長）は、充電式インパクトレ
ンチの特別セール第5弾として「オータムセール」を開催中だ。

1.セール期間：2018年9月1日～ 2018年10月31日
2.対象機種及びセール品番：表の通り

3.セール内容：

顧客特典として真空パックのお米(普通精米300g)を同梱にて発送する。ただし､台数限
定となるので、販売台数に達した時点で特別セールは終了となる。なお、セール期間中、
KW-E250pro､E250pro-3”、KW-FE200proは工具ケース入りにて発送する。

4.セール価格：オープン価格　※価格等、詳細については担当セールスまで

充電式インパクトレンチ

充電式インパクトレンチ2” ロング

充電式インパクトレンチ
充電式インパクトレンチ3” ロング
充電式インパクトレンチ

KW-E190pro

KW-E190pro2”

KW-E250pro
KW-E250pro3”
KW-FE200pro

セールセット
セールフルセット
セールセット
セールフルセット
セールセット
セールセット
セールセット

47190J1S
47190JS
47190J1S-2
47190JS-2
47250JS
47250JS-3
47200JFS

対象機種 セール品番
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　一般社団法人東京都自動車事業振
興協会（板橋一男会長、以下東自協）
主催の第3回　業界問題座談会は、去
る8月3日（金）午後3時より、東自協
事務局にて開催された。
　板橋会長、渡辺副会長、和田専務理
事の三役の他、緑川理事、大貫理事、
の他、本誌代表入村の7名が出席し
た。
　まず、板橋会長より、「本日は何かと
ご多用のところ、第3回業界問題座談
会にご出席いただき、ありがとうござい
ます。短い時間ですが、業界問題を自
由討議として取り組み、諸問題並びに
社会的事象についても意見を表してま
いりたい思いもございますので、活発な
ご議論を頂戴できればと思っておりま
す」との挨拶で始まった。
　そして和田専務理事の、「私事です
が、病気入院してご心配をいただいた

ため、去る3月9日の第2回業界問題
座談会から進行が遅れたことをお詫び
申し上げます。本日の議題は継続して2
点に絞っております。自由討議（1）の
公正取引委員会への陳述書について、
進行状況の確認が主目的であります。
また（2）の議題、継続審査のワンスト
ップサービス（OSS）に関しては、座談
会を通じて疑問点等、提出した資料を
参考に、ご意見をいただきたいと思い
ます」との言葉でスタートした。

議題（1）　公正取引委員会への陳述書

　「せいび界4月号」に掲載しているよ
うに、弁護士法人から「独占禁止法違
反に該当する事案であり、公正取引委
員会の判断を仰ぐ必要がある」との助
言を得て、詳細な陳述書の作成、提出
に至っていることはご存知の通りです。
その陳述書を受けて、公正取引委員会

から、現在は裏づけとなる詳細なデー
タ、証拠物など内容照会があり、去る3
月に回答した文面はご覧いただいてい
る通りです。
　概略を申し上げますと、現在東整振
が実施している、 ① 自動車整備士の技
術講習は二種要請施設の指定を取得し
ているため、事業者は会員メリットを得
られる。 ② 整備主任者研修など、法令
研修は国から委託を受けて実施してい
る。
　当協会では、去る平成26年に当時
の大岩会長名による整備主任者法令研
修会の開催依頼分を当局に提出して開
催したが、地域教材の関東ブロック会
研修教材は東整振側より販売拒否が実
行された。その後の平成27年度以降
は法令研修は休止となっています。以
上の補足回答の結果については、まだ
公取協が法律事務所を通じて検討中な

ので、分かり次第、会員事業者、役員
の皆さまにお伝えいたします。

議題（２）　継続検査OSSについて

　「せいび界4月号」でも紹介しました
が、全国の利用状況には大きなバラツ
キがあり、それを示すデータから県別
で見ますと、指定工場の登録事業場で
最高地域は山形県の86.09%、最低は
室蘭地区の8.38%と大きなバラツキが
あり、全国平均で見ても43.24%と、
進んでいるとは言えない状況です。
　この数字は、指定工場のうち保適証
サービスを利用すると登録した事業場
の割合であり、今すぐに登録しても不便
をかこつだけですから、当協会としても
会員に促す説明会をすぐに開催する準
備はしておりません。いくら経費がかか
るか判明していないことも、躊躇してい
る理由です。
　また、もう1つすぐに動くことをため
らっている理由は、OSSを採用するに
は指定工場の諸規程を手直しする必要
があることと、ユーザーにも了解を得な
いといけない部分があるからです。国交
省は「簡素化」を謳っていますが、取り
組む指定工場はかなり負担が増すこと
も懸念材料であり、すぐに登録しましょ
うと勧める説明会を開催しない大きな

理由がここにあります。委員の皆さんの
ご意見がございましたら、お伺いしたい
と思います。

その他の議題

日経ビジネス誌の車検記事
車検予約業務について

　日経ビジネス誌が、今年の5月号で
「車検ビジネス5兆円市場で見た闇」と
いう記事を掲載して大きな反響を得た
ようです。その内容を本日の資料として
添付しています。記事では、車検料金
がカーディーラー、専業工場、ガソリン
スタンドなどでなぜ大きく違うのか？の
疑問を呈し、その原因の1つが「部品
交換の基準が曖昧なため、整備工場ご
とや判定する整備士ごとに部品交換の
基準が異なり、結果的に価格の差に繋

がっているなど、不透明な料金体系、
そしてユーザーが比較検討できる選択
肢が狭いことも問題ではないか？」など
と指摘しています。
　また、「巨大な車検ビジネスには”官”
も巣くっており、重量税の印紙販売手
数料、保安基準適合証に上乗せされて
いる会費などで、年に数億円の利益を
得ている」とも言及しています。それに
は「既存の車検制度の見直し、簡素化
が必要」など、改めて車検制度、仕組み
などの再検討を促す記事となっていま
す。
　当協会では、去る平成29年3月に
会長名を以って、独立行政法人自動車
技術総合機構の理事長名宛て持込車
検予約業務の取扱いに関して書面を発
信しています。

一般社団法人東京都自動車事業振興協会

第３回 業界問題座談会を開催
車検制度の見直し、簡素化に賛同
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　一般社団法人東京都自動車事業振
興協会（板橋一男会長、以下東自協）
主催の第3回　業界問題座談会は、去
る8月3日（金）午後3時より、東自協
事務局にて開催された。
　板橋会長、渡辺副会長、和田専務理
事の三役の他、緑川理事、大貫理事、
の他、本誌代表入村の7名が出席し
た。
　まず、板橋会長より、「本日は何かと
ご多用のところ、第3回業界問題座談
会にご出席いただき、ありがとうござい
ます。短い時間ですが、業界問題を自
由討議として取り組み、諸問題並びに
社会的事象についても意見を表してま
いりたい思いもございますので、活発な
ご議論を頂戴できればと思っておりま
す」との挨拶で始まった。
　そして和田専務理事の、「私事です
が、病気入院してご心配をいただいた

ため、去る3月9日の第2回業界問題
座談会から進行が遅れたことをお詫び
申し上げます。本日の議題は継続して2
点に絞っております。自由討議（1）の
公正取引委員会への陳述書について、
進行状況の確認が主目的であります。
また（2）の議題、継続審査のワンスト
ップサービス（OSS）に関しては、座談
会を通じて疑問点等、提出した資料を
参考に、ご意見をいただきたいと思い
ます」との言葉でスタートした。

議題（1）　公正取引委員会への陳述書

　「せいび界4月号」に掲載しているよ
うに、弁護士法人から「独占禁止法違
反に該当する事案であり、公正取引委
員会の判断を仰ぐ必要がある」との助
言を得て、詳細な陳述書の作成、提出
に至っていることはご存知の通りです。
その陳述書を受けて、公正取引委員会

から、現在は裏づけとなる詳細なデー
タ、証拠物など内容照会があり、去る3
月に回答した文面はご覧いただいてい
る通りです。
　概略を申し上げますと、現在東整振
が実施している、 ① 自動車整備士の技
術講習は二種要請施設の指定を取得し
ているため、事業者は会員メリットを得
られる。 ② 整備主任者研修など、法令
研修は国から委託を受けて実施してい
る。
　当協会では、去る平成26年に当時
の大岩会長名による整備主任者法令研
修会の開催依頼分を当局に提出して開
催したが、地域教材の関東ブロック会
研修教材は東整振側より販売拒否が実
行された。その後の平成27年度以降
は法令研修は休止となっています。以
上の補足回答の結果については、まだ
公取協が法律事務所を通じて検討中な

ので、分かり次第、会員事業者、役員
の皆さまにお伝えいたします。

議題（２）　継続検査OSSについて

　「せいび界4月号」でも紹介しました
が、全国の利用状況には大きなバラツ
キがあり、それを示すデータから県別
で見ますと、指定工場の登録事業場で
最高地域は山形県の86.09%、最低は
室蘭地区の8.38%と大きなバラツキが
あり、全国平均で見ても43.24%と、
進んでいるとは言えない状況です。
　この数字は、指定工場のうち保適証
サービスを利用すると登録した事業場
の割合であり、今すぐに登録しても不便
をかこつだけですから、当協会としても
会員に促す説明会をすぐに開催する準
備はしておりません。いくら経費がかか
るか判明していないことも、躊躇してい
る理由です。
　また、もう1つすぐに動くことをため
らっている理由は、OSSを採用するに
は指定工場の諸規程を手直しする必要
があることと、ユーザーにも了解を得な
いといけない部分があるからです。国交
省は「簡素化」を謳っていますが、取り
組む指定工場はかなり負担が増すこと
も懸念材料であり、すぐに登録しましょ
うと勧める説明会を開催しない大きな

理由がここにあります。委員の皆さんの
ご意見がございましたら、お伺いしたい
と思います。

その他の議題

日経ビジネス誌の車検記事
車検予約業務について

　日経ビジネス誌が、今年の5月号で
「車検ビジネス5兆円市場で見た闇」と
いう記事を掲載して大きな反響を得た
ようです。その内容を本日の資料として
添付しています。記事では、車検料金
がカーディーラー、専業工場、ガソリン
スタンドなどでなぜ大きく違うのか？の
疑問を呈し、その原因の1つが「部品
交換の基準が曖昧なため、整備工場ご
とや判定する整備士ごとに部品交換の
基準が異なり、結果的に価格の差に繋

がっているなど、不透明な料金体系、
そしてユーザーが比較検討できる選択
肢が狭いことも問題ではないか？」など
と指摘しています。
　また、「巨大な車検ビジネスには”官”
も巣くっており、重量税の印紙販売手
数料、保安基準適合証に上乗せされて
いる会費などで、年に数億円の利益を
得ている」とも言及しています。それに
は「既存の車検制度の見直し、簡素化
が必要」など、改めて車検制度、仕組み
などの再検討を促す記事となっていま
す。
　当協会では、去る平成29年3月に
会長名を以って、独立行政法人自動車
技術総合機構の理事長名宛て持込車
検予約業務の取扱いに関して書面を発
信しています。

一般社団法人東京都自動車事業振興協会

第３回 業界問題座談会を開催
車検制度の見直し、簡素化に賛同

せいび界
vol.636 OCTOBER 2018

19



業界トピックス Topics

整備不良車・不正改造車299台に整備命令を発令
～「不正改造車を排除する運動」強化月間における街頭検査の実施結果～

　国土交通省では、平穏な生活環

境を破壊する原因となる違法マフラ

ーの装着車両など悪質な不正改造

車を公道から排除するため、毎年、

関係団体等と連携し「不正改造車を

排除する運動」を実施している。今

年6月の強化月間には、都道府県警

察、（独）自動車技術総合機構、軽

自動車検査協会等の協力の下、街

頭検査を重点的に実施した。

1.強化月間中の街頭検査実施実績

・実施回数：392回

・検査車両台数：20,488台
（うち二輪自動車及び原動機付自転車 188台）

2.確認された主な基準不適合

　街頭検査の結果、883台に整備

不良や不正改造による基準不適合が

確認された。主な内容は表の通り。

3.整備命令等の発令

　基準不適合が確認された車両に

ついては、ユーザーに対して改善指

導を行うとともに、そのうちその場

で改善されなかった299台（うち二

輪自動車及び原動機付自転車24

台）については道路運送車両法に基

づき整備命令※を発令した。

　国土交通省では今後とも関係機

関と協力し、不正改造車の排除を積

極的に推進していく構えだ。

Topics業界トピックス

車検切れ ………………………………………………………………………  15台 
車体・車枠 （タイヤのはみ出し等） ……………………………………………  233件
電気・灯火類 （点滅灯火等違法な灯火器の使用等） ……………………… 224件
騒音・排ガス （基準不適合マフラーの装着等） ……………………………  89件
保安装置 （着色フィルムの貼付等） …………………………………………  248件

■ 車検切れ（台）・基準不適合（件）  

せいび界
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パーマンコーポレーション

サスケ・ローダー

● 本体にステンレス系新素材採用。
　 軽量・丈夫・錆に強く、防腐食性アップ！
● －50℃まで耐久性あり！ 冷凍車でも使用OK
● 本体、自走防止装置付 (本体下降時 )
● 操作棒が抜けない「転落災害防止」対策の特殊構造！
● ローダー ×2台、操作棒 ×2本のセット
● 全長：1,120mm、1,220mm、1,320mm（3タイプ）
● 全巾：63mm ● 積載荷重：1.5t. ● 持上高さ：14mm

● 操作棒：全長 990mm( 特殊スチール製 )
● 材質：ステンレス系新素材、特殊スチール
※レールの販売および施工はしていない
※使用する際は、必ず荷台が
　水平な状態で使用すること

株式会社パーマンコーポレーション　大阪府大阪市
TEL：0120-202-800　URL ▶ https://pa-man.shop/

Pick-Up Product

新 商 品

注目の商品

パーマンコーポレーション

低床型エアジャッキ

● 最低位125mmの低床型エアジャッキ
● φ125mmの車輪で、移動やセッティングが楽々
● 最大使用荷重40t．。大型重機にも対応！
● コンパクト設計の３段ジャッキ。
● ３種類のアダプター組合せで、様々な車輌に対応 !
● サイズ：巾270×奥行 525×高さ125mm（最低位）
● 最大荷重：1段目40t. ／ 2段目22t. ／ 3段目10t.
● 最大使用空気圧：981kPa
● 最高位： 
1段目（40t.）/180mm（揚程55mm）
2段目（22t.）/225mm（揚程45mm）
3段目（10t.）/275mm（揚程50mm）
※必ずジャッキスタンドを併用して使用すること

株式会社パーマンコーポレーション　大阪府大阪市
TEL：0120-202-800　URL ▶ https://pa-man.shop/

Pick-Up Product

新 商 品

注目の商品

注目の商品 Pick-Up Product

パーマンコーポレーション

エアインパクトレンチ

● 超軽量タイプ、7.4kg!!
● 地面に水平にエアインレットを設置。使いやすさアップ!
● 能力ボルト径：38mm
● 無負荷回転数：6,000rpm
● 最大トルク：2,441N・m(248.9kgf-m)
● 空気使用量：282L/min
● 最大使用空気圧：620kPa(6.3kg/㎠)
● ハンマー形式：ツインハンマー式
● 口金取付ネジ：1/2"
● 回転数切替：左右各3段階
● ハンドル組立式
● 自重：7.4kg
※カプラーは付属していない

Pick-Up Product

新 商 品

株式会社パーマンコーポレーション　大阪府大阪市
TEL：0120-202-800　URL ▶ https://pa-man.shop/

注目の商品

パーマンコーポレーション

スロープ台　幅広タイプ

● 巾広 500ｍｍタイプのスロープ台
● Ｗタイヤも楽々乗り上げ！
● 裏面滑り止め機能付き
● 材質：ポリプロピレン・ポリエチレン
● 耐荷重：2ヶで30ｔ.まで（1ヶ15ｔ.）
● サイズ：巾500mm×長さ1,200mm×高さ125mm
● セット自重 :27kg
※ 舗装された平らな路面で使用すること
※ 車両の下で作業する場合は、ジャッキスタンド等を使用すること
※ 車両を車止め部に載せないこと
※ 極力、低速走行で本商品に乗上げること
※ 路面の状態によりスロープ台が滑る
　 可能性がある時は、スロープ台の下
　 にゴム等を敷いて、滑り止め対策を
　 　施すこと

Pick-Up Product

新 商 品

株式会社パーマンコーポレーション　大阪府大阪市
TEL：0120-202-800　URL ▶ https://pa-man.shop/

注目の商品
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FAX. 03-5713-7607

申　込　日　　　　年　　　月　　　日

送付先ファックス番号 ▶ 03-5713-7607

会社名

部署名

氏　名

住　所

e-mail

電　話

ＦＡＸ

部　数

商圏分析レポートはこちらに送付いたします。
また、今後の新製品等のご案内等に利用させていただきます。

〒□□□－□□□□ 
冊

経営戦略データ申込書

▶ ポイント1　自動車生産・販売データを細かく分析 
　従来より掲載していた自動車の生産・販売に関するデータをより細分化。メーカー別、車種別ランキングやハイブリッド車、
電気自動車などの都道府県別保有台数や人気車種の販売ランキングといった最新のトレンドデータまで、販売店だけでなく自動
車に携わる企業が今知っておきたい生産・販売動向を様々な角度から分析していきます。

▶ ポイント2　継続検査台数（車検台数）も新年度版をいち早く掲載 
　過去30年間の調査実績を元に各都道府県の最新の継続検査台数を都道府県別に登録車、軽自動車共に網羅。また、ユー
ザー車検の台数、都道府県別の伸び率、指定整備率、1工場当たりの車検台数平均といった自動車整備工場なら知っておきた
い車検に関するデータをどこよりも詳しく掲載。自社の車検顧客獲得の指針にもなります。

▶ ポイント3　アフターマーケット　チャネル別データと市場分析 
　カーディーラー、自動車整備工場、鈑金塗装工場、ガソリンスタンド等の各チャネル別のマーケット分析をより細分化。アフ
ターサービスの内容別売上比較（車検、一般整備、鈑金塗装、保険販売、カー用品販売etc）といったマーケット動向を調査し、
カーオーナーが今、どれ位の自分の車にお金を掛けているのか？ を計り、潜在需要の可能性を探る参考にも活用できます。

▶ ポイント4　全国市区郡別自動車台数・整備工場数を網羅 
　20年以上に亘り、全国の整備工場をデータベース化してきた、せいび広報社だからできる全国市区郡別自動車台数・整備工
場データを巻末に掲載。インターネット等では都道府県別のデータまでしか入手できません！ 整備工場にとっては、自社の商圏
分析をはじめ、あらゆる経営戦略の元となるデータであることはもちろんの事、関連業界にとっても様々な分野で活用できるベー
ス情報が満載!この情報を活用して地域1番店を目指しましょう！

▶ ポイント5　読者限定！自社商圏の将来分析レポート 
　「明日を勝ち取る整備工場」の著者で日本総号研究所の特命研究員である佐藤和彦先生監修の、自社商
圏の将来分析レポートが受けられます。読者の皆さんの商圏の将来の予測を信頼性の高い計算方法で分析。
また勝ち残っていくために何をしていけばよいのか？ を含めてレポート形式でご提供いたします。

経営戦略Data2018

経営戦略Data 2018申　込　書

本誌オリジナル

有
料 新サービス

定価 2,400円 （税込）／送料100円

データ

データ 2,222 円（税別）
好評発売中

商圏分析レポートを希望する（1,600 円 ※本誌購入者特価 ）　分析レポートの希望商圏と発送先が違う場合は希望商圏の住所を記入ください。

分析レポートの希望商圏（住所）：

全国を約1,800の商圏に分割。 各商圏毎に人口、 保有台数、 整備工場数など今後20年の推移
を予測。 分析データに基づき、今後自社に必要とされるサービスなどを判定。

※レポートは別途料金が発生いたします。　※レポートは電子データ（PDF）での提供になります。 ※グラフやチャート、レポートなど６ページ程度のボリュームになります。　
※ページ数は変更になる場合がございます。　※印刷でのレポートを希望の方、複数の商圏のレポートを希望する場合弊社まで連絡ください。　（連絡先： 03-5713-7603）

！！
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　去る9月11日、一般社団法人日本アクティブシニアライフ協会
（JASA）から神奈川県に対する車載用防災セット「Refill Box 24」
の贈呈式が神奈川県知事室にて行われた。
　JASAは「健康」「長寿」「自立」を目標として、シニアライフをサ
ポートしている一般社団法人である。一方、神奈川県では、シニア
世代に向けて未病に取り組む施策を展開しており、今回は同じ意思
を持つJASAから車載用防災セット「Refill Box 24」を贈呈するこ
ととなったもの。当日はJASAの理事であり、カーコンビニ倶楽部代
表取締役社長でもある林成治氏から神奈川県の黒岩知事に直接、
車載用防災セットが10セット贈呈された。
　今後は車用のステッカーを作成し、車載用防災セット「Refill Box 
24」を搭載していることを周知させて有事の際は、お互い助け合い
ができる運動を全国的に展開できるのではないかと考え、検討を開
始している。 

一般社団法人アクティブシニアライフ協会が
車載用防災セット「Refill Box 24」を神奈川県に贈呈

黒岩知事（右）と林理事（左）

耐熱BOX 保冷バッグ
水500㎖（2本） LEDライト
簡易トイレ 電池交換充電器
クッキー（2袋） アルミブランケット

＜車載用防災セットの内容＞
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 中澤雄仁弁護士の中澤雄仁
各分野に精通した約40名の弁護士のネットワーク、スタッフ力を生かし様々な法律問題に対し、迅速かつ的確に対応している。趣味はブラジリアン柔術。

光和総合法律事務所／弁護士

法  務  相  談  室

業界人の必携書自動車アフターマーケット

経営戦略データ 2018
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

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　部品商アンケート調査結果※

Ⅺ章　全国市区郡別自動車台数・整備工場数※

■ 収録内容 ※弊社独自調査のデータ

新サービス 商圏予測レポート佐藤和彦氏監修

全国を約1,300のエリアまで細分化し各エリアごとに将来予測を数値化！

定価 2,400円（税込）本体 2,222円／ B5版／ 140ページ

2040年のマーケットを予測する！

好
評
発
売
中
！

各種ご相談、顧問契約の締結は ▶  　　http://www.kohwa.or.jp

法律が改正されて遺言書が書きやすくな
ったそうだが、どのように変わったのか？

自筆証書遺言の作成方法に関する民法の改正

　相続税の大幅な増税などが契機となり、相続税対策の
ため、遺言の作成等についての関心が高まっているような
印象を受ける。老後や死後に家族に迷惑をかけぬよう、遺
言やエンディングノートを作成したり、生前から私物の整
理を行ったり、お墓や葬儀の準備をする等の活動につい
て、終活（しゅうかつ）という言葉も生まれ活況である。
自筆証書遺言についての使い勝手の悪さを解消するため、
先日（平成３０年７月）、遺言書の書き方について定めてい
る民法の一部が改正され、遺言の目録類について自筆以
外でもよくなった。

現行の法制度下での遺言
　遺言の方式は民法に定められており、方式違反の遺言
は無効である。民法には複数の遺言の方式が定められて
いるが、よく利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺
言の２種類である。公正証書遺言は、公証人に作成しても
らう遺言である。公証人に文章を作成してもらうため、遺
言が無効とされるリスクが少なく、遺言者自身が自ら文章
を書かなくてもよい、というメリットがある。反面、公証人
に遺言の作成を依頼するための費用（遺産が１億の場合
43,000円程度）が掛かり、また、公証人と遺言書作成の
日程等を調整し、基本的には公証人役場まで出向く必要
がある（追加料金を支払えば公証人に出張してもらうこと
も可能ではある）ので、手軽に作成できるものではない。

　自筆証書遺言は、遺言者が一人で作成でき、作成費用
もかからない。もっとも、全文を自筆で記載しなければな
らず、作成日付を記載し忘れたり、印鑑の押し忘れといっ
た理由で無効となる。全文を自筆で記載しなければならな
いため、例えば、複数の預貯金や不動産を保有している遺
言者が、複数の子に遺産を残す場合、○県○市○○番所
在の不動産と○○銀行○支店の口座番号○○の預金を長
男に、○県○市△△番所在の不動産は二男に相続させる、
というように誰にどの不動産や預貯金を相続させるのか分
かるよう、財産を特定する必要があった。財産を特定する
ための情報を遺言書に正確に手書きしなければならず、体
力や判断能力が弱っている遺言者には酷な場合が多かっ
た。

改正の内容
　今回の改正の結果、遺言書に添付する「目録」について
はパソコン等で作成しても良くなった。そのため、例えば、
遺言の本文では、「別紙目録１の不動産及び別紙目録５～
１０の預金を長男に相続させる」と手書きし、パソコンで
作成した目録に、不動産等を特定するための情報等をま
とめて記載する方法もとれるようになった（もっとも、パソ
コンで作成した目録の全ページに、署名・押印する必要
がある）。
　遺言者の能力から、これまで「全財産を長男に相続させ
る」といった簡易な平易な内容でなければ、公正証書遺言
を選択せざるを得ないケースも多かったが、今回の改正に
より、遺言者の意向に適合したきめ細かい遺言を自筆証
書遺言で行うことも可能となった。この改正は、平成３１
年１月１３日から施行されるため、遺言作成を検討してい
る場合、手軽に遺言を遺す方法として活用されたい。
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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

10

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 10月 31日（水）　※当日到着分まで有効

◆　プレゼントする商品
 （希望する商品いずれか1つにチェック）

Q1 女性メカニックは在籍していますか？

□ 作業用手袋　Active女子 　　６名様

□ ブレーキ鳴き止めグリス 応募者全員

□ いる　→　（　　　　）名

□ いない

Q２ 上のQ1で「いる」と答えた方のみ、
　　気持ちよく働いてもらう上で課題はありますか？

Q3 上のQ1で「いない」と答えた方のみ、
　　今後女性メカニックについての考え方は？

□ 採用を検討している

□ 能力があれば性別は関係ない

□ 採用は考えていない

◆　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

□　自動運転革命

□　整備工場のためのインターネット活用講座

□　中澤雄仁弁護士の法務相談室

□　自動車リサイクルのページ

□　読者プレゼント

◎  今月の特集・注目記事

◎  連載記事

□ 地方版図柄入りナンバープレート

□ アドヴィックスセールス　寺澤社長インタビュー

□ エンパイヤ自動車がEMCフェアを開催

□ 関西ペイントがシステムのバージョンアップ
 及び新システムを発表！

□ 誌上編集ブログ

□ スーパーホテル東京・芝
 2018年8月22日（水）グランドオープン

□ 充電式インパクトレンチ第5弾オータムセール

□ 第3回業界問題座談会

□ 業界トピックス

□ 注目の商品

□ JASAが車載用防災セット
 「Refill Box 24」を神奈川県に贈呈

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

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
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　公益財団法人自動車リサイクル促
進センター（所在地：東京都港区芝
大門1-1-30日本自動車会館、代表
理 事：中 村 崇、以 下JARC）は、
2017年度における自動車リサイクル
の取組情報と実績データを取りまと
めた「自動車リサイクルデータBook 
2017」を2018年7月20日に公表
した。
　JARCは、自動車リサイクルシステ
ムが運用開始した2005年1月から
使用済み自動車の移動報告の実績を
「電子マニフェスト報告書」として取り
まとめてきた。そして昨年度から、自
動車リサイクルシステムの利用者の利
便性向上を目指して、これまで自動車
リサイクルの関係者が個別に発信して
いた実績情報や鉄スクラップ相場等

の情報を取り込んだ「自動車リサイク
ルデータBook」に刷新し、公表して
いる。
　今年度作成した2017年度版と昨
年度版との違いは、主として、「ハイブ
リッド車（HV）の中古車輸出状況」、
「電気自動車（EV）の預託台数・引
取台数・中古車輸出状況」を追加し
た点にある。
　特にEV関連のデータを公開するの
は初めての試みで、最新の2017年
度で見てみると預託台数（＝リサイク
ル料金を払い込んだ台数）は25,199
台と台数こそまだ少ないものの、前年
比67.5%プラスとかなりの伸びを示
している。
　同じく引取台数も前年比53.4%プ
ラスの135台とこちらも同様の傾向

だ。当然ながら輸出台数も127.5%
プラスの3,528台と3項目の中では
伸び率が大きい。
　一方、HVの輸出台数はというと、
前年比25%プラスの118,875台と
伸び率もさることながら、台数も10
万台超えに至っている状況に驚きを
隠せない。EVの状況と合わせて考え
ると、自動車リサイクルの世界でも世
界規模で電動化が進みつつあるとい
ってもいいだろう。
　なお、「自動車リサイクルデータ
Book 2017」はJARCのホームペー
ジよりダウンロード可能なので、興味
がある方はぜひご参照いただきたい。

自動車リサイクルのページ
automobile recycle

JARCが「自動車リサイクルデータBook 2017」を公開

新規追加となったHV・EV関連のデータ

ダウンロードURL
https://www.jarc.or.jp/data/databook/

預託台数

引取台数

2008 年度

3,417

0

0

0

2009 年度

1,922

0

0

0

2010 年度

3,959

4,848

0

0

2011 年度

10,999

9,538

54

15

2012 年度

18,952

15,122

15

2

2013 年度

32,781

18,361

27

43

2014 年度

57,218

20,231

38

283

2015 年度

93,371

17,067

95

3,352

2016 年度

95,082

15,048

85

1,551

2017 年度

118,875

25,199

135

3,528

ＨＶ

ＥＶ

（単位：台）

中　古　車
輸出台数

中　古　車
輸出台数
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　作業用手袋の総合メーカー、株式会

社東和コーポレーション（渡辺聡社長）

は、作業系の業界で働く女性のための

作業用手袋「Active女子®」の販売を

開始した。強さと柔らかさを両立した新

ハイブリッドゴムを採用し、女性の悩み

に応える作業用手袋となっている。

女性のための手袋を作りたい！

　作業系の業界で使用される手袋は、

長い間主に男性の使用を想定して開発・

製造されてきた。しかし、近年、働く女

性が増加し、職場では女性目線での働

きやすい環境づくりが求められている。

そこで同社は2016年10月より、女性

のための作業用手袋の開発に着手。男

性と女性では手袋に求めるニーズも異な

ることが判明した。

　今回、東和コーポレーションのご厚意

により、本商品を６名様にプレゼント！詳

しくはこちら（→P.29）

現場で働く女性のための作業用手袋

「Active女子®」 新発売！
女性のお悩みを解決する「Active女子®」

サイズが合わない！
フィット感がない!

→新ハイブリッドゴムで手によくフィット！
　強さと柔らかさを兼ね備えた新ハイブリッドゴムを
採用。油や磨耗に負けない強度を保ちつつ、女性で
も使いやすい柔らかさで手によくフィットする。また、
手の小さな女性向けにXSサイズもラインナップした。

作業が楽しくなるビビッドカラー、「ローズピンク」、
「ターコイズ」、「バイオレット」の選べる3色展開。

　悪臭の元となる菌の繁殖を抑えるサニタイズ®抗菌
抑臭加工で、気になる臭いを抑える。

臭いが気になる!

おしゃれなカラーがない!
→ビビッドカラーの3色展開！

→抗菌抑臭加工で臭わせない！

せいび界
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応募締切  2018 年 10月 31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。

Present ① 　応募者全員合計６ 名様 Present ②

東和コーポレーション

作業用手袋
Active女子

　作業系の業界で働く女性のための作業用手袋。 ①サイズが合わない、フィット
感がない、 ②臭いが気になる、 ③おしゃれなカラーがない、といった三大お悩み
を解決する。今回は3色の中からローズピンク、ターコイズ、バイオレット各２名様、
合計６名様にプレゼント。  ※色の指定はできません。

　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、耐久性も高い本製品
をぜひ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/» 株式会社東和コーポレーション　https://www.towaco.co.jp/

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

せいび界
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CUPON ミシュラン夏タイヤ・軽自動車サイズ155-65R14限定、
4本セットお買上げの方にクオカード500円分プレゼント！

｜ 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

ENERGY SAVER
ミシュラン エナジーセイバー
安全性と耐久性を兼ね備えた、省燃費タイヤ。

省燃費設計

優れたウエット性能

耐摩耗性に配慮

A better way forward

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

｜ 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10月31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

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

CUPON
廃車お持ち込みの方に粗品プレゼント

（せいび界を見たとお伝え下さい）

｜ 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

中古部品探しなら
コ コ

｜ 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。

｜ 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

｜ リサイクルパーツ販売 ｜

有限会社 名古屋解体メイカイパーツ
▶ 名古屋市守山区下志段味落合376

廃車引取り1台につき商品券1枚プレゼント

www.partslandnagoya.com

052 - 736 - 4741

052 - 739 - 1147
豊富な在庫で皆様のご要望にお応えします。

CUPON

メイカイパーツメイカイパーツ

御社も掲載してみてはいかがですか？

クーポン広告募集中

｜ 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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CUPON
廃車お持ち込みの方に粗品プレゼント

（せいび界を見たとお伝え下さい）

｜ 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

中古部品探しなら
コ コ

｜ 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。

｜ 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

｜ リサイクルパーツ販売 ｜

有限会社 名古屋解体メイカイパーツ
▶ 名古屋市守山区下志段味落合376

廃車引取り1台につき商品券1枚プレゼント

www.partslandnagoya.com

052 - 736 - 4741

052 - 739 - 1147
豊富な在庫で皆様のご要望にお応えします。

CUPON

メイカイパーツメイカイパーツ

御社も掲載してみてはいかがですか？

クーポン広告募集中

｜ 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/

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～

不要となった発炎筒はメーカーによって回収・処理再資源化されています。 詳しくは 下記弊社ホームページにて。

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

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。

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

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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