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写真で振り返る第６回 カーベル全国大会

店舗リニューアル　受賞の皆さん 地域会合感謝　受賞の皆さん

車輌仕入
上位入賞の皆さん

ベストセレモニーを受賞した
ミウラオートサービス

クレジットキャンペーン
上位入賞の皆さん

100円レンタカー貸出件数
上位入賞の皆さん

懇親会に登場のシークレットゲスト、プロレス
ラーのゼウス選手、大森選手、青柳選手

事例発表④
有限会社ミウラオートサービス 三浦幸二社長㊨

事例発表③　
株式会社ビップオート 金原佐栄マネージャー

事例発表②
田中石油ガス株式会社 田中大地企画室長

事例発表①
株式会社辰己モータース 薬袋伸明社長

記念講演を行った平昌オリンピックカーリング
男子日本代表の両角友佑・公佑選手

　自動車に関する困りごとを解決するサービスを次々に展開する㈱カーベル（伊藤

一正社長）。去る9月18日に、第6回全国大会をグランドプリンスホテル新高輪に

て開催し、加盟店、取引先を含む822名が参加した。

　当日は平昌オリンピックカーリング男子日本代表を講師に招いての記念講演や、

往年の刑事ドラマ「西部警察」をモチーフにした新CM記者発表会、加盟店4社の

事例発表、各種キャンペーンの表彰（プレゼンターは女優の橋本マナミさん）など、

盛りだくさんの内容で行われた。この他、全国大会恒例の12大新メニュー発表

や、勉強会恒例の伊藤（社長）タイムも行われた。

　本特集では、写真を交えながら当日の模様を振り返ると共に、今後の同社の方

向性を紹介していく。

第6回
カーベル全国大会特集

CarBell 6th National convention
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第６回 カーベル全国大会特集CarBell 6th National convention

ペットの旅立ち
リニューアル

　顧客満足度99%という驚異的
な数字を叩き出しているペットの旅
立ち。選ばれる理由が価格ではな
く満足度であることを受けて、満足
度に見合った金額にすべく10月よ
り従来の130%アップの新料金体
制をスタートする。また、24時間
の受注体制も設ける。

レンタカー車両
仕入サポート

　カーチスと連携し、カーチスが買
い取った車両から100円レンタカ
ー用の車両を選定・仕入れること
ができるサービス。車両が決まった
ら、カーチスが昭和リースに車両を
一旦売却し、改めて昭和リースと加
盟店がリース契約を結ぶという仕
組み。

ネット予約獲得戦略

　今や時代はスマートフォンである
と同時に、レスポンシブ化（反応を
上げるために分かりやすく表現する
こと）していく必要があることを受
けて、10月16日より100円レンタ
カーのスマートフォンサイトをリニュ
ーアル。SEO対策も強化する。

認証（指定）工場
設立支援

　認証（指定）工場設立に必要な
設備機器を最大10%オフで導入
できるリース。機械工具商社の大
手イヤサカと昭和リースがバックア
ップ。認証取得に関する手続きのサ
ポートも受けられ、イヤサカのトレ
ーニングセンターを活用することも
できる。

整備士採用
国内募集&海外留学生

　整備士採用をサポートする新メ
ニュー2本立て。国内募集は、自動
車業界で働きたい人（登録者の
82%が有資格者）に特化した求人
サイト「CLUTCH」をカーベル特
別プランで利用できる。海外募集
はベトナムからの海外実習生をやは
り特別価格で受け入れることがで
きる。

オリジナルカー
「神超え」リース

　カーベルが厳選した一流のエア
ロパーツとオーディオ等を装着した
コンセプトカー「神超え」を対象と
したリース。通常のリースは車両本
体のみが対象となるが、この新メニ
ューはドレスアップパーツも含んで
のリースとなる（信販会社により含
まず）。

時流に合わせた
　隔月ローン

　少子高齢化社会に対応すべく、
偶数月に支給される年金、その受
給者でも安心して支払いができる
偶数月のみの隔月ローン。収入が
不規則な方にも最適で、対象は年
金受給者のみでなくすべてのお客
さまが対象である。支払い回数は6
～ 42回。

中古車リース

　中古車にも安心感を求めるお客
さまのニーズに応えたリース。在庫
車で5年落ち以内の車両を対象と
して、各加盟店が決めた販売価格
を元に残価を設定する。残価率も
加盟店任意で設定できる。整備も
含めた安心できるカーライフの提
供をPRできる。

1・2年短期リース

　「短期間でいいから新車に乗りた
い」というニーズに応える超短期の
リース。見方を変えれば、1年落ち
2年落ちの高年式中古車を仕入れ
る側から作り出す側になれる仕組
みとも言える。信販会社により残価
設定も異なり、車種も指定（アプラ
スなら16車種）となる。

カーベル全国大会 　　大発表

CS1位獲得記念
 旅行券が当たる！

　100円レンタカーがオリコンの
顧客満足度　格安レンタカー部門
で総合1位を獲得したことを記念し
て、SNS投稿で当たる旅行券100
万円プレゼントキャンペーンを11
月1日~12月25日の期間で開催
する。商品は旅行券（10万円×10
名）と応募者全員に1時間無料券
を贈呈。

デモカーリース

　新車販売をPRするのに必要な
店頭デモカーを対象とした新リー
ス。今までは車両1台ごとに審査
が必要で、リース会社にもよるが台
数制限もあった。今回のリースは1
社当たり1,000万円の枠での審査
で、月額リース料も本体価格（税
別）の1%。

クルマの美容室（洗車）

　洗車で集客ができると皆知って
いるのにやらない、その敬遠される
要因（冷たい、濡れる）を解消でき
る洗車グッズ「ウォッシュマン」やコ
ーティング剤（発売元：本荘興産）
をカーベル特価で購入できる。洗
車の研修会に各社1名無料で参加
できる。

1.4 億メディアプラン　TVCM＆WEB＆映画館＆地域CM＆雑誌
バンパー（スマホ）
広告
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第６回 カーベル全国大会特集CarBell 6th National convention

　色々な事情でモノが売れないですと
か、全国から色々なことを聞いておりま
すが、どんな時代でもどんな環境でも、
誰に売るか？どうやって売るか？この2
つさえしっかり戦術を立てれば、モノは
売れると思います。
　誰に売るのかも決めない、どうやって
売るのかも決めない、そんな状態で販
売強化や新メニューを取り入れてもな
かなか厳しいと思います。
　さて、皆さんの経営と人生がハッピ
ーになるために、車屋さんの社長に必
要な姿勢がございます。それは情報共
有です。車屋さんは情報共有ができて
いないのです。30人も50人も100人
も社員がいたら情報が伝わらないのは
何となく分かりますけれども、今900
店舗全店の平均社員数は7.6人です。
　にも関わらず、何と情報共有ができ
ていないのです。例えばこんなことが
度々見られます。新車市場や100円レ
ンタカーをスタートするに当たっての研
修会を2日間開いています。そこへ伺っ
た担当者やSVがよく聞く言葉が、「社
長から『○月○日○時から研修会があ
るから、出席するように』とだけ言われ
たから出席しました」というものです。
　100円レンタカーをやることも知らな
い、「新車市場って何ですか？」「ウチ今
まで中古車がメインなのに、何で新車
販売なんてやるんですか？」というのが
研修会に出席した社員さんの声なので
す。
　このような状態で研修会はスタート

するのですけれども、やはりそういうお
店はオープンしても、繁盛しないので
す。何で100円レンタカーをやるのか、
何のために新車販売を強化するのか、
その理由が明確だからこそ代表者がコ
ストをかけて入会機会を得たにも関わら
ず、そこで働く社員さんは誰も知らない
のです。
　社長の思い、何でそれをやるのか、
きっと長所伸展か短所改善か、そのど
ちらかの理由でやるはずですけれども、
その思いが全く社員さんに共有されて
いない。20人も30人もいるならとも
かく、7～ 8人しかいないのにです。
　ということで皆さんぜひ、この情報共
有をしてください。人数はともかく、人
の集まり、組織の中はギャップだらけな
のです。役職、業務、個人の価値観含
めてギャップだらけです。
　ギャップを埋めるためにはコミュニケ
ーションしかありません。コミュニケー
ションにお金はかかりません。気遣いと
時間を少しかけるだけです。コミュニケ
ーションとは、「良い人間関係を創る道
具」なのです。何かビジネス上でうまく
いかない時は、ほとんど原因よりも心
因によるところが大きいのです。
　「仕方なくやっている」、「言われたか
らやっている」、「元々やる気はなかった
けれども、とりあえずやっている」、そう
いう心境で何かをやってもほとんどうま
くいきません。
　失敗の原因の前に、それ以上に大き
な要因である心因によるミスを招いてい

ることが実は多いのです。ということで、
皆さんの経営と人生がよりハッピーにな
りたければ、コミュニケーションから始
める＝コミスタなのです。皆さんがよく
聞く講演やビジネス本には、「考え方が
変われば行動が変わり、行動が変われ
ば結果が変わる」という言葉があると思
いますが、では考え方とは、どうやって
できますか？
　そこにいる組織同士の関係、そこに
いる人間同士の関係、この関係が良好
でなければ良い考え方は浮かびます
か？ ということです。「うるせえなあ」
「むかつくなあ」という人間関係の中で、
良い仕事は生まれますか？
　関係の質さえよくなれば、「よし皆で
やるか！」という思考になり、行動が変
わり、良い結果が出やすいと思いませ
んか？
　ということでぜひ、今年もラスト4ヵ
月ですが、コミスタを覚えていただい
て、ここから始めると考え方も行動も結
果もよくなるのだということをご理解い
ただければと思います。
　どんなことでもいいです、コミュニケ
ーションを高めることによって、関係性
がよくなれば仕事も行動も結果もよくな
ると思います。私たちのスローガンが
「顔晴れ（がんばれ）」ですので、皆さん
の顔も晴れるようなメッセージをお伝え
しました。

～コミスタと新メニュー～
伊藤タイム in 全国大会

伊藤 一正 氏代表取締役
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応募締切  2018 年 11月 30日（金） ※当日到着分まで有効読者プレゼント読者プレゼント 25 ページのアンケートにお答えの上、FAXにて応募ください。

Present ① 　応募者全員合計 1組 2 名様 Present ②

11月3日（土）・後楽園ホール
カーベル伊藤出場
試合チケット
　西部警察コラボCMを展開中のカー
ベル。このCMに出演中の俳優で格闘
技経験を持つ、金児憲史さん（下左）
と神田譲さん（下右）がおなじみのカ
ーベル伊藤とタッグを組んでプロレス
の試合に参戦することが決定。この試
合のチケットを１組2名様にプレゼン
ト。ただし、先着かつ応募締切が10
月26日までなのでご注意を。

　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/» 株式会社カーベル　http://www.carbell.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

Lucha Fiesta Tour 2018 
supported by AJP　第3試合
後楽園ホール
11月3日・試合開始11:30
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　自動車ガラスを専門に扱う生駒商
事株式会社（代表取締役＝小寺 浩
吉）は、多様化するユーザーニーズ
に対応すべく、補修用ガラス部門で
商品ラインナップの拡充を図ってい
る。その中でも、ＡＤＡＳ（先進運転支
援システム）搭載車用の補修用社外
ガラスの普及に力を入れている。

先進安全装備を搭載した車両が
増加、アフターマーケットでも求
められる対応

　世間の安全対策への関心の高まり
を受け、自動車メーカー各社は、交
通事故防止対策の一環として、ＡＤＡ
Ｓに力を注いでいる。そのような背景
を受け、今後ますますＡＤＡＳを導入
した車種は拡充される見通しであり、
新車販売でＡＤＡＳを搭載した車種の

割合が高まっている中、アフターマー
ケットにおいてもＡＤＡＳを搭載した
車種に対応した交換・整備技術の習
得が欠かせなくなりつつある。

自動ブレーキ搭載車対応の商品
をいち早く市場投入

　同社は国内での需要を想定し、ＡＤ
ＡＳ搭載車用のフロントウインドーの
交換需要に対応した商品を 2 年前よ
り市場に届けてきた。2018 年 10月
現在、100 種以上のアイテムを用意
している。

純正品同様の品質保証

　まだまだ純正品が一般的なＡＤＡＳ
対応のフロントガラスではあるが、同
社では厳しい品詞管理にてガラスのコ
ンビネーション、厚み、透過率などを

純正品とほぼ同等の数値で
開発。また開発後には第三
者機関で測定を行い、常に
品質をチェックしている。
またラインナップの全品を
ブラケット付きで開発して
おり、ブラケットの移設な
どの面倒な作業を省き、純

正品と変わらない正確な作業を可能
にしている。フロントガラスの生産は、
中国最大手の自動車ガラスメーカー
であり、国内でも純正採用されている
ＦＵＹＡＯ社が担当している。

安全性の追求

　同社では、発売前にセンサーブラ
ケット付きフロントガラスに交換後、
動作確認作業（エーミング等）を実施。
ＡＤＡＳの機能に問題がないことを実
車で確認している。今後もＡＤＡＳ普
及による安全な車社会のために寄与
していくとしている。

〒107-0052　東京都港区赤坂5-4-11山口建設ビル第2ビル　TEL.03-3585-3040　http://www.ikm.co.jp/

純正品と同等の品質  ＡＤＡＳ用フロントガラスの新しい選択肢

カーオーナー様、販売店様の安全安
心のためにも、ガラス交換後は機器
の再設定、動作確認を行ってください。

ブラケット付きで
正確な作業が可能

ＦＵＹＡＯ社製
日本工業規格、欧州規格、
米国規格にも合格している

安全保障基準で定め
られている各種数値
をクリア　実車を使
った検査でも問題は
起きなかった

“世界に広がるネットワークを生かし、高品質の自動車ガラスを幅広く取り揃えております。”
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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？

　大変ありがたいことに弊社は長年、
既存のお客様だけで経営が成り立っ
ておりました。しかし、お客様も高齢
化してきており、この先顧客数が減少
していくことが目に見えていました。
　そこで新規のお客様をどうしたら
獲得出来るのかを検討した結果、車
検を軸に集客する必要があるとの結
論に至りました。そこで色々なフラン
チャイズを調べましたが、車検フラン
チャイズとして全国に500店舗以上
も展開しているコバックなら大丈夫だ
ろうと思い、加盟を申し込みました。

加盟する上で不安はありましたか？

　コバックに加盟すれば車検台数が
大幅に伸びるという確信はあったの
ですが、車検の数が今までの倍にな
った時に、果たして今の体制で回せる
のかという不安がありました。

その不安は解消されましたか？

　まだオープンして間もないですが、
お客様にご説明する際に車検プラン

の紹介ツールを用いてご案
内をしています。弊社では
もともと車検メニューも用
意しておらず、お客様に上
手くご提案が出来ていませ
んでした。今ではシンプル
に2つのプランで説明を行
っており、スムーズにそして
的確に説明出来ている為、
ご案内もスピーディーに回
せております。

オープンキャンペーンには400組以
上のご来店があったそうですが、集
客のポイントはありますか？

　5日間のオープンキャンペーンでは
343台の車検予約のうち、新規とし
て119台を獲得できました。
　オープンにあたって、新聞への折込
チラシに加えて、因島全世帯に向け
てポスティングチラシも配布しまし
た。ポスティングを行ったことによっ
て新聞を読まない世代である若者の
集客に繋がったと思います。

コバックがすごいと感じたことはあり
ますか？

　キャンペーン後でも、来店のしやす
さを実感しています！今までは既存の
お客様ではない方がフラっと立ち寄
ることはまずなかったのですが、「オ

イル交換を頼める？」と気軽にご来店
されるお客様がいらっしゃいます。コ
バック看板の力を感じました。

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？

　車検の集客に困っているのなら加
盟を検討するのが良いと思います。
社内の体制も整い、新しいお客様が
増えます。

今後の目標を教えて下さい。

　まずは通過点として今年中には車
検1,000台を達成し、さらに車検で
獲得できたお客様が車販へと繋がる
ようにしたいと思っています。その為
にも、コバックとしての社内体制を会
社に浸透させることが重要だと思って
おります。

広島県尾道市因島重井町4125
TEL：0845-24-2195
FAX：0845-24-3375

有限会社 福友スズキ販売
コバック因島北インター店

車販で親しまれて50年
車検を軸にした集客へと大
きく舵を切る

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

店長　柏原　竜星
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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）

今は法律で規制されている自動運転
実現の可能性はあるのか

　さて、ここまでは、完全自動運転が持つ可能性につい

て述べてきた。完全自動運転は、「運転という行為から空

間を分離」することで、「居住性」「効率性」「エンターテイ

メント性」に特化した移動空間を生み出し、潜在的な

種々のニーズに対応するようになっていくことが期待でき

る。一方で、こうした完全自動運転の価値が発揮される

車両が公道を走行できるようになるのは、もう少し先の話

となるだろう。というのも、そもそも2018年現在におい

て公道で運転者がいない、あるいは運転席のない自動車

が走行することは、いくつかの法律等によって禁止されて

いるのである。

実現に向けた制度

　では、そもそも実現が不可能ではないか、という意見

もあることだろう。実際に筆者は2004年からこの自動運

転の分野に飛び込んでからというもの、数百回と同様の

意見をいただいてきたが、果たしてそうだろうか？ 特に従

来の日本においては、法律というのは絶対的な存在であ

り、不変なものであるという捉え方がなされることが多

い。そうした価値観は何故生まれたのか、それは是か否

かといった議論は重要であるが、本稿の趣旨でないので

ここでは触れない。ただ現在の日本国家の方針としては、

新技術を取り入れやすい環境を作るための手法として、

国家戦略特区制度、サンドボックス制度などをはじめとし

た規制緩和制度が存在する。す

なわち、こうした制度を利用しな

がら、完全自動運転導入に向け

た社会的コンセンサスが得られれ

ば、法律等も導入に合わせた改

制が行われることとなるのである。

完全自動運転実現の3つの要素

　ということは、完全自動運転の価値が発揮される車両

が行動で走行できるようになるには、社会的コンセンサス

が必要になる。では社会的コンセンサスを得るために必

要なこととは何か？ 筆者が必要と考える三つの要素は、

「完全自動運転技術の段階的導入」「完全自動運転を取り

巻く周辺の技術・サービスの成熟」「完全自動運転利用

文化の醸成」があると考える。完全自動運転技術を導入

するためには、いきなり無人で動く車両が全国の公道を

自由自在に走り回る世界を実現するよりも、いくつかの段

階を設けることが必要となる。また、完全自動運転そのも

のの技術だけでなく、それを利用する種々のサービスや技

術が合わせて育てることが重要となる。そして、そもそも

完全自動運転の車両を利用したサービスを、自身の生活

様式に取り込んでいく精神活動の醸成が必要になる。次

回からこれらの要素について詳しく説明していきたい。

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/



　2018年9月20日（木）長野県松本市内の

ホテルにて、第5回クリアー25許諾企業 コンベ

ンションが開催された。全国各地より許諾企業

や協力企業が集まり、平成29年度の優秀企業

表彰やディスカッションなどを情報交換が行われ

た。講演会では「100年に一度の大変革期　

～必要とされる整備工場とは～」と題して、日

刊自動車新聞社　編集委員花井真紀子氏によ

る講演も行われた。

会 長 挨 拶

 　現在17道県、24社28工場の許諾企業が、

全国各地でクリアー 25を事業展開していただい

ております。日頃よりご尽力いただきましてあり

がとうございます。

　自動車業界も昨今IT業界との連携が盛んで、

つい先日もアンドロイド等の連携が発表されまし

たけれども、大変革期を迎えていると思っており

ます。

　その中で私たちの整備業界がどのように対応

していくのかが大事だと思っております。

　我々が事業展開しているクリアー車検ですが、

全体の実績数値としては、平成29年度の数字

としまして平成28年度比90.4%と厳しい実態

に置かれております。

　そのような中、前年対比を超えられました企

業が3社ございます。大変なご努力をなされた

と思いますが、そうしたお知恵も本日皆様と共

有できればと思っております。

　本日のコンベンションのひとつの狙いとして課

題の共有と取り組みなどの共有をテーマとさせ

ていただきました。各社皆さんの抱えている課

題の共有、解決へのプロセスを忌憚の無いご意

見をお聞かせいただければと思っております。
 （一部抜粋）

表　　彰

■ H29年度クリア車検実施台数 

1位　2,462台　名鉄自動車整備株式会社

2位　2,424台　有限会社センチュリーオート

3位　2,099台　株式会社ENEOSウィング

 
■ H29年度クリア車検　前年比増加率 

1位　131.7％　東真産業株式会社

2位　108.8％　有限会社オートライフ川口

3位　103.2%　有限会社センチュリーオート

第５回 クリアー25許諾企業コンベンション開催

アルピコ自工株式会社

代表取締役社長

林 健一 氏
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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。

「車検を取る」のではなく
「無料見積もり相談」を取る

　今、車検のチラシを撒いてもなかなか新規の車検受注
が取れない時代です。ディーラー等が行っている新車販
売時に行う車検の囲い込み施策や、リース販売のメンテ
ンナンスパックなど、お客さまが他の整備工場を選ぶ選択
肢が無くなりつつあります。整備工場専門店には厳しい
時代と言えるかもしれません。
　一方、チャンスもあります。メンテナンスパック販売さ
れた車の場合、パックから外れた次の車検は多くがその
会社に戻っていないという現実があります。パック販売し
た会社は「囲い込み期間が終わった後の顧客の囲い込み」
に失敗しているのです。パック制限が外れたお客さまは
「もっと安い車検工場はないか」「もっと良い整備工場がな
いか」と整備工場を探しています。整備専門工場はここに
チャンスが生まれているのです。

今すぐ客ではなくそのうち客を集めよう
　あなたは「車検を今月受けるお客さま」が欲しいです
か？それとも「車検をどこで受けるか悩んでいるお客さま」
が欲しいですか？
　ほとんどの整備工場では、「今すぐ客」つまり、今すぐ
車検を受けてくれるお客さまを集客しています。チラシや
ホームページでも、新規の車検受注を取るべく、今すぐ
車検を受けてくれるお客さまに向けて、値引きやプレゼン
トを付けて広告宣伝を行っています。新規のお客さまが欲
しいとチラシを撒いて、今月入庫してくれる車検客を集め
ているのです。これではうまくいきません。
　一方、車検の新規集客に成功しているお店は、違う視
点を持っています。「車検の見積もり相談」や「車検整備
の無料相談」をアピールして「そのうち客」を集めているの
です。車検の無料診断や車検無料見積もり等の無料サー

ビスをアピールして見込み客集めを行っているのです。こ
こが大きな違いです。
　チラシを撒いた時、車検を受けたい人が見てくれて車
検が1台入庫するのと、将来車検をどこで受けるか悩ん
でいる見込み客に対して、無料見積もり入庫を10台集め
るのでは、どちらが最終的に車検入庫につながると思い
ますか?
　マーケティングの専門用語で「見込み客集め」という言
葉があるのですが、車検集客にも当てはまります。一般
的に「そのうち客」は「今すぐ客」の10倍集まると言われ
ています。車検をどこでやろうか検討しているお客さまを
どうやって集めるか？ どんなオファー（特典)を提案したら
車検の見込み客が集まるのか？考えてみてください。「今す
ぐ客」ではなく「そのうち客」を集めるための広告宣伝に
変えるのです。驚くほど反応率が高まるはずです。チラシ
やミニコミ誌、ホームページなど、すべての広告媒体に当
てはまります。
　メンテナンスパックを販売しているお店は、囲い込み施
策の結果、黙っていても車検や点検が入庫してきます。そ
のため、整備を受けてくれたことに対する感謝の気持ちが
希薄になりがちです。価格面でも潜在的な不満があるよ
うで、メンテパック制限が外れると、他の整備工場に流れ
ています。そんな不満や悩みを抱えている見込み客に何を
提供してあげると喜ばれるか？考えてみましょう。そこに
勝機があります。
　整備専門工場にもまだまだチャンスはあるのです。整備
工場はサービス業なのですから。

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

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11月10日 ㊏

平成30年12月8日 ㊏

平成31年1月26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・榊原慎
株式会社せいび広報社
せいび界 編集部

□ 講　  師

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 □ 時 間

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」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

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：10月27日］

［申込み締切：11月24日］

［申込み締切：1月12日］プレゼント

株式会社せいび広報社主催

出張開催もいたします。

同じ地域で5～10名集めて

いただくことが条件です。

お問い合わせください。
約４時間
13:00～17:00
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勉強会名物、伊藤タイムなし！

　冒頭、来る試合（７ページ参照）の準
備に向けて余念のない伊藤一正社長に
代わって登壇した小松仁志専務取締役
は、「この新メニューを最大限生かすた
めに、2019年しっかりと準備した上で
取り組んでいただきたいと思っておりま
す。さて、世の中の動きとして考えます
と、2019年、車屋さんにとって最大の
敵は消費税アップです。8%からいよい
よ政府が当面の目標だった10%にアップ
します。
　その影響はどうなのか？5%から8%
に上がった時、2014年はどうだったか

と言いますと、駆け込み需要があった一
方で、先食いした反動が残念ながら来て
しまっています。それも数ヶ月ではなく3
年は続いたのではないかとグラフを見る
限りでは思います。
　政府は『駆け込み需要があるから大丈
夫ですよ』と言うかもしれませんが、で
は我々は消費増税前の駆け込み需要を
確保するためにいつから？何を？どうやっ
て？やっていけばいいのか。
　まさに今日のこの勉強会から取り組み
を行った会社がまさに勝ち組、勝社とな
ります。もしやらないと、消社になってし
まうかもしれませんので、どんどん取り
組んでまいりましょう。

　実は未使用車店さんは駆け込み需要
を見込んで、既に夏前からどんどん登録
を進めているという話もございます。で
すから早め早めに取り組んでいく会社が
勝社となります」と語り、勉強会はスタ
ートした。

ジャンルごとに新メニューを深堀

　挨拶に引き続き、冒頭のパートでは小
松専務が店創りの基本（入りやすく・見
やすく・分かりやすい）と人気の集客イ
ベント（●●放題・●●あげます・●●
限定）について事例を交えて解説。
　続くパートでは講師も交代し、100
円レンタカーの新メニュー 3 つ、新車市
場の新メニュー 3 つ、両者共通の新メ
ニュー 3 つの深堀が続き、最後はこの
勉強会で発表となったものを含むサポー
トメニュー 5つが紹介された。
　新発表となったサポートメニューは 2
つで、1 つは前渡金サービス「たてかえ
君」、もう 1 つは新車延長保証である。
前者は資金繰りを気にせずにリース販売
に注力できる業界初のサービスで、後者
は新車登録から3年で終了するメーカー
の一般保証を 5 年まで延長できる新車
販売に付加できるプランだ。

　様々な新車の買い方を提案する新車市場、格安レンタカー顧客満足度オリコ
ン1位の100円レンタカー、移動火葬車によるペット葬儀サービスであるペッ
トの旅立ちなど、クルマに関する画期的なサービスを提供する㈱カーベル（伊
藤一正社長）は、先日の全国大会（２ページ参照）にて発表された12大新メ
ニューを実際の業務に落とし込むための勉強会を全国20会場で合計23回、
開催する。去る10月9日にはその1回目が東京で開催され、全国大会後初の
勉強会とあって多数の参加者を集めた。

随時説明会を開催しております。詳しくはお問い合わせ下さい。

03-3249-2011
カーベル

株式会社カーベル

株式会社カーベル株式会社カーベル株式会社カーベル
落とし込み勉強会落とし込み勉強会落とし込み勉強会
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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

部品・用品・機械工具の月刊専門誌／一般社団法人日本自動車部品協会（JAPA）機関誌

お問い合わせは編集部まで（03-5713-7603）
年間購読料　5,400円（税別）一般の方でも

購読できます

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］

試用期間中に解雇はできますか？

　求人をかけたところ、能力的に不安を感じる人材しか応

募がなかった。とはいえ猫の手も借りたい状況なので一応

採用したが、試用期間中の働きぶりで本採用か否かを判断

するつもりだ。試用期間中でも解雇は可能なのだろうか？

　試用期間とは、その名の通り「お試しの雇用期間」とい

うことで、本採用となる前で、通常の雇用期間とは違った

ルールが適用される場合があります。中小企業等では、試

用期間と本採用後の給与が異なる場合もあります。そして、

世間的には試用期間中であれば、社員の処遇に関して会

社が自由な裁量で本採用拒否ができると思われがちです

が、思われているほど会社が好き勝手にできるわけではあ

りません。

　最近では、「新人を採用したのですが、マナーも悪く、期

待したほどではないので、何とかなりませんか？」というよ

うなご相談も多いのです。試用期間中であっても、極端な

能力不足や度重なる無断欠勤など、正当事由（理由または

原因となっている事実）がなければ解雇することが許され

ません。

　試用期間中は、その「正当事由」の範囲や程度が本採用

後より、緩やかに判断されるということです。もちろん、社

長の気分や相性で解雇するというのは、試用期間中であっ

ても許されないことです。

　なお、試用期間中の解雇に正当事由が存在する場合で

あっても、会社は雇用開始後14日以降に解雇する場合は

本採用後の解雇と同様30日前の解雇予告、または30日

分の解雇予告手当を支払わなければなりません。

　試用期間中の解雇についての裁判がありますので、みて

みましょう。

＜まぐまぐ事件＞
東京地裁　平成28年9月21日

　試用期間中の6ヵ月、上司の指導や指示に従わず、また

取引先に配慮に欠いた言動に取引先は困惑し問題が発生

してしまった。独断行動等で、顧客、社内に混乱を生じさ

てしまったため、上司から再度の指導や指示があったが社

員の行動に変化はなかった。やむなく退職勧奨を行い、自

宅待機を命じた。会社側は就業規則の条項に基づき、この

社員は技能、資質、勤務態度等が（中略）劣り、継続して

雇用することが困難であり、また改善の見込みも無いと判

断。試用期間中に解雇を行った。しかし解雇に納得がいか

ない社員は解雇の無効を主張して裁判を起こし、さらに解

雇後の未払い賃金104万円等の支払いを求めた。

裁判所の判断

　裁判では会社の判断には客観的、合理的理由があり、

社会通念上相当と認められるとし、解雇は認められた。こ

の裁判を詳しくみていきましょう。 

＜Webに続く＞
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開発の背景

　昨今、あおり運転による重大事故
の多発等を契機として、運転状況を
録画するドライブレコーダー（以下、
ドラレコ）の需要が高まっている。こ
れは、万一事故が発生した場合に、
ドラレコにより事故状況を見える化す
ることで、各種トラブルからドライバ

ーを守れることが要因に挙げられる。
　MS&ADインシュアランスグループ
で実施したアンケート（2018年3
月）でも、約67%の方が「ドラレコ
が欲しい」と回答し、その理由として
約99%の方が「万一の事故に備えて
おきたいため」と回答している。さら
に、約67%の方が「ドラレコを活用
して、安全運転をサポートするサービ

スを利用したい」と回答しており、ド
ラレコを活用した商品・サービスへの
期待が高まっていることが分かった。
　こうした社会環境を受けて、あいお
いニッセイ同和損保は同グループの三
井住友海上と共に　お客さまにより
一層の安心をお届けするため、ドラレ
コや最新のテレマティクス技術を活用
して安全運転をサポートする、新しい
自動車保険を開発したのである。

新商品の名称

　あいおいニッセイ同和損保の個人
向け商品ブランド「TOUGH（タフ）」
をベースに、「見守る」をコンセプト
として「タフ・見守るクルマの保険
（ドラレコ型）」が商品名となる。

サービスの概要

　㈱JVCケンウッドの通信型ドラレコ
（専用開発品）及び最新のテレマティ
クス技術の活用により、万一事故が
発生した場合に、ドラレコの映像から
的確に事故状況を把握し、お客さま
に具体的なアドバイスを行うことが可
能となる。また、前方衝突や車線逸
脱等の危険な運転を認識してアラー
トを発信する新規サービスに加え、
従来の「タフ・見守る保険」からの
サービスもサポートしている。

■ 主なサービスは以下の通り。

① ドラレコを活用した事故対応

　万一事故が発生した場合に、衝撃
を感知したドラレコから同社へ録画映
像が自動的に送信される。保険金支
払担当者は、送信された録画映像を
見ることにより、お客さまが実際に遭
った事故の状況を的確に把握し、状
況を踏まえた効果的なアドバイスを実
施し、迅速な解決を図る。

② 安全運転をサポートするサービス

a. 安全運転支援アラート（特許出願中）
　急加速・急減速、急なハンドル操
作、ふらつき等、事故につながりや
すい運転状況を検知して、アラートで
お知らせする（表参照）。
b. 運転診断レポート
　毎回・毎月の運転傾向を分析した
運転診断レポートを提供する。運転

診断レポートは、スマートフォンやパ
ソコンから確認できる。

③ 事故対応をサポートするサービス
「事故緊急自動通報サービス」

　ドラレコが大きな衝撃を感知すると、
位置情報や衝撃検知時の映像が自動
的にコールセンターへ送信され、専任
オペレーターがドライバーに「安否確
認コール」（ドラレコの通話機能を活
用）を行う。また、ドラレコの映像か
ら初期対応のアドバイスや、レッカ

ー・救急車の手配を行い、事故に遭
って不安を抱えるお客さまを迅速かつ
的確にサポートする。

④ 家族等が安全運転を
見守るサービス

　あらかじめ指定する家族等に、「高
速道路逆走事故防止アラート」や
「指定区域外走行時通知アラート」の
発信時刻・場所、運転診断レポート、
「事故緊急自動通報サービス」の情報
をご家族等にもメールで共有する。

　MS&ADインシュアランス　グループのあいおいニッセイ同和損害保険株式

会社は、ドライブレコーダーを活用して安全運転をサポートする新自動車保険

「タフ・見守るクルマの保険（ドラレコ型）」を開発し、2019年1月より販売

を開始することとなった。本商品はグループ会社である三井住友海上火災保険

株式会社と共同開発したものである。

　GPS等を活用し、実際に逆走事
故が発生した高速道路のインターチ
ェンジやサービスエリア等において
逆走を検知した場合に、未然に事
故を防止するため、逆走の可能性
を注意喚起するアラート。

　日常的に運転する区域を越えた場
合の事故発生状況を踏まえて、自宅
から半径20kmを越える場合等、
あらかじめ指定する区域外を走行し
た場合に、注意喚起するアラート。

高速道路逆走 注意アラート 指定区域外走行 アラート業界初業界初

特許出願中

見守るクルマの保険がドラレコ型に
バージョンアップ！

安全運転をサポート 事故時の安心対応 大切な家族を見守る

緊急時には、救急車や
レッカー業者を手配！

③ ドライブレコーダーの通話機能で
　 オペレーターがお客さまをサポート
　 （初期対応のアドバイス等）

③ ドライブレコーダーの通話機能で
　 オペレーターがお客さまをサポート
　 （初期対応のアドバイス等）

② 専用安否確認デスクに自動通報
　 （位置情報や事故画像等を送信）

① ドライブレコーダーが
　 衝撃を検知
① ドライブレコーダーが
　 衝撃を検知
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開発の背景

　昨今、あおり運転による重大事故
の多発等を契機として、運転状況を
録画するドライブレコーダー（以下、
ドラレコ）の需要が高まっている。こ
れは、万一事故が発生した場合に、
ドラレコにより事故状況を見える化す
ることで、各種トラブルからドライバ

ーを守れることが要因に挙げられる。
　MS&ADインシュアランスグループ
で実施したアンケート（2018年3
月）でも、約67%の方が「ドラレコ
が欲しい」と回答し、その理由として
約99%の方が「万一の事故に備えて
おきたいため」と回答している。さら
に、約67%の方が「ドラレコを活用
して、安全運転をサポートするサービ

スを利用したい」と回答しており、ド
ラレコを活用した商品・サービスへの
期待が高まっていることが分かった。
　こうした社会環境を受けて、あいお
いニッセイ同和損保は同グループの三
井住友海上と共に　お客さまにより
一層の安心をお届けするため、ドラレ
コや最新のテレマティクス技術を活用
して安全運転をサポートする、新しい
自動車保険を開発したのである。

新商品の名称

　あいおいニッセイ同和損保の個人
向け商品ブランド「TOUGH（タフ）」
をベースに、「見守る」をコンセプト
として「タフ・見守るクルマの保険
（ドラレコ型）」が商品名となる。

サービスの概要

　㈱JVCケンウッドの通信型ドラレコ
（専用開発品）及び最新のテレマティ
クス技術の活用により、万一事故が
発生した場合に、ドラレコの映像から
的確に事故状況を把握し、お客さま
に具体的なアドバイスを行うことが可
能となる。また、前方衝突や車線逸
脱等の危険な運転を認識してアラー
トを発信する新規サービスに加え、
従来の「タフ・見守る保険」からの
サービスもサポートしている。

■ 主なサービスは以下の通り。

① ドラレコを活用した事故対応

　万一事故が発生した場合に、衝撃
を感知したドラレコから同社へ録画映
像が自動的に送信される。保険金支
払担当者は、送信された録画映像を
見ることにより、お客さまが実際に遭
った事故の状況を的確に把握し、状
況を踏まえた効果的なアドバイスを実
施し、迅速な解決を図る。

② 安全運転をサポートするサービス

a. 安全運転支援アラート（特許出願中）
　急加速・急減速、急なハンドル操
作、ふらつき等、事故につながりや
すい運転状況を検知して、アラートで
お知らせする（表参照）。
b. 運転診断レポート
　毎回・毎月の運転傾向を分析した
運転診断レポートを提供する。運転

診断レポートは、スマートフォンやパ
ソコンから確認できる。

③ 事故対応をサポートするサービス
「事故緊急自動通報サービス」

　ドラレコが大きな衝撃を感知すると、
位置情報や衝撃検知時の映像が自動
的にコールセンターへ送信され、専任
オペレーターがドライバーに「安否確
認コール」（ドラレコの通話機能を活
用）を行う。また、ドラレコの映像か
ら初期対応のアドバイスや、レッカ

ー・救急車の手配を行い、事故に遭
って不安を抱えるお客さまを迅速かつ
的確にサポートする。

④ 家族等が安全運転を
見守るサービス

　あらかじめ指定する家族等に、「高
速道路逆走事故防止アラート」や
「指定区域外走行時通知アラート」の
発信時刻・場所、運転診断レポート、
「事故緊急自動通報サービス」の情報
をご家族等にもメールで共有する。

　MS&ADインシュアランス　グループのあいおいニッセイ同和損害保険株式

会社は、ドライブレコーダーを活用して安全運転をサポートする新自動車保険

「タフ・見守るクルマの保険（ドラレコ型）」を開発し、2019年1月より販売

を開始することとなった。本商品はグループ会社である三井住友海上火災保険

株式会社と共同開発したものである。

　GPS等を活用し、実際に逆走事
故が発生した高速道路のインターチ
ェンジやサービスエリア等において
逆走を検知した場合に、未然に事
故を防止するため、逆走の可能性
を注意喚起するアラート。

　日常的に運転する区域を越えた場
合の事故発生状況を踏まえて、自宅
から半径20kmを越える場合等、
あらかじめ指定する区域外を走行し
た場合に、注意喚起するアラート。

高速道路逆走 注意アラート 指定区域外走行 アラート業界初業界初

特許出願中

見守るクルマの保険がドラレコ型に
バージョンアップ！

安全運転をサポート 事故時の安心対応 大切な家族を見守る

緊急時には、救急車や
レッカー業者を手配！

③ ドライブレコーダーの通話機能で
　 オペレーターがお客さまをサポート
　 （初期対応のアドバイス等）

③ ドライブレコーダーの通話機能で
　 オペレーターがお客さまをサポート
　 （初期対応のアドバイス等）

② 専用安否確認デスクに自動通報
　 （位置情報や事故画像等を送信）

① ドライブレコーダーが
　 衝撃を検知
① ドライブレコーダーが
　 衝撃を検知
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整備売上、入庫台数、景況感は上昇

　一般社団法人日本自動車整備振興
会連合会（竹林武一会長）は、自動車
整備事業場を対象とした、第45回「整
備需要等の動向調査」の集計結果を発
表した。
　本調査は、自動車整備事業場におけ
る整備需要等の動向について、直近６
ヶ月間における業績及び向こう６ヶ月間
の業績予想を把握することにより、自動
車整備業界の発展に資するために、平
成８年７月から半年ごとに実施している
ものである。
　今回の調査は全国の整備専業認証
工場、同じく指定工場、そしてディーラ
ー工場を対象に、平成30年7月に実
施された。有効回答数は932で、全国
の整備工場の約１割に該当する。

調査結果を見る上での指標
実際の景気動向は改善で推移

　今回の調査は平成30年7月時点の

調査（平成30年１月～６月の６ヶ月
間）であり、次の点に注目する必要が
ある。
・ 実質GDP成長率（内閣府・1次速
報値）は、対前期比1～ 3月期▲
0.2%、4～ 6月期＋0.5%。

（名目GDP成長率は、対前期比1～ 3
月期▲0.4%、4～ 6月期＋0.4%）

・ 1月～ 6月の家計消費支出（家計調
査・総世帯、2四半期合計）は、対
前年同期比＋0.9%。自動車維持費
は＋8.6%で、その主な内訳はガソリ
ン＋13.8%、自動車等部品・関連用
品＋19.2%、自動車整備費＋8.5%。

・ 1月～ 6月の景気動向指数（CI一致
指数）の基調判断は、｢改善｣で推移。

今期の総整備売上高DI※1

総入庫台数DIは共に前期マイナス

　今期（平成30年1月～ 6月）の総
整備売上高DIは▲18.6ポイントで、前
期（平成29年7月～ 12月、▲9.5ポ
イント）に比べて9.1ポイント低下し

た。一方、総入庫台数DIは▲22.6ポ
イントで、前期（平成29年7月～12
月、 ▲12.7ポイント）に比べて9.9ポ
イント低下した。
　業態別では、専業認証（売上▲2.3
ポイント、入庫＋0.2ポイント）、専業指
定（売上▲14.3ポイント、入庫▲20.3
ポイント）、ディーラー（売上▲8.1ポイ
ント、入庫▲6.0ポイント）と、売上高
DIは全ての業態で低下。入庫台数DI
は、専業認証は上昇（ただし微増）、専
業指定とディーラーが低下。両DI共、
低下幅は専業指定が大きい。
　先述のように、経済指標（GDP成長
率、景気動向指数等）では、景気は緩
やかな回復基調を示しているが、家計
に於ける消費支出は抑制傾向が続いて
いる。
　経済指標によると、景気は緩やかな
回復基調で推移しており、自動車整備
関連の消費支出も増加していることか
ら、両DI共に低下した要因としては、
整備需要のベースとなる継続検査台数

が前期に引き続き減少※２したことによ
り、主として車検整備の売上高が減少
したためと推測される。
　ディーラーが専業指定に比べてDI低
下幅を小幅に留めた要因としては、メ
ンテナンスパック等の積極的な提案営
業に加え、高い技術力が求められるハ
イブリッド車の保有台数増加が影響し
ていると推測される。
　

来期予想は総整備売上高DI
総入庫台数DI共に上昇

　来期（平成30年7月～ 12月）の予
想総整備売上高ＤＩは▲22.8ポイント
で、前期（平成30年1月～ 6月、 ▲
25.0ポイント）に比べて2.2ポイント
上昇した。一方、予想総入庫台数DIは
▲23.3ポイントで、前期（平成30年1
月～6月、 ▲25.9ポイント）に比べて
2.6ポイント上昇した。
　業態別では両DI共に、専業認証（売
上▲1.2ポイント、入庫▲2.0ポイント）
と専業指定（売上10.6ポイント、入庫
▲9.3ポイント）は低下、ディーラー
（売上+21.0ポイント、入庫+20.9ポ
イント）は上昇した。
　専業事業者は、景気の先行きを不安
視して業績低下を予想していることが、

ディーラーは、来期は継続検査台数の
増加が見込めるため上昇を予想してい
ることが推測される。

整備業界全体の景況感DIは
上昇したものの依然マイナス

　今期の整備業界全体の景況感ＤＩ
は、▲51.4ポイントで、前回調査時（平
成30年1月、 ▲49.3ポイント）に比べ
て2.1ポイント低下した。業態別では、
専業認証（＋7.1ポイント）は上昇した
ものの、専業指定（▲8.6ポイント）と
ディーラー（▲1.0ポイント）が低下し
ており、概ね今期の調査結果と一致し
ていると考えられる。
　第26回を底に上昇傾向にあるもの
のDI自体は大幅なマイナスで推移して
おり、過半数以上の事業者は業界の景
気は悪いと感じている。

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会

第45回「整備需要等の動向調査」集計結果

※1 DI＝プラス成長と回答した事業者の割合 
‐マイナス成長と回答した事業者の割合

※2 継続検査対象台数は保有台数と相関があ
り、 近年は１年おきに山・谷を繰り返して
いる。

① リーマンショック（平成20年9月） 
② エコカー補助金（平成21年4月～平成
22年9月、平成23年12月～平成24年
9月） 

③ 東日本大震災（平成23年3月） 
④ 消費税増税（平成26年4月） 
⑤ 軽自動車税増税（平成27年4月） 等によ
る新車販売台数の増減が影響している。
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整備売上、入庫台数、景況感は上昇

　一般社団法人日本自動車整備振興
会連合会（竹林武一会長）は、自動車
整備事業場を対象とした、第45回「整
備需要等の動向調査」の集計結果を発
表した。
　本調査は、自動車整備事業場におけ
る整備需要等の動向について、直近６
ヶ月間における業績及び向こう６ヶ月間
の業績予想を把握することにより、自動
車整備業界の発展に資するために、平
成８年７月から半年ごとに実施している
ものである。
　今回の調査は全国の整備専業認証
工場、同じく指定工場、そしてディーラ
ー工場を対象に、平成30年7月に実
施された。有効回答数は932で、全国
の整備工場の約１割に該当する。

調査結果を見る上での指標
実際の景気動向は改善で推移

　今回の調査は平成30年7月時点の

調査（平成30年１月～６月の６ヶ月
間）であり、次の点に注目する必要が
ある。
・ 実質GDP成長率（内閣府・1次速
報値）は、対前期比1～ 3月期▲
0.2%、4～ 6月期＋0.5%。

（名目GDP成長率は、対前期比1～ 3
月期▲0.4%、4～ 6月期＋0.4%）

・ 1月～ 6月の家計消費支出（家計調
査・総世帯、2四半期合計）は、対
前年同期比＋0.9%。自動車維持費
は＋8.6%で、その主な内訳はガソリ
ン＋13.8%、自動車等部品・関連用
品＋19.2%、自動車整備費＋8.5%。

・ 1月～ 6月の景気動向指数（CI一致
指数）の基調判断は、｢改善｣で推移。

今期の総整備売上高DI※1

総入庫台数DIは共に前期マイナス

　今期（平成30年1月～ 6月）の総
整備売上高DIは▲18.6ポイントで、前
期（平成29年7月～ 12月、▲9.5ポ
イント）に比べて9.1ポイント低下し

た。一方、総入庫台数DIは▲22.6ポ
イントで、前期（平成29年7月～12
月、 ▲12.7ポイント）に比べて9.9ポ
イント低下した。
　業態別では、専業認証（売上▲2.3
ポイント、入庫＋0.2ポイント）、専業指
定（売上▲14.3ポイント、入庫▲20.3
ポイント）、ディーラー（売上▲8.1ポイ
ント、入庫▲6.0ポイント）と、売上高
DIは全ての業態で低下。入庫台数DI
は、専業認証は上昇（ただし微増）、専
業指定とディーラーが低下。両DI共、
低下幅は専業指定が大きい。
　先述のように、経済指標（GDP成長
率、景気動向指数等）では、景気は緩
やかな回復基調を示しているが、家計
に於ける消費支出は抑制傾向が続いて
いる。
　経済指標によると、景気は緩やかな
回復基調で推移しており、自動車整備
関連の消費支出も増加していることか
ら、両DI共に低下した要因としては、
整備需要のベースとなる継続検査台数

が前期に引き続き減少※２したことによ
り、主として車検整備の売上高が減少
したためと推測される。
　ディーラーが専業指定に比べてDI低
下幅を小幅に留めた要因としては、メ
ンテナンスパック等の積極的な提案営
業に加え、高い技術力が求められるハ
イブリッド車の保有台数増加が影響し
ていると推測される。
　

来期予想は総整備売上高DI
総入庫台数DI共に上昇

　来期（平成30年7月～ 12月）の予
想総整備売上高ＤＩは▲22.8ポイント
で、前期（平成30年1月～ 6月、 ▲
25.0ポイント）に比べて2.2ポイント
上昇した。一方、予想総入庫台数DIは
▲23.3ポイントで、前期（平成30年1
月～6月、 ▲25.9ポイント）に比べて
2.6ポイント上昇した。
　業態別では両DI共に、専業認証（売
上▲1.2ポイント、入庫▲2.0ポイント）
と専業指定（売上10.6ポイント、入庫
▲9.3ポイント）は低下、ディーラー
（売上+21.0ポイント、入庫+20.9ポ
イント）は上昇した。
　専業事業者は、景気の先行きを不安
視して業績低下を予想していることが、

ディーラーは、来期は継続検査台数の
増加が見込めるため上昇を予想してい
ることが推測される。

整備業界全体の景況感DIは
上昇したものの依然マイナス

　今期の整備業界全体の景況感ＤＩ
は、▲51.4ポイントで、前回調査時（平
成30年1月、 ▲49.3ポイント）に比べ
て2.1ポイント低下した。業態別では、
専業認証（＋7.1ポイント）は上昇した
ものの、専業指定（▲8.6ポイント）と
ディーラー（▲1.0ポイント）が低下し
ており、概ね今期の調査結果と一致し
ていると考えられる。
　第26回を底に上昇傾向にあるもの
のDI自体は大幅なマイナスで推移して
おり、過半数以上の事業者は業界の景
気は悪いと感じている。

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会

第45回「整備需要等の動向調査」集計結果

※1 DI＝プラス成長と回答した事業者の割合 
‐マイナス成長と回答した事業者の割合

※2 継続検査対象台数は保有台数と相関があ
り、 近年は１年おきに山・谷を繰り返して
いる。

① リーマンショック（平成20年9月） 
② エコカー補助金（平成21年4月～平成
22年9月、平成23年12月～平成24年
9月） 

③ 東日本大震災（平成23年3月） 
④ 消費税増税（平成26年4月） 
⑤ 軽自動車税増税（平成27年4月） 等によ
る新車販売台数の増減が影響している。
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業界トピックス Topics

画期的な超高速３分間充 ・ 放電リチウムイオンバッテリーの量産化を発表
～モバイルバッテリーを2019年春より提供、 将来的にはEVにも対応
　水の研究開発を礎に、電池の設

計・製造・販売を行う株式会社ア

プライドサイエンス（鵜澤正和社長）

と、マレーシアの繊維加工、精密機

器加工を主業務とするクンプラン・

パワーネット社（リャン・テックメン

社長）は、超高速3分間充・放電リ

チウムイオンモバイルバッテリーの量

産化を決定し、去る9月28日に外

国人記者クラブにて記者発表を行っ

た。

　本バッテリーは実証実験において

は既に3秒間でのフル充電にも成

功。EV用としても量産が可能であ

り、第一弾としてスマートフォン用モ

バイルバッテリーを2019年春より

販売開始した後、同年度内のEVバ

ッテリー等々の量産も目指す。

　スマートフォンの普及に加え、EV

やドローンなど、バッテリーを使用す

る新たな機器の増加が見込まれる

中、これまで一般的なバッテリーとし

てリチウムイオン電池が普及してき

た。その一方で、リチウムイオン電池

は、充電に時間がかかるのに寿命が

短く、また、バッテリー製造コストや

安定した品質など、多くの課題を抱

えていた。

　これに対し、理学博士でもある鵜

澤社長は、ぶどうの房のような形

（＝クラスター）をしている水（H20）

のクラスターを世界で初めて測定す

ることに成功し、このクラスターを微

細化する技術をバッテリーにおける

スラリー（懸濁体）を極限まで滑ら

かにすることで、画期的な超高速3

分間充放電リチウムイオンバッテリ

ーの量産が可能となったとのことで

ある。またこのメカニズムを明確に

解明していることが、量産化できる目

途が立った要因であるとした。

Topics業界トピックス

イヤサカの名古屋支店が移転
トレーニングセンターもリニューアル

　機械工具商社の大手、株式会社

イヤサカ（斎藤智義社長）は、かね

てより移転・新築を進めていた名古

屋支店が竣工したことを発表した。

　またこれに合わせてリニューアル

を進めていたトレーニングセンター

も「東海北陸トレーニングセンター」

としてオープンしたことを発表した。

これにより全国規模でのトレーニン

グセンターのサポート体制が整った

ことになる。なお、同トレーニングセ

ンターの開設を記念して、11月には

特別内覧会を開催する予定となって

いる（後日掲載）。

Topics業界トピックス

■ 名古屋支店
執行役員名古屋支店長　蓮池直彦
社員数： 総勢33名※

建　物： 5階建て

新住所： 〒460-0012　名古屋市
 中区千代田5-14-28

電　話： 052-251-5831

※三重・岐阜・金沢・富山 4営業所含む
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ローンチオートマーケティング
X-431ADAS
 "Advanced Driver Assistance System"

　エーミング／キャリブレーション作業の事前準備におい
て重要な「車両とターゲットの正対」をレーザー計測によ
り効率的に行うことができるシステム。
　車両の正面に配置した「キャリブレーションフレーム」と
左右リヤホイールに取り付けた「ホイールクランプ」それぞ
れを、レーザー光によって視
覚的に位置関係を把握しなが
ら正対させていく。
　ターゲットパターンは貼り替
えが可能だがオプションとな
り、標準装備はキャリブレー
ションフレーム、キャリブレー
ションパネル、ホイールクラン
プ（２個）、レーダーリフレク
ターの4点となる。

株式会社ローンチオートマーケティング　静岡県裾野市
TEL：055-995-1320　URL ▶ https://launchjp.com/

Pick-Up Product

新 商 品

注目の商品

空研
PTSインストラクター
｢PTS-800ESL-R＋PTS-IST｣

　高精度な締付けトルク管理が行えるエアー式トルク制御
型ナットランナーで、PTS-ISTへ締付け結果を無線送信
する「パワートルクセッター」と、締付け本数をセットする
と光 (LED)の点滅で締付け順をサポートする「インストラ
クター」のセット商品。

株式会社空研　大阪府羽曳野市
TEL：072-953-0601　URL ▶ www.kuken.co.jp

Pick-Up Product

新 商 品

注目の商品

注目の商品・キャンペーン Pick-Up Product & campaign

ローンチオートマーケティング

X-931 3D　非接触ホイールアライナー

　CCD カメラおよびレーザー画像処理技術を採用し、車
両のタイヤやホイールリムに触れることなく４輪ホイールア
ライメント（トー、キャンバー、キャスター、キングピンアン
グル）を正確に測定できるアライメントテスター。ホイール
クランプやターゲット等の脱着は不要のため、測定前後の
付帯作業時間を大幅に短縮し、作業者の労力も軽減でき
る。また、タッチレス測定なの
で、ホイールリムを傷付ける心
配が一切ない。専用ドライブ
オンリフトには計測ユニットを
内蔵し、2,000 ㎏対応サブリ
フト、サイドスリップ測定プ
レート、ターニングラジアス
ゲージを標準装備している。

Pick-Up Product

新 商 品

株式会社ローンチオートマーケティング　静岡県裾野市
TEL：055-995-1320　URL ▶ https://launchjp.com/

注目の商品

カーコンビニ倶楽部

カーコンリース「もろコミ」成約特典実施中！

　自動車軽鈑金、車検、カーリースなど自動車向けのトー
タルサービスを提供するカーコンビニ倶楽部株式会社（代
表取締役社長：林成治）では、カーコンカーリース「もろ
コミ」の成約者を対象に、成約特典を付加している。

プラン1： もろコミ7の「特選車」（WEB申込限定）
「折りたたみ電動アシスト自転車」、キズへこみ修理クーポ
ン3万円まで無料※

プラン2： もろコミ９（９年カーリース）
 もろコミ７（７年カーリース）
ドライブレコーダー、車載用防災セット「Refill Box24」、
キズへこみ修理クーポン３万円まで無料※

※ 同社指定の店舗にて保証期間内（車検証に記載の登録年月日から１
年間）の１回に限り、最大３万円（税込）までの修理を受けられる

Pick-Up campaign

キ ャ ン ペ ー ン

カーコンビニ倶楽部株式会社　東京都港区
TEL：03-5782-2530
URL ▶ https://morokomi.carcon.co.jp/（もろコミサイト）

注目のキャンペーン

「パワートルクセッター･PTS-800ESL-R」 
① 低振動・低騒音 ② 電子制御コントローラ内蔵により手元で簡単
に締付けトルクの設定が可能 ③ 4chのプリセット機能搭載 ④ 最大
800N･mまでの緩め作業が可能 ⑤ パワート
ルクセッター １台に対し複数のインストラクタ
ーを接続可能。

「インストラクター･PTS-IST」
① 締付け本数を選択するだけで作業開始 ② 
ユーザーの作業手順に沿うよう4種類の作業
モードを設定可能 ③ 締付けが完了したトルク
を表示 ④ 本体はマグネット及びフックでハブや
タイヤへ簡単に装着可能。
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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

債権法が改正されたと話題になっている
が、我が社でも対応が必要になるのか？
　

昨今、債権法が改正されたという話題について耳にす
ることも多いのではないかと思います。そもそも、債権法と
いう名称の法律は存在せず、債権法改正というのは民法
の一部分の改正のことを指しています。民法は、契約等に
関するルール（債権法）を定めている他、所有権や抵当権
といった権利関係（物権法）、さらには婚姻制度や親子関
係、相続制度などのルール（家族法）などを定めている法
律ですが、これらのうち、契約等に関するルールを定めて
いる部分が債権法と呼ばれており、先日、債権法に関する
規定と民法総則と呼ばれる民法の解釈の基本となる部分
の一部が改正されました。

約120年ぶりの大改正が行われた

　現行の民法が明治29年に制定された後、抜本的な改
正は行われてきませんでしたが、平成29年5月26日、民
法が改正されて債権法の規定が抜本的に改正されまし
た。約120年ぶりの大改正である上、民法はあらゆる私
人間の契約関係に適用される一般法として位置づけられ
ているため、民法改正に伴い関連する他の法律も改正さ
れます。
　また、契約に関するルールを規定するものですので、大
企業のみならず、あらゆる企業・個人に影響を与える法改
正です。
　債権法の抜本的な改正に至った主な理由としては、①社
会経済情勢の変化への対応、 ②債権法を国民一般に分か

りやすくする、との２点が挙げられます。
　①について言えば、日本に初めて自動車が持ち込まれた
のは明治31年のことですので、現在の債権法は、自動車
が日本に存在する以前の社会情勢や価値判断に基づいて
制定されたものです。
　コンピューター等の発展により、面談や書面の郵送以
外の方法による契約の締結も一般化してきており、帳簿の
電子化等も進み債権管理の方法も容易となっています。ク
レジットカード決済や各種の保険契約など120年前には
なかったような態様の取引なども存在していますので、こ
のような社会経済情勢の変化に対応するため、債権法を
改正する必要がありました。
　②についていえば、実務の運用や裁判例などで、解釈が
定着しているものの、民法の条文には明確に規定されてい
ないもの（一例をあげれば、敷金といった制度について
は、これまで民法に規定がありませんでした）があります。
それらの内容を、条文に落とし込むことで、民法を国民一
般にとってより分かりやすくするという意味があります。
　②の理由に基づく改正については、基本的には、従来の
解釈を条文に反映したものですので、契約書のひな型等
を変更しなくとも対応できる場合も多いのですが、①の理
由に基づく改正については、新制度の開設ですので、契約
書のひな型の変更など、様々な対応が必要になります。
　大改正された債権法が施行されるのは、平成32年
（2020年）４月１日からとなっており、それに向けた準備
が必要になろうかと思います。改正の内容が多岐にわたっ
ているため、次回以降、特に対応が必要になりそうな改正
について解説していこうと思います。
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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

11

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 11月 30日（金）　※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 現場・事務所含めて何名ぐらいのスタッフで
運営していますか？

□ カーベル伊藤プロレスチケット １組２名様
 （先着、10月26日まで）

□ ブレーキ鳴き止めグリス 応募者全員

□  10名以下　□  20名以下　□  30名以下

□  50名以下　□  51名以上

□  ない

□  ある

Q２ スタッフと経営陣との交流の場はありますか？

Q3 上記で「ない」と答えた方のみ、
情報伝達は行き届いていますか？

□ 問題ない

□ たまに行き違いはある

□ 頻繁に行き違いがある

◆　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）

□　読者プレゼント

□　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

□　内海正人先生の労務相談室

□　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

◎  今月の特集・注目記事

◎  連載記事

□ 第6回　カーベル全国大会特集

□ 純正品と同等の品質
 ADAS用フロントガラスの新しい選択肢

□ 第５回 クリアー25許諾企業 コンベンション開催

□ カーベルが落とし込み勉強会を開催

□ 見守るクルマの保険がドラレコ型に
 バージョンアップ！

□ 日整連
 第45回「整備需要等の動向調査」集計結果

□ 業界トピックス

□ 注目の商品＆キャンペーン

□ ベースシステムユーザーリポート

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

具体的に（例：毎日の朝礼、月例の飲み会）
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　SGホールディングスグループにお
いて、引越輸送や設置輸送、特殊輸
送等を展開するSGムービング㈱（東
京都江東区、別所規至社長）は、一
般社団法人自動車再資源化協力機構
（宮下照雄代表理事、以下自再協）が
環境省の「産業廃棄物広域認定制
度」※1を取得し運用する、車載用リチ
ウムイオンバッテリー（以下LiB）の
収集運搬業務を受託し、10月1日よ
り運用を開始した。つまり、LiB搭載
車を本格的にリサイクルする体制が整
ったというわけである。
　エコロジーとエコノミーを兼ね備え
たハイブリッドカー等に使用される
LiBは各自動車メーカーにて回収ル
ートを構築していたが、メーカー間で
統一化されていなかった。また最近で

は、劣化によって車載用としての使用
が難しくなったものでも、定置型の蓄
電池としては問題なく使用できるた
め、新品よりもコストを抑えられると
して、使用済みバッテリーの再利用が
注目されている。
　このようなハイブリッドカー等の次
世代自動車の時代を受けて、SGホー
ルディングスグループ横断の先進的ロ
ジスティクス・プロジェクトチーム
「GOAL®」では、このたび、メーカー
間で共通のLiBの新たな回収スキー
ムを自再協に提案、構築した。
　今回のスキームは、国内外自動車
メーカー 16社からの処理依頼（排出
申請）を自動車再資源化協力機構が
一元的窓口として取りまとめ、収集運
搬に係る業務をSGムービングが一

括で受託することで、効率化を図るも
のである。これにより、様々なメーカ
ーのLiBをまとめて運搬することがで
き、メーカーが個別に発注するのに比
べ、処理費用を削減することができ
る。
　また、今回のLiB収集運搬業務は、
環境省より自再協が「産業廃棄物広
域認定制度」の認定を受けており、全
国で発生するLiBの収集運搬業務を
行うことができる。
　同社は、主要事業である引越・設
置輸送事業において「あらゆるニーズ
に応える、テクニカルネットワーク企
業へ」を目指し、活動している。個人
向け・法人向けの引越しサービスの
みならず、産業廃棄物や設置輸送など
の専門的な技術を必要とする特殊輸
送・設置にも注力しており、今回の業
務受託を通じて、特殊輸送インフラ、
いわゆるテクニカルネットワークへの
実力と、リバースロジスティクスの需
要を高めて循環型社会創りに貢献し
ていく構えだ。

自動車リサイクルのページ
automobile recycle

SGムービングがリチウムイオンバッテリー収集運搬業務を受託

※1 製品が廃棄物となったものであって、当該廃
棄物の処理を当該製品の製造、加工、販売等の
事業を行う者が広域的に行うことにより、当該廃
棄物の減量その他その適正な処理が確保される
ことを目的として、廃棄物処理業に関する法制度
の基本である地方公共団体毎の許可を不要とす
る環境省の特例制度。

自動車再資源化
協力機構さま

SGムービング 排出事業者

処理施設

排出申請

回収依頼

配達業務

集荷業務
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｜ リサイクルパーツ販売 ｜

株式会社 アートパーツ長野
▶ 長野県松本市島立1132-21 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CU
PO
N

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CU
PO
N

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 ｜

CU
PO
N

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11月30日までとなります。
１社様１回限りの利用になります。

廃車買取1,000円アップCU
PO
N

｜ 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

CU
PO
N

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

CU
PO
N ブリヂストン冬タイヤ・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

冬こそ性能で『ちゃんと買い』。

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
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CU
PO
N
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！

CU
PO
N

｜ 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。

CU
PO
N

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

CU
PO
N

｜ 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

CU
PO
N

｜ 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。

CU
PO
N

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

CU
PO
N

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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CU
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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）
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029 - 224 - 1721
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リビルドエンジン・軽自動車エンジンを主に多数品揃え
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リサイクルパーツ全品保証付で安心。
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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
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｜ 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

CU
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｜ 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。

CU
PO
N

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

CU
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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

▶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）

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

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！

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

リサイクル部品は「グリーン購入法」の指定商品です
「グリーン購入法」とは、購入の必然性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく環境のことを考え、
環境負荷ができるだけ小さい製品やサービスを、環境負荷の低減に努める事業者から優先的に購入
しようと、2001 年 4 月に施行された法律です。国の機関はグリーン購入に取り組むことが義務付
けられ、地方自治体は努力義務、事業者や国民にも一般的責務があると定められています。自動車
リサイクル部品も「グリーン購入法」の指定品目となっています。
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好評発売中



地元企業に信頼されて50年
大型トレーラー専門整備工場

　今回おじゃましたのは、北海道苫小牧に
位置する大型トレーラー専門の整備工場
である共栄重車輌株式会社。苫小牧の港
湾が開港するころ、これからは苫小牧が北
海道の物流窓口となるだろうと先代が苫小
牧地区に整備工場を開設した。それ以来
大型車トレーラーの専門整備工場として地
元の物流企業に多くの顧客を持つ。
　最近のトレーラーはただの荷台ではな
く、ウィング車が普及したり、足回りではエ
アサスの搭載車が増加。また、空車時など
にリアタイヤをリフトして走行できるリフト・
アクスル機構を搭載したトレーラーが増え
るなど新しい技術も多く投入されている。こ
うした最新のトレーラーにも対応できる技
術力も備えている。

安心安全を第一に

　トレーラーは1年に1回の車検を必要と
しており、荷重がかかり長距離走行するた
め足回り整備が欠かせない。一つの整備
不良が大事故に繋がってしまう。
　「ボルトの締め付けは特に注意を行って
おりトルク管理をしっかり行います。タイヤ
の脱輪事故のニュースが絶えませんが、弊
社では安心安全を基本として、社員にも徹
底させています。」と乾専務。

　
法人顧客の車両管理を徹底

　法人のお客さまが中心であり1社あたり
の管理車両数も多数に上る。多いところで
は500台以上になるという。そのため、お
客さまの車両を適切に管理し、計画的に
入庫の提案をすることも重要である。
　そこで活躍しているのがベースシステム
の「MOTORJIM Cosmo」である。
　同 社 では 今 年3月にパソコンを
windows7から10へ入れ替えたのと同時
に「MOTORJIM Cosmo」へと切り替え
た。「画面がワイドになって見やすくなり、
サイドに配置されているカレンダー機能で
入庫の予定や社員の休暇予定などを把握
できるので役に立っています」と乾専務。
　また、「MOTORJIM Cosmo」は、文字
列検索が出来るため、過去の整備履歴や
工賃など瞬時に検索できる。大型トレーラ
ーでは特殊な修理もあるために、過去の履
歴から工賃などを参考にすることが多くあ
り、部品名や修理箇所で検索できる点が
大いに役立っているという。
　しかし、同社を支えるのはシステムの性
能だけでなく、「ベースシステムさんが創業
する以前から付き合いがあり、長年システ
ムを使わせていただいております。システム
に登録している車両数も今では相当な数に
なっていますよ」と乾専務。この情報の蓄
積が同社の強みにもなっているという。
　システムと車両データが一体となって、共
栄重車輌の基幹部分を担っているのだ。

共栄重車輌株式会社
北海道苫小牧市

ベースシステム ユーザーリポート
user report 72

代表取締役専務　乾　哲也

昨年、建て替えて新しくなった事務所

2年前には工場を増設

会　社　名： 共栄重車輌株式会社
所　在　地： 北海道苫小牧市一本松町 3-6
代　表　者： 乾　禧實
電　　話： 0144-55-3315
F　A　X： 0144-55-3342
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