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カスタムカーの祭
典 !

東京オートサロン
2019

3日間で330,66
6人の来場者！

去る1月11日から13日まで、カスタムカーと関連製品の展示会としては

世界最大級を誇る東京オートサロン2019が幕張メッセにて開催された。

3日間の来場者数は330,666人、出展者数426社、出店車両台数906

台となり、2015年から続いて5年連続で30万人以上の動員を記録した。
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このままではIT業界に
食い物にされる自動車業界

　「自動車アフターマーケットは、ぬる

い。この業界は現行の車検制度があれ

ばこそ成り立っているような状況であ

り、この制度がなくなってしまったら、

果たしていくつの工場が生き残れるだ

ろうか。自動車メーカーは今までの発

展の経緯も踏まえてアフターマーケット

の構造を守っていこうという思いもある

かもしれないが、新しいプレーヤーに

なるかもしれないIT企業は、業界構造

を根底から改革してしまうかもしれない

のだ。自動車整備業界が危機的な状

況に陥っているのに静観している事業

者が多いように思われる。

　自動車業界は環境変化により、大き

な転換点を迎えている。多くの経営課

題を抱える中、新しいサービスや事業

を創造していかなければ、環境変化に

対応することはできない。

　しかし、自動車整備業の多くの企業

がこうした変化への対応ができていな

い。事業運営の基本であるPDCAもう

まくできない、やれないのが現状では

ないだろうか。」

　こうした危機感を一番に感じている

一人が株式会社ファーストグループ代

表取締役社長 藤堂高明氏だ。藤堂社

長はファーストグループ（旧社名：天

理興業）を赤字で倒産寸前だった状況

から事業拡大を果たして12年間で年

商を20倍にした立役者である。しかも、

同社に入社する前は、大手通信会社に

勤めており、IT業界にも精通している。

自動車業界だけにとらわれない大きな

視点から業界の問題点を指摘してい

る。実はソフトバンクグループの孫正

義氏の後継者の一人としても注目され

る人物である。その藤堂社長が、誰で

も参加できる情報共有の場、さらには

異業種連合体として協業していく組織

であるCAMPを創設し、カーライフ革

命をもたらそうとしている。

ノウハウを独り占めするのではなく
同じ志を持った会社と共に発展を

　１つの整備工場からスタートし、現

在は売上高55億、車検台数1万台の

規模にまで成長しているファーストグル

ープは、単独でも業界に革命を起こせ

るかもしれない。しかし、それでは真

の意味で業界に貢献することはできな

いとし、志を共にできる同業者と発展

していく道を選んだのだ。全国に５１の

支部を設け、整備業・BP業・レッカ

ー業・保険代理店など地域で連携し、

顧客を支部の会員で守り、他社への流

出を防ごうとしている。

思いを共有することが重要

　企業同士の強い結びつきというと、

今話題の日産・ルノーの関係のような

資本提携が挙げられると思うが、「そ

れ以前に大切なことは、思いを共有す

ること。同じ志で成長していく組織を

作ることが何よりも重要です」と藤堂

社長は説く。同じ志を持った企業が協

業していくことによって個々が小さな会

社でも大きな成果を得ることができる

ようになるのだ。

プラットフォーム同士で競う時代に

　自動車アフターマーケット業界の環

境変化は劇的に起こっていく。今後は

個別の会社がお互いの顧客を取り合

い、にらみ合いながら経営する時代で

はなくなってくる。IT業界を例にすると、

GoogleやAppleは、プラットフォーム

を作り上げ、その枠組みの中で個々の

企業がサービスを展開するようになっ

た。この枠組みに入らなければサービ

スを展開できなくなってしまったのだ。

　自動車業界でもサービスの集約化が

進むことによってプラットフォーム化が

進み、集団同士の戦いになることは避

けられない。

既成概念にとらわれない
業界の枠を超えた提携を目指す

　自動車整備業界でも多くの組織が存

在する。車検フランチャイズもプラット

フォームの一つではあるが、CAMPの

プラットフォームが他と一線を画すの

は、業界の垣根を越える提携を目指し

ている点である。スーパーマーケットや

ホームセンターなど会員を何百万人と

抱える企業と提携をし、そこの企業に

属する会員情報を共有することによっ

て新たな事業の展開や顧客を送客する

スキームの創造を目指している。

情報弱者になるな
情報が力になる時代

　有益な情報、最新の情報をいかにし

て蓄積していけるかが、これから成長

するためのカギになってくる。

　CAMPで共有する情報は、確かな

実績に基づくノウハウや各分野の専門

家による最新情報を共有することで加

盟企業のレベルアップを図る。

　CAMPでは基調セミナー・研究会

報告などを行うCAMPミーティングが

年に2回。その他に次世代BP研究会、

車販研究会、M&A研究会、人材研

究会、整備研究会の4つの研究会を

発足しており、興味のある分野の研究

会に参加することができる。中でも

M&Aは後継者不足や経営難などによ

り業界内でも統廃合が活発になってき

ており、注目を集めている分野である。

業界初のM&Aが学べる組織

　M&A研究会は、自動車整備業によ

る自動車整備業のためのM&Aの推進

を目指し、業界初となる「買い手の育

成」にフォーカスした研究会であり、

座長は藤堂社長が務める。ファースト

グループがこれまでに手がけてきた40

件以上の豊富なM&A経験をもとに、

買収する会社の決算書の見方や買収価

格のつけ方など実例を用いて勉強がで

きる研究会になっている。

　CAMPは2015年からスタートし、

現在は120社ほどの会社が加盟してい

る。「オートアフターマーケットの勝ち

残りをかけて、カーライフ革命の同志

を募る」として2022年には加盟店を

1,000社とする目標を掲げており、こ

れからの活動に業界内外から熱い視線

が向けられている。CAMPミーティングで講演をするファーストグループ代表取締役社長藤堂高明氏

CAMPとは
カー・アライアンス・メンバー・プログラムの略で、資本的に独立した企業がお互いの強みを生かすべく共通の目的のもとに結集した、

事業提携スキーム。オートアフターマーケットの異業種で構成されるという点で業界初の全国組織である。

業　界
整備・BP・車販・保険…

整備
研究会

次世代BP
研究会

車販
研究会

M&A
研究会

人材
研究会

CAMPミーティング　年２回
基調セミナー ＋ 研究会報告

Camp

媒体・講演 サポーター

その他

研究会

例　会

組　織
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　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、自動車補修塗料事

業に関する同社グループの取り組み、

また今後の展望を踏まえた新しいビジ

ネスモデルについて、去る2018年12

月に両社の本社にて記者発表を行っ

た。

　昨今、車が持つから借りる時代へ変

化、自動運転技術が進歩する中、自動

車補修業界では、ベテラン技術者の減

少や車への関心低下、安全な職場選

別などによる深刻な人材不足、環境に

関する法規制の強化など、自動車補修

業界を取り巻く環境は大きな変革期を

迎えている。

　同社グループは、このような観点か

ら、大変革期に対応するため、「きれ

いな車をいつでも、どこでも、少ない

手間とコストで提供～導入しやすさ、

展開しやすさ、取扱者へのやさしさを

実現～」をコンセプトに「新たな可能性」

を見据えた取り組みとして、３つのシス

テムを提案する。

　言うまでもなく、社会は大変革期に

ございます。AI、IoT、それからユーザ

ーも車の所有から利用へと色々なシェ

アリングシステムですとか、こういうこ

とに対して我々は何ができるかという回

答でもあります。

　今日の発表で全く新しいのがコンセ

プトの発表ということで、商品としては

今までのベースだけの水性塗料ではな

く、すべてが水性で有機則フリーなの

が一番大きいオール水性システム、AI

の原理を使った調色システムであるAI

カラーシステム、それから我々の持って

いるネットワーク、これらを使って社会

の大変革期に対応できる仕組みと言い

ますか、新しいシステム、ビジネスモデ

ルを提供できますという、今までの商

品の説明とは全く違うコンセプトの説

明であるということです。

　色々なことに弊社もチャレンジしてお

りますけれども、こういう仕組みで社会

の変革に対して貢献できるということが

我々の希望でありますので、ぜひご理

解いただければと思います。

業界初！

進化を続ける水性ベースコート「オール水性有機則フリーシステム」

「オール水性 有機則フリーシステム」　
水性クリヤー＆水性プラサフを新たにラインアップ！

カラーベースに加え、プラサフ、クリヤーも水性化＆有機則フリー化を達成。

人体への影響や臭気が大きく低減し、安全・安心な働きやすい職場環境を実現。

有機則による規制非対象（局所排気装置、健康診断＜有機溶剤＞、作業環境測定等）
※2018年度色材協会優秀講演賞を受賞。

「AIカラーシステム」
調色システムのあたらしいかたち「AIカラーシステム」

調色作業の標準化と調色時間の短縮を実現。誰でも簡単に調色作業が可能。

誰もが活躍できるやりがいのある職場づくりを実現、働き方が変わる。

「関西ペイントの提案・研修・サポート」
お客様の課題を解決する「関西ペイントの提案・研修・サポート」

提案型研修による生産性診断、環境改善、人材育成、工程改善・標準化

経験と実績に基づく充実したサポート体制

（水性塗料＆AIカラーシステム導入診断、現場技術フォロー、工程改善提案）

既存BP事業の発展及びあらゆる自動車関連事業者の
塗装事業参入

自動車補修の新たな可能性へ

「自動車補修業界に対する関西ペイントの取り組み」

大変革期に対応したシステムを提案

関西ペイント株式会社
代表取締役　石野 博 氏

■　挨　拶

関西ペイント株式会社 石野社長
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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）

人工知能を使えば
自動運転技術が飛躍的に向上するか

　前回は前橋で実施している自動運転の実証実験の話を

割り込ませたが、今回は、前々回の話の続き、すなわち

「完全自動運転技術の段階的導入」について深掘りした

い。

　前々回の話の中では、完全自動運転技術を導入する際

には、人間と同じ条件で完全自動運転を実用化させるに

は技術的に極めて困難であり、まずは運用条件を限定化

するアプローチが適しているということを述べた。ここで、

読者の中には、最近話題になっている人工知能を使えば、

認識性能が飛躍的に向上して、それほど限定化させなく

ても良いのではないか？という疑問をお持ちの方もいらっ

しゃるだろう。

　たしかに、人工知能の中でも深層学習（ディープラー

ニング）という技術の台頭は、様々な分野での技術革新

が起こるほどの大きなインパクトとなった。自動運転の世

界においても、この深層学習を使えば既存のルールベー

スと呼ばれる、「もし〇〇なら〇〇せよ」というルールの積

み上げによるアプローチに比べて飛躍的な認識性能を得

られることが、様々な実験によって証明されている。現に

自動車会社は次 と々人工知能の研究所を設立し、関連人

材の獲得に積極的になっていることからも、自動車分野に

おける人工知能の可能性の間接的な証明と見ることもで

きる。 

　だが、ちょっと待ってほしい。人工知能は近年、何でも

できる万能な技術として認識されつつあるが、大きな技術

的課題を抱えていることをご存知だろうか？

人工知能の性質と長所について

　その課題を説明するには、人工知能の性質を理解する

必要がある。人工知能を端的に説明すると、人工知能は

生物の神経回路を模擬することで実現している。伝わりや

すさを重視した正確でない説明なので、注意して頂く必

要はあるが、人工知能は、究極的には人間の脳を人工的

に再現することによって人間と同等の様々な性能を引き出

すアプローチである。深層学習はこれまでの人工知能の

中でも、より人間の脳に近い柔軟な認識性能を得られる

手法である。基本的には生物の神経回路を模擬した回路

を用いて、あたかも人間のように、ある問題に対して、正

解データから繰り返し学習させることで、問題から正解を

得る性能を獲得する。驚くべきはこの手法で学習した人

工知能は、学習した問題に類似した未知の問題に対して

も正解する能力があるということである。これはルールベ

ースでは簡単には得られない能力であり、これこそが現在

人工知能の根源的な長所である。ただし、技術は必ず長

所もあれば短所も存在する。

　次回は人工知能の短所について説明したい。

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。
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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/



ビギナーにも活躍の場をもたらすスキャンツール

整備現場で働くメカニック
月 刊 現 場

徒然なる日々の

　本連載は整備現場で働くメカニック

の声をお届けしていく。某所の輸入車

専門整備工場に取材協力をいただき、

生の意見、要望などを伝えていく。

　さて、今回取材した際に協力してく

れたのは整備資格未取得の修行中ビギ

ナーメカニックのA氏だ。ビギナーとは

いえ、経験の少なさを知識でカバーす

る動きを見せていた。

　プライベートでオートバイのメンテナ

ンスを行う中で磨いたという、自動車

整備に通じる独自の価値観や先入観な

どが今後の成長の妨げになるか、それ

とも追い風となるか？ 

習うより慣れる

　「整備を行うのは面白いです。特に弊

社の場合は輸入車がメインなので、整

備がしやすい車両もあればそうでもな

い車両も入庫しますので飽きません。

　一日に多ければ４台ぐらいは何かし

らの作業に携わるスケジュールを組ん

でおり、自身だけでは作業を行わない

ようにしています。当然、私だけでは

確実な判断をすることができませんの

で、整備作業は日々勉強です。

　以前ですが『輸入車は触ったことが

無い』と言っていた整備工場さんの話

を聞く機会がありました。しかし今は、

入社して周りが当然のように輸入車で

溢れ返っているので既に慣れたことも

あってか、輸入車整備はそこまで難し

くないなと感じております。

　整備を行う際にとりあえず診断機を

繋ぎます。経験則ではなく、実測で問

題点を洗い出すことができるので、私

のような初心者でも活躍の場があるの

はありがたいです」とA氏は語ってくれ

た。

　まさに「習うよりも慣れろ」を実践し

ているわけだ。国産車は簡単だが輸入

車は取り扱ったことが無い、そもそも

そんな経験を持っていないからこそ素

直に現状を受け入れているのだろう。

ツールを上手に使えるようになりたい

　「整備をする際は色々なツールを使っ

ていますが、一番使っているのはやは

り診断機です。経験則から言って点火

不良かな？と思う案件でも診断機を繋

いだら全く違う問題点が出てきた、な

どということもありましたので、診断機

は欠かせません。

　診断機はAUTELを使っており、使

い勝手が非常に良いです。他の診断機

も使ってみましたが、感覚的に使える

のが良いです。

　診断後は部品交換や作業を行います

が、ほとんどの作業は経験がありませ

んので、ここは同僚との共同作業とな

ります。どうもプライヤー系の工具が使

いにくくAUTELくらい使いやすかった

らと思います」と、診断機は使えるのに

プライヤーは苦手というA氏。

　まずは診断をしてから顧客との距離

を縮めており診断結果を元に車両の状

況、改善方法を説明し作業に繋げる。

　「当然のことだと思いますが、自動車

整備業はこうやって売上を上げている

のかと思うと、診断機の存在は大きい

と感じます」と語るA氏。

　診断から入庫へ繋げるには診断機は

不可欠であり、診断機の知識も必要で

ある。次回は診断機の使い方について

触れていこうと思う。

※本連載では取材先を募集しています。我こそはという方、編集部までご一報を。

月刊現場：整備現場で働くメカニックの徒然なる日々
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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

 2018年は2年連続で新車販売台数が500万台超え 

　登録車・軽自動車を合わせた2018年の新車販売
台数は一昨年に続いて2年連続の500万台超えを記
録した。保有台数しかり、整備工場数しかり、減る減
ると言われながらもなかなか減少に転じないところを
見ると、まだしばらくは自動車アフターマーケットも安
泰なのかと思えるほどだ。
　だからといって、少子高齢化が解消されたわけでな
いし、若者のクルマ離れが止まったとも聞かない現状
では、高齢カーオーナーの卒業をきっかけに市場がガ
タガタになる可能性が大いにある。

 東京オートサロン2019がまたも過去最高の集客 

　一方、年明け恒例のイベント、東京オートサロン
2019が今年も盛況のうちに終了した（関連ページ→
3ページ）。このところ、毎年過去最高の来場者を集
めていたが、今年も過去最高の33万人超えを記録し
たという。本イベントは例年、どちらかと言えば若い
年齢層が集まる傾向にあり、この盛り上がりを何とか
新車販売に結び付ける策はないものだろうかと考えず
にはいられない。

キャンペーンガール・コンパニオン
が営業担当のディーラーを作る

　オートサロンに引き寄せられる若者の大半は、クル
マそのものが目当てでなく、クルマに並び立つキャン
ペーンガールやコンパニオン（の撮影）が目当てである
（はず）。
　であれば、彼女たちがクルマの説明もすれば、販売
もする、もちろん撮影もできるというディーラーが、必

ずしも常設ではなくとも、例えば毎週末の土日限定で
もいいから用意しては？ という提案である。
　最初は普通に撮影に応じていた彼女たちが、途中
からクルマの説明をし出し、気づけば契約書に判を押
していたという寸法である。
　気弱な青年が街で声をかけられた女性に誘われるが
ままに付いていった先には絵画ギャラリーがあって、こ
れまた言葉巧みに購入へと導かれる･･･というアレのク
ルマ版というわけである。って、これは詐欺じゃない
かーい！実際に作る場合はもう少し健全なやつで。

アイドルグループの
超優遇チケット付きのクルマを売る

　AKBのアイドルグループのCDには、握手券が付い
たり、自分の好きなメンバーが当選して曲を歌える選
挙にファンが投票できる投票券が付いたりするものも
ある。自分の好きなあの子と何回でも握手したい、あ
の子を何とかトップ当選させてやりたい、という思いが
募り過ぎて、中には金に糸目をつけずに同じCDを何
枚、何十枚と買い込むファンもいるという。
　これをクルマに応用してみてはどうだろうか？ つま
り、握手券付きのクルマ、投票券付きのクルマである。
もちろん、CDに比べて単価が遥かに高い分、より長
い時間握手できたりだとか、100枚分の投票券が付く
だとかのフックも用意するのは言うまでもない。これが
何千台、何万台も売れるとなれば若者のクルマ離れに
一定の歯止めがかけられることはもちろん、経済効果
も無視できない規模になるのではないだろうか？選挙
の行方が読めない、スリリングな展開になるというお
まけも付いてくるだろうが。
　うーん、これも誰かが（というか業界関係者の誰も
が？）一度は妄想していそうだなあ。あるとすれば、
SKE48と地元の某大手メーカーとのコラボか？

若者にクルマを買ってもらう方法は？

（  　　）MASA　　 UMI

秘　策
その②

秘　策
その①
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有償運送許可情報
Onerous transportation permission information of the mounth

帰ってきた！

再交付申請は万が一に備えた
事前の情報記録がカギを握る

許可期間の延長と供に、有償運送許可
証の紛失リスクは高まっている

　「車積載車による事故車当の排除業務
に係る有償運送許可制度」（以下、有償
運送許可）において、許可証をお持ちの
方はご存知だろうが、許可期間は平成
26年よりそれまでの1年から3年に延
長されたことは記憶に新しい。
　このことは継続的に業務を行う立場か
らすれば喜ばしいことである一方、同時
に許可証を紛失するリスクもそれだけ増
したこともまた事実なのである。
　「なんだよ、紛失したのなら再交付申
請すればいいんだろ？ そのための書類も
あるんだし」とお思いの方も多いだろう。
しかし、実際に体験してみると、そう簡
単でないというのが今回のテーマである。

申請に関する情報は申請の前後で
個人情報に変化するのか!?

　先日、弊社の有償運送許可研修を受
け、許可が下りたはずの事業者から二度
目の相談電話が入った。一度目は、許

可証を紛失してしまったということだった
ので、再交付申請のやり方を伝授した。
しかしながら、教えられたやり方では再
交付申請の許可が下りなかったというの
が、今回の二度目の相談電話だった。
　詳しく話を聞くと、再交付申請書に
は、いつ申請をした分の許可証の再交
付なのか、申請の日付を記入する欄があ
るのだが、その日付「だけ」が間違って
おり、それが原因で許可が下りないとの
ことだった。 ※支局により対応が異なる場合あり
　しかも、「申請日は運輸支局で把握し
ているであろうになぜ？」と思ったら、
「情報開示をすることも可能だが、開示
するのは、事業者の代表者本人のみ認
める」というスタンスであることが最終的
に判明した（窓口に行ったのは従業員）。
　そもそも研修の受講は代表者に限って
おらず、従業員でも事業者の代表として
受講することができる。また、事業者自
らが申請手続きを行う単独申請の場合も
必ずしも代表者が申請に行かなければな
らないわけではない。しかるに、情報開
示は代表者のみに行うということは、申

請に関する情報は運輸支局が書類を受
理した段階で、代表者の個人情報にな
るということなのだろうか。

明日はわが身、転ばぬ先の杖として
必要な情報は確実に残しておこう

　その解釈はともかく、再交付申請の書
類には正確な情報を記入しなければなら
ないということが今回のケースで分かっ
た（実は再交付申請に携わるのは弊社で
も初めてだった）。考えてみれば、「どう
せ紛失しても再交付してもらえばいいや」
という軽い扱いをすることを防ぐ目的が
あるのだろう。
　いずれにせよ、「失くしてみて初めて、
失くしたもののありがたみが分かる」で
はないが、明日はわが身ということで、① 
申請日、 ② 許可が下りた日付、 ③ 許可
番号、 ④ 許可期間、の記録を確実に残
しておくことをオススメしたい。 ①は申請
時に渡される、研修の受講状況（いわゆ
る受講証明書）の控えに（記載がなけれ
ば）メモを付けておけばいいし、 ②～④
は許可証のコピーを残していけばよい。

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31年2月23日 ㊏

平成31年3月9日 ㊏

平成31年4月13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30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：2月9日］

［申込み締切：2月23日］

［申込み締切：3月30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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■ 北海道・東北 
北海道
旭川モータース㈱ 0166-24-5188
旭川市東7条4-2-1
岩見沢日通自工㈱ 0126-22-3600
岩見沢市五条西13-16
㈱倉持自動車商会 0138-22-7195
函館市千歳町4-12
佐藤車輛部品㈱ 011-721-1311
札幌市東区北47条東8-2-1
三和商行㈱ 011-786-7101
札幌市東区伏古8条4-7-22
㈱シバタ 0155-22-4618
帯広市東1条南10-17
大成自動車㈱ 0138-42-7376
函館市昭和2-41-17
千代田電装工業㈱ 0166-22-8451
旭川市4条通2丁目左8・9・10号
帝北自動車㈱ 0155-24-6200
帯広市大通南3-13
㈱中谷部品商会 0154-23-8171
釧路市白金町9-7
長尾部品㈱ 0166-26-3266
旭川市東5条6-2-21
浜中車輛部品㈱ 0125-53-3391
砂川市空知太西1条3-3-48
藤田自動車興業㈱ 0143-44-6671
室蘭市寿町1-6-21
㈱前谷商会 0146-42-3398
日高郡新ひだか町静内木場町2-10-36
松田部品㈱ 0157-24-7446
北見市常磐町3丁目4-19
㈱宮田自動車商会 011-261-3451
札幌市中央区北1条東11-22
室蘭部品㈱ 0143-44-8634
室蘭市日の出町1-2-16
㈱ヤマト部品 0166-22-1105
旭川市1条通5丁目右6号
㈲ユニオン北海道 0155-34-1133
帯広市西20条北1丁目24-1

青森県
㈲古川部品 0173-53-2829
五所川原市金木町朝日山416-4
㈲東光自動車部品商会 0172-28-1221
弘前市大字城東中央3-6-1
㈲東洋自動車部品商会 017-781-3931
青森市里見1-13-39
㈱フジモーターズ 0172-27-4221
弘前市境関1-1-7

秋田県
㈱大館自動車部品商会 0186-42-1086
大館市根下戸新町19-59
㈲日東パーツ 0187-62-2002
大仙市若竹町23-55
㈲共栄自動車部品商会 018-862-2760
秋田市保戸野千代田町6-8
㈲オールパーツ山本 018-896-7780
秋田市八橋大畑1-7-3

岩手県
㈲三栄商会 0192-27-7711
大船渡市盛町字下舘下6-13
生内商事㈱ 0195-23-3175
二戸市堀野字馬場69-3
太陽自動車部品商会 0195-25-4431
二戸市石切所字船場20-2
㈱日新商会 0191-23-2320
一関市地主町8-3
㈱丸高自動車部品 0198-24-7151
花巻市末広町2-16

㈲道又自動車部品 0196-47-4521
盛岡市北天昌寺町9-2
㈲盛岡自動車部品 019-641-1933
盛岡市月が丘1-28-20
㈱ヤシマ部品 019-635-1331
盛岡市南仙北1-17-15
㈱ユニオンパーツ 0197-65-3161
北上市北鬼柳33地割80番地5

宮城県
石巻パーツ㈱ 0225-94-7424
石巻市東中里2丁目10-15
㈱佐藤部品 022-286-4281
仙台市若林区若林6-3-26
三和自動車商事㈱ 022-232-0381
仙台市宮城野区扇町3-8-7
仙台日新自動車㈱ 022-232-6491
仙台市若林区卸町4-7-19
㈱千葉商会 022-236-6347
仙台市宮城野区新田3-19-14
東京オートパーツ㈲ 0228-22-4151
栗原市築館藤木1-1
㈱丸進自動車部品商会 0224-63-3301
角田市佐倉字雁小屋56-1
㈲三浦自動車部品 022-296-1151
仙台市宮城野区銀杏町41-19
㈲山元自動車部品商会 0223-34-6399
亘理郡亘理町長瀞字中橋32
㈱友善商事 0225-93-0660
石巻市湊字大門崎135-3
松島部品販売㈱ 022-235-3434
仙台市宮城野区日の出町3-3-1
㈱大徳 022-236-2277
仙台市宮城野区扇町4丁目1-5

山形県
東機工㈱ 0238-37-7055
米沢市中田町1404-27
㈱オートパーツ山形 0237-42-2511
東根市中央3-3-3
㈲オート部品サービス 0235-23-1244
鶴岡市美咲町23-5
㈱川村部品 0238-84-1609
長井市十日町1-4-14
近野自動車部品㈱ 0234-22-9331
酒田市東両羽町4-14
㈱三和部品 023-631-1691
山形市五十鈴1-1-12
㈱最上部品(鶴岡) 0235-23-9511
鶴岡市宝田2-9-92
㈱最上部品(酒田) 0234-23-6422
酒田市両羽町5-3
㈱パレス 0238-43-6221
南陽市赤湯2159番地の1

福島県
㈱エスビー商会 024-945-5585
郡山市安積1-138
㈲カンノパーツ 0244-23-4065
南相馬市原町区日の出町243
㈲重光自動車商会 024-944-6850
郡山市安積町日出山2-23
㈱東北ブレーキ商会 024-944-1214
郡山市安積町日出山3-288
㈲マルミ商会 0248-22-4321
白河市字米村道北8-4
㈱水上パーツ商会 0248-75-3186
須賀川市卸町35
㈱大和商会 024-546-9141
福島市南町225

■ 関東・甲信越 
茨城県
㈲石橋自動車商会 0299-23-0175
石岡市貝地1-1-44
㈱東京ブレーキ 029-822-9117
土浦市下高津3-8-23
㈱タイヨー 0280-32-4742
古河市南町10-32
㈱八洲トレーディングス 0299-82-4192
鹿嶋市谷原1413
常北部品㈱ 0294-72-2261
茨城県常陸太田市木崎二町1746-3
㈱宇田川商事 0297-73-1234
茨城県取手市新町3-3-33

㈱神栖部品 0299-96-0678
茨城県神栖市知手610番地3
東海部品㈱ 029-274-2222
茨城県ひたちなか市勝田本町33番8号

栃木県
㈱カネマス 028-656-3131
宇都宮市問屋町3172-70
協立産業㈱ 0284-72-7055
足利市福富町975
㈱カトー 028-645-4059
宇都宮市大和2-1-1
㈱ユアサ 028-637-3121
宇都宮市簗瀬町1592-1
宮パーツ㈱ 028-658-6370
宇都宮市八千代1-14-10

群馬県
アライ商会㈱ 0277-73-2777
みどり市大間々町大間々32-4
㈱笠井パーツ商会 027-251-4121
前橋市大友町1-20-4
㈱共立商会 0279-22-1950
渋川市渋川1198
群馬自動車用品㈱ 027-361-4444
高崎市並榎町51-1
駒田産業㈱ 027-266-5688
前橋市駒形町1511
㈱三喬商会 027-234-6633
前橋市城東町2-1-10
三和自動車部品㈱ 0278-23-4545
沼田市東原新町1841
㈱須藤商会 027-326-2119
高崎市芝塚町206
㈱関口ライニング 0272-31-8345
前橋市西片貝町1-239-1
㈲前橋京和商会 027-243-0611
前橋市東片貝町901-14
㈱渡辺商会 0276-31-1362
太田市藤阿久町918-9
中央パーツ㈱ 0270-26-3456
伊勢崎市上諏訪町2113-18
㈱共立商会 027-323-4726
高崎市上佐野町1021

埼玉県
相川部品㈲ 0480-34-1144
北葛飾郡杉戸町本郷1438
㈲小田切部品 048-986-0516
越谷市大間野町2-8
㈲カーパーツ小泉 048-255-0666
川口市南町2-6-25
㈲コタミ商会 048-542-2221
鴻巣市宮地5-1-3
㈲後藤商会 0480-22-0271
久喜市上町20-27
中央部品㈱ 049-242-2816
川越市かし野台2-22-10
㈲野本自動車部品 0480-43-3751
幸手市東3-4-1
橋本自動車部品㈱ 048-831-3489
さいたま市浦和区常盤2-10-13
㈱二葉部品商会 048-936-4820
草加市八幡町163-31
平成自動車部品㈲ 048-839-4108
さいたま市南区文蔵2-10-8
ほづみ自動車㈱ 048-886-1701
さいたま市浦和区領家3-5-5
㈱丸徳商会 048-571-3135
深谷市大字国済寺500-3
武蔵野部品㈱ 049-281-1297
坂戸市関間1-3-12
森川部品㈱ 048-667-3535
さいたま市大宮区大成町3-690
㈱キタザワ 04-2944-5125
所沢市新郷202-2
㈱シンカ埼玉 048-783-1200
上尾市平方領々家401-1

千葉県
㈱タイセイ 04-7093-1111
鴨川市滑谷758-2
日新自動車部品㈱ 043-225-1711
千葉市中央区本町2-8-9
㈲梅原自動車部品 0436-22-9304
市原市青柳2-7-3

㈲小林商会 0479-72-1361
匝瑳市八日市場ホ74番地
㈱登戸 043-241-3311
千葉市中央区登戸3-12-8
㈱ムラセ 04-7125-1241
野田市山崎1976
㈲五香商会 047-385-6121
松戸市五香西2-11-21
㈲リサイクルガレージケーワン 047-457-5758
船橋市豊富町640-5
京葉部品㈱ 047-466-3351
船橋市習志野台8-20-8

東京都
中村オートパーツ㈱ 03-3904-5441
練馬区谷原1-22-2
三徳部品㈱ 03-3554-1273
港区高輪3-22-4
㈱コイズミ 03-3959-1211
板橋区熊野町33-3
㈱湯浅商会 03-3722-4765
大田区田園調布1-21-3
㈲山東部品商会 03-3658-9341
江戸川区南小岩2-3-12
㈱あきば商会 03-3880-0111
足立区足立4-7-3
㈱水上商会 03-5737-7151
大田区萩中3-20-8

神奈川県
㈱桜川商会 042-742-4225
相模原市南区旭町11-9
㈱第一商会 045-622-8021
横浜市中区上野町2-49
㈱ミヤマ 045-576-3601
横浜市鶴見区下末吉3-13-36
㈲ヤマヨ久保田商会 046-849-3210
横須賀市長沢6-30-4
横浜商工㈱ 045-321-2136
横浜市西区平沼1-40-17
㈲伏見部品商会 046-221-3438
厚木市戸室1-36-1
㈱鶴見商会 042-752-3515
相模原市中央区相模原6-6-18

長野県
㈱アルプス商会 0266-22-5511
岡谷市赤羽2-4-8
㈲アルプス部品 0263-25-1241
松本市高宮中1-30 ＡＭビル１Ｆ
飯田部品販売㈱ 0265-22-3971
飯田市上郷別府3321-4
池田自動車部品㈱ 026-227-0656
長野市中御所5-1-14
大町自動車部品㈱ 0261-22-3131
大町市平5335
上高地自動車㈱ 0263-25-5661
松本市笹賀7918
㈱コクサイ自動車部品 0265-22-5566
飯田市上郷飯沼3459
㈲大栄部品 0265-24-0101
飯田市伝馬町2-23
(資)大道商会 026-228-1345
長野市中御所4-6-13
㈲中込自動車部品商会 0267-62-0632
佐久市中込2472-3
㈲中島自動車部品商会 0263-26-4433
松本市高宮北1-15
中山部品商会 026-243-2614
長野市南高田1-1-3
㈲長野小型部品商会 026-222-2844
長野市大字高田字幅下河原2111-1
長野自動車部品㈱ 026-243-2264
長野市東和田898-2
日本部品工業㈱ 0268-22-6226
上田市常田2-4-6
松本自動車部品㈱ 0263-27-1433
松本市野溝木工1-10-25
㈱マツライ 0263-25-2000
松本市宮田4-3
㈲丸神北信自動車部品 026-244-8211
長野市若宮2-2-3
㈲みすゞ 商会 0267-62-3519
佐久市本新町94
水野商工㈱ 0268-22-4477
上田市中央1-8-13

モモセ部品㈱ 0263-35-7773
松本市深志3-4-13

新潟県
㈲下越部品 0254-24-2162
新発田市中曽根町1-7-17
クラウン工業㈱ 025-273-0181
新潟市東区卸新町1-842-21
㈱信越自動車商会 0258-33-8400
長岡市美沢2-51-1
神竜自動車部品㈱ 0256-33-0621
三条市一ノ門2-10-29
㈲新和商会 025-544-4898
上越市黒井2598-11
㈱大和商会 025-283-5686
新潟市中央区出来島2-4-7
㈲十日町パーツ 025-752-5385
十日町市高山826-6
㈱新潟テエス 025-274-2171
新潟市東区上木戸1-2-12
新潟部品㈱ 025-283-8171
新潟市中央区東出来島4-3
㈱松沢商会 025-280-6800
新潟市江南区両川1-1201-13
㈲丸山部品商会 0258-33-5519
長岡市宮原3-2-3
㈲上越ライニング商会 025-543-6438
上越市大字三ツ橋862-3

■ 東海・北陸 
富山県
㈱イセ部品商会 0765-22-3536
魚津市江口10-1
㈲池田自動車部品商会 0766-24-2558
高岡市本郷1-2-6
㈲協和自動車商会 0764-25-0255
富山市西公文名町6-31
㈱藤木自動車商会 076-451-4731
富山市問屋町1-7-43
㈱双葉商会 0766-21-1728
高岡市広小路2-2
㈲山西商会 0765-24-3201
魚津市本江980-1

石川県
㈱小山商会 076-256-0160
金沢市問屋町2-72
㈱嶋田商会 076-294-3252
野々市市郷2-18
㈲大一商会 076-233-1277
金沢市二ッ屋町10-24
大同部品㈱ 0768-82-0080
鳳珠郡能登町字天坂へ21
㈱つかさき商会 076-264-0231
金沢市示野中町1-33
東京自動車㈱ 076-262-0171
金沢市長土塀1-15-14
㈱橋本商会 076-291-1441
金沢市高畠3-251
三野部品商会 0767-52-5178
七尾市本府中町ヲ部14-6

福井県
㈱オートショップ福井 0776-24-7903
福井市文京7-7-25
㈱村中パーツ 0776-24-1650
福井市御幸4-17-23

静岡県
㈱イワマワークス 0545-21-1757
富士市今井285-1
㈱桂巻商会 0544-27-2990
富士宮市弓沢町82
㈱木村商店 0545-52-2190
富士市今泉1-17-34
㈱ノセパーツ商会 053-454-7221
浜松市中区菅原町13-7
㈱日之出商会 0544-27-0550
富士宮市三園平325
㈱稲葉商会 0545-61-3008
富士市平垣本町10-34
糸川商店 0557-38-7003
伊東市玖須美元和田716-446
㈲藤田自動車部品 0550-82-2700
御殿場市川島田537-2

愛知県
愛知自動車商事㈱ 0532-55-5171
豊橋市下地町字若宮44
㈱安藤部品 052-604-6411
東海市東海町7-3-12
㈲桑山商店 0564-22-6556
岡崎市八帖北町10-10
㈱交輪社 052-481-9541
名古屋市中村区千成通4-23
㈱スヤマ 0566-23-3011
刈谷市恩田町1-151-27
㈱スヤマ岡崎 0564-23-5151
岡崎市末広町1-1
㈱鈴木商店 0563-56-3438
西尾市今川町落17
㈱竹川商店 052-331-4331
名古屋市中区千代田３丁目６番１号
玉田自動車部品㈱ 0586-44-1717
一宮市大和町馬引字古宮30
チトセ自動車㈱ 052-651-7421
名古屋市港区九番町4-1-11
㈲豊橋小型部品店 0532-54-5611
豊橋市大橋通3-97
菱川自動車工業㈱ 0586-71-2233
一宮市北園通3-3
㈲碧南部品 0566-41-2798
碧南市幸町2-60
㈱細野商会 052-871-5175
名古屋市昭和区村雲町18-24
㈱マルゴ自動車商会 052-882-0501
名古屋市昭和区滝子通1-12
㈱メイゴ 052-931-7361
名古屋市東区芳野2-1-26
㈱名発商会 0564-31-4343
岡崎市矢作町字小河原23-3
㈱明和商会 052-653-1131
名古屋市港区本宮町2-26
㈱渡辺部品商会 052-853-1141
名古屋市瑞穂区瑞穂通6-28-3
㈲日進商会 0569-21-1272
半田市清城町2-1-14

岐阜県
㈱エムエストーカイ 058-245-7441
岐阜市竜田町1-8
㈲太田パーツ商会 0574-26-3258
美濃加茂市島町1-5-20
華陽オートテック㈱ 058-389-0233
各務原市金属団地43
コンマン部品㈱ 058-387-2151
岐阜市金園町8-11
㈲沢田商会 058-245-8589
岐阜市野一色3-8-3
三興部品㈱ 058-493-3510
大垣市熊野野233-1
清水パーツ商会 0575-67-1520
郡上市八幡町瀬取72-1
西濃産業㈱ 0584-81-1323
大垣市大井3-96-1
関自動車部品商会 0575-24-0861
関市西本郷町6-5-15
斐太自動車部品㈱ 0577-32-1702
高山市下岡本町2950-1
㈱ホソノ部品東濃 0572-68-4135
瑞浪市一色町2-122-2
㈱名神 0584-81-3274
大垣市安井町6-4

三重県
大倉自動車部品㈱ 0598-23-1313
松阪市久保田町170-1
㈲川北商会 059-225-3235
津市丸ノ内21-13
㈲水谷商会 059-331-1011
四日市市川原町19-4
㈱ヤマギワ部品 0596-23-2006
伊勢市鹿海町1648-7
㈱四日市モータース商会 059-345-1265
四日市市日永5-12-10

■ 近畿 
滋賀県
青木自動車部品㈱ 0748-62-0076
甲賀市水口町北脇255

大澤自動車用品商会 0748-52-2602
蒲生郡日野町松尾1572
㈱河長部品商会 0748-22-3131
東近江市幸町1-16
小林自動車用品㈲ 0749-63-5011
長浜市平方町246-2
滋賀部品㈱ 0749-64-1182
長浜市勝町54-1
㈱大進自動車部品商会 0749-22-2751
彦根市芹川町410
㈲中野自動車部品商会 077-587-0084
野洲市小篠原376-4
㈲東山商会 0740-36-1801
高島市鴨3150-81
㈱松尾自動車部品 077-545-8781
大津市大萱6-8-9
㈱ミナミ部品 0748-37-0188
近江八幡市西宿町207
㈲餅川自動車部品商会 0749-22-1693
彦根市長曽根南町459-35
㈲矢野自動車部品商会 0749-63-5000
長浜市神照町947-3
㈲横田商店 077-562-3700
草津市東草津2-1-41

京都府
㈱オート商会 075-681-6501
京都市南区四ツ塚町30
㈲共立商会 075-541-3121
京都市伏見区深草上横縄町18
㈱三協商会 075-692-3636
京都市南区吉祥院観音堂南町1-21
㈱大恵 075-605-2239
京都市伏見区下鳥羽西芹川町77番地
㈱タイヨー 0772-62-1211
京丹後市峰山町長岡463-1
㈱ダイサブ 075-632-1556
久世郡久御山町森川端23-1
㈲田中商会 075-671-6181
京都市南区上鳥羽上調子町16-2
㈱大黒商会 075-312-6655
京都市右京区西院平町10
㈱大同商会 075-691-6161
京都市南区吉祥院石原堂ノ後西町12
㈱竹田商会 075-311-4755
京都市右京区西院月双町56-3
㈱伏見商会 075-641-6196
京都市伏見区深草西浦町4-82
㈱森商会 075-414-0515
京都市北区紫野宮西町17-1
㈱山徳商会 075-681-1501
京都市南区東九条上御霊町67
㈱山中商会 075-621-3171
京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町58-1

大阪府
朝日自動車部品㈱ 072-643-8701
茨木市中河原町6-10
㈱イケモト 06-6458-5351
大阪市福島区鷺洲2-12-15
岩崎産業㈱ 06-6454-8960
大阪市福島区福島8-1-16
ウエイ商會 06-6581-0221
大阪市西区千代崎2-23-10
㈱永大部品 06-6702-2883
大阪市平野区西脇1-2-28
京阪部品㈱ 06-6996-8771
守口市大枝南町18-10
琴平自動車㈱ 06-6451-8011
大阪市福島区福島2-9-5
㈱城東部品 06-6746-5930
東大阪市楠根1-5-7
ダイヤ自動車㈱ 06-6452-0131
大阪市福島区福島3-10-1
㈱大一用品商会 06-6458-2112
大阪市福島区福島3-7-26
㈱森下商会 072-259-1331
堺市堺区向陵中町6-1-9
陸整自動車用品㈱ 072-885-4610
門真市四宮6-2-29
大喜部品販売㈱ 06-6458-7881
大阪市福島区福島8-7-2
ナカジマ部品㈱ 06-6451-2141
大阪府大阪市福島区福島3丁目4番1号

和歌山県
紀泉商会 0736-77-5682
紀の川市黒土305-01
昭和部品商会 073-433-1312
和歌山市小野町1-26
㈱杉村商会 073-431-4116
和歌山市舟大工町1
㈱第一パーツ商会 073-424-3131
和歌山市小松原通2-3-1
長野啓商会 0739-24-9040
田辺市上の山2-30-27
和歌山自動車㈱ 073-444-5254
和歌山市秋葉町2-11
和光商事㈱ 0739-22-1337
田辺市東山2-1-7

兵庫県
アカシブレーキ㈱ 078-917-2105
神戸市西区玉津町今津633-3
淡路部品㈱ 0799-24-0234
洲本市桑間576-2
㈲上島商会 078-912-5103
明石市樽屋町9-2
㈲岡本部品商会 079-422-5978
加古川市加古川町北在家2685
神尾部品商会 06-6417-0856
尼崎市大庄川田町43
㈲甲陽部品商会 0798-47-5800
西宮市甲子園高汐町6-1
㈱柴田商会 06-6416-4741
尼崎市西難波町3-25-23
神姫産業㈱ 078-651-7601
神戸市兵庫区鍛冶屋町1-2-23
竜野自動車部品 0791-63-2222
たつの市龍野町堂本136-3
㈲タルモト商会 079-422-5656
加古川市野口町野口759-1
㈲東播パーツ商会 078-927-1535
明石市大道町1-17-7
㈱巴商会 078-576-5160
神戸市兵庫区大開通6-3-16
㈲パーツ・ハリマ 0791-22-0714
相生市佐方1-3-2
阪神自動車用品㈱ 06-6401-3388
尼崎市杭瀬南新町4-6-27
㈱兵庫商会 078-576-3222
神戸市長田区御蔵通5-5
ミカゲパーツ㈱ 078-811-2244
神戸市東灘区御影本町3-14-13
㈲三村自動車部品 0797-85-1126
宝塚市中山寺1-14-12
ムツミ商事㈱ 079-234-8000
姫路市青山4-24-8
㈲ヤマヲ商会 078-575-5727
神戸市兵庫区三川口町3-1-1
八木産業㈱ 06-6413-0061
尼崎市崇徳院1-13

奈良県
㈱ホンダ商会 0745-52-5531
大和高田市旭南町5-8
㈱日之出商会 0745-52-0028
大和高田市神楽254-7

■ 中国・四国 
鳥取県
㈲共栄部品 0859(32)7488
米子市両三柳2902-6

岡山県
㈱金辺商会 086-223-4400
岡山市北区大供2-3-10

広島県
山陽商事㈱ 0848-22-9161
尾道市新浜1-4-40
山陽部品販売㈱ 082-277-1401
広島市西区商工センター4-4-3
㈱大成部品 082-291-8282
広島市中区舟入中町5-25
太陽オート㈱ 082-270-5700
広島市西区商工センター1-9-17
トキワ自動車㈱ 0824-72-2155
庄原市東本町3-17-22

新品部品のお求めは
あなたの町の部品商へ

全国部品商電話帳

㈱フセパーツ 084-922-7092
福山市南手城町4-19-3
㈱福山自動車用品商会 084-923-2200
福山市南本庄1-3-16
㈱丸三自動車商会 082-231-0303
広島市西区中広町1-9-15
㈲三城商会 0848-64-5757
三原市古浜1-7-11

島根県
三協自動車部品㈲ 0856-22-3208
益田市有明町6-23
㈱松江三和部品商会 0852-23-3030
松江市矢田町168-6
㈲松江自動車用品商会 0852-24-3535
松江市西津田1-9-44
㈱平和商会 0855-22-3511
浜田市朝日町113-6

山口県
㈲山口自動車部品 083-924-0707
山口市宝町2-27
オートアライアンス山口㈱ 0834-31-0720
周南市新地3-5-50

徳島県
㈱イチマル 088-678-7103
徳島市富田浜3丁目5番地
㈱北光社 088-665-5300
徳島市川内町平石流通団地30

香川県
㈱四国自動車部品商会 087-833-3120
高松市中央町5-29

愛媛県
住吉商事㈱ 0897-34-1000
新居浜市八雲町5-58
㈲明和パーツ 089-971-6777
松山市空港通1-5-24
㈱谷川商会 0895-22-4810
宇和島市坂下津甲407-54
㈱ネクスタ 0897-53-2414
西条市古川甲61-1
㈲勝山商店 0895-22-4741
宇和島市恵美須町2-4-13
㈲伊予部品商会 0896-23-4588
四国中央市村松町163-3

高知県
㈲安芸東亜 0887-34-4165
安芸市伊尾木214-2
パーツセンター高知㈱ 088-843-8311
高知市朝倉丙2159-1
㈱東亜 088-866-1210
高知市大津乙1820-3

■ 九州・沖縄 
福岡県
㈲共和部品 0930-23-1966
行橋市東大橋4-10-6
㈱小倉部品商会 093-931-2186
北九州市小倉北区片野新町1-7-29
小倉モータース㈱ 093-931-6931
北九州市小倉北区吉野町11-25
㈱佐藤商店 093-331-1104
北九州市門司区東門司1-4-3
自動車部品販売㈱ 093-671-4533
北九州市八幡西区陣山3-1-7
㈱白水商会 093-631-2361
北九州市八幡西区萩原3-1-5
綜合部品㈱ 093-581-0585
北九州市小倉北区西港町89番15号
㈲守田パーツ商会 093-642-2525
北九州市八幡西区紅梅1-1-6
吉住商会 093-612-1212
北九州市八幡西区小嶺台4-14-12
綿勝自動車㈱ 093-651-3331
北九州市八幡東区川淵町15-17
㈲安部商会 092-591-1210
福岡市博多区西春町2-2-1
㈱上杉スプリング商会 092-411-6147
福岡市博多区上牟田1-16-5
香月商事㈱ 092-411-2031
福岡市博多区上牟田1-8-14

九州エスエスケイ㈱ 092-621-2063
福岡県糟屋郡志免町御手洗1-1-8
㈱新光商会 092-711-9146
福岡市中央区赤坂2-1-45
杉村部品㈱ 092-431-4934
福岡市博多区榎田2-3-48
㈲田中パーツ商会 092-411-1883
福岡市博多区東比恵2-18-14
㈱東亜商会 092-761-6121
福岡市中央区警固1-8-7
東部部品㈱ 092-629-0522
福岡市東区社領1-13-10
㈲原パーツ商会 092-561-5831
福岡市南区清水2-1-37
㈲福岡部品販売 092-503-5500
大野城市御笠川3-10-3
㈱福博モーター商会 092-475-5771
福岡市博多区半道橋1-13-31
村山部品商事㈱ 092-611-1240
福岡市東区多の津5-27-9
㈱モトシマ商事 092-411-1465
福岡市博多区半道橋2-7-51
飯塚パーツ㈱ 0948-22-5440
飯塚市片島2-18-25
飯塚部品㈱ 0948-22-3333
飯塚市吉原町9-7
共和自動車㈱ 0947-44-6129
田川市伊田3568-2
豊福パーツ 0949-32-0905
宮若市長井鶴425-2
直方自動車商事㈱ 0949-22-3225
直方市新知町6-43
㈱井上商会 0942-45-3611
久留米市御井籏崎4丁目4番3
㈱イーエム九州 0942-34-6232
久留米市宮の陣町若松1-10
㈲三星ボデー用品商会 0942-33-0345
久留米市天神町35-3
㈲竹浪商会 0942-34-7331
久留米市諏訪野町2341-10
㈲東亜商会 0942-32-8345
久留米市東櫛原町1180-1
㈱内野自動車部品 0944-63-2442
みやま市瀬高町坂田1165-1
栗山自動車部品 0944-63-5700
みやま市瀬高町下庄1465-7
㈱大栄 0944-55-2020
大牟田市不知火町2-4-1
㈱平尾自動車商会 0944-56-2111
大牟田市日出町2-1-9
㈱ランテル 0944-73-2111
柳川市三橋町枝光369-5
ケイディ㈱ 0942-83-1300
鳥栖市神辺町1556-3
㈲中央自動車部品 0955-74-8175
唐津市和多田先石12-31
㈱松浦商会 0955-72-2151
唐津市和多田大土井1-9
㈱ヨネクラ 0954-63-2211
鹿島市大字中村1618-7

長崎県
㈲石橋パーツ商会 095-882-6223
西彼杵郡時津町日並郷3449-27
㈱オートパーツミヤチ 0957-54-3141
大村市古賀島町522-2
㈲神吉商会 0956-23-6166
佐世保市松浦町1-8
㈱寿 0957-22-2343
諌早市天満町17-1
㈲大東部品 0956-32-1345
佐世保市干尽町5-32
㈲長崎中央部品 095-845-3111
長崎市目覚町13-12
古川電機㈱ 095-844-8164
長崎市目覚町18-1
前田部品商会 0956-65-2468
佐世保市江迎町上川内973-25
㈲松尾部品商会 095-883-8422
西彼杵郡長与町岡郷456-3
㈲丸三商会 0956-22-4158
佐世保市城山町6-6
㈲モトシマ商事長崎 095-855-8777
長崎市滑石3-2-15
㈲諫早部品商会 0957-26-1618
諫早市永昌町10-8

熊本県
曙実業㈱ 096-378-2235
熊本市南区田迎6-11-45
三栄輪業㈱ 096-353-3451
熊本市中央区練兵町18
㈲セイコー商事 096-213-3721
熊本市東区下南部3-14-8
㈲太陽実業 096-357-6223
熊本市南区八幡5-11-8
㈱永瀬パーツ 096-355-2161
熊本市中央区本山4-3-3
㈱日米商会 096-354-1166
熊本市西区二本木2-16-16
㈲畑上商会 096-357-0288
熊本市南区島町2-7-8
㈱フタバ 096-377-2811
熊本市南区流通団地1-10-1
㈲サンワ部品商会 0966-63-4424
水俣市港町2-3-15
高橋部品商会 0966-63-8464
水俣市港町2-1-8
橋本部品 0966-86-2180
葦北郡芦北町湯浦230
㈲宮地小型部品商会 0965-35-1215
八代市夕葉町5-5
㈲八代部品 0965-33-3535
八代市大手町1-9-16
㈱太陽 0969-23-7247
天草市大浜町7-7
山田機材工業 0969-23-4020
天草市今釜町3333
伸和部品㈱ 0968-73-4111
玉名市寺田134
㈲東京部品 0968-25-3101
菊池市隈府501

大分県
㈱アサヒ 097-552-0008
大分市西新地2-6-39
㈲木下部品 097-536-5903
大分市中島中央3-2-29
㈱九州明治商会 097-558-5353
大分市中津留1-3-4
㈱サンキューケン 097-555-9889
大分市西新地1-5-28
㈲成正パーツ 097-503-0160
大分市日吉町2-10
㈱日米自動車商会 0977-23-3164
別府市船小路町4-23
㈱ユタカ商工 097-536-5088
大分市新町3-37
㈲サガラ部品 0979-25-0162
中津市下池永720-3
㈲都甲産業 0978-34-7117
宇佐市東大堀274-1
㈱中津モーター商会 0979-22-3461
中津市中央町1-3-49
日田部品㈱ 0973-22-2310
日田市南元町20-5
ライオンズ部品㈱ 0978-32-0456
宇佐市大字川部字荒田647-1
㈲赤峰パーツ 0972-23-1110
佐伯市鶴岡町3-1-19
㈲安東商会 0972-82-0215
津久見市地蔵町6-2
㈲黒川商店 0972-62-9121
臼杵市大字市浜字馬渡1191-3
㈲新聖パーツ 0972-23-6531
佐伯市城南町395
㈲田部商会 0974-63-3311
竹田市大字拝田原242-5
㈱佐藤商会 097-574-8241
豊後高田市高田1845-1
㈱PARTS FACTORY 097-574-8241
大分市古国府五反田627-3
㈱シナジー 097-552-4721
大分市向原東1-7-4

宮崎県
池崎部品店 0982-72-2462
西臼杵郡高千穂町大字三田井806
えびの部品商会 0984-33-1338
えびの市大字杉水流91-1
㈲えびはら商会 0982-52-7138
日向市鶴町1-4-13

㈲小林部品 0984-23-3606
小林市大字細野9-7
㈱鈴木部品商会 0985-26-2616
宮崎市橘通東5-7-38
㈱大都部品商会 0986-23-1689
都城市松元町4-27
㈲髙見部品商会 0982-35-4355
延岡市川原崎町411
㈲竹之下部品商会 0985-24-1836
宮崎市清水3-7-4
㈲とき部品商会 0985-25-0922
宮崎市江平東町4-12
㈲豊守部品商会 0985-24-5571
宮崎市橘通東5-1-29
㈲日東商会 0984-23-2110
小林市大字堤並松添2977-10
㈲髙原部品商会 0984-23-3443
小林市堤2789
㈱みのる商会 0987-23-5205
日南市吾田東8-8-58
平成パーツ 0984-22-3369
小林市堤3724-3

鹿児島県
㈲姶良自動車部品商会 0995-42-2940
霧島市隼人町真孝177-8
㈲オートパーツしげやま 0997-53-9882
奄美市名瀬鳩浜町30
㈱川原自動車部品商会 099-260-2471
鹿児島市卸本町5-12
㈲三和部品 0997-53-2698
奄美市名瀬有屋町2-7
㈲城南部品商会 099-226-1205
鹿児島市甲突町18-2
㈱川内モータース 0996-22-3195
川内市西向田町4-5
㈲高原部品商会 099-257-2855
鹿児島市真砂本町29-8
中央部品㈲ 099-422-0217
肝属郡錦江町馬場367
㈱中島自動車部品 0993-53-3338
南さつま市加世田村原1-1-17
㈲日伸 0994-43-3143
鹿屋市札元2-3755-2
㈲林部品商会 0995-62-4535
姶良市加治木町木田2357-1
㈲ハラグチ部品 099-258-7041
鹿児島市唐湊1-13-17
㈲北薩自動車部品商会 0995-22-5754
伊佐市大口原田714-4
㈲堀部品商会 099-256-0253
鹿児島市新栄町25-2
㈲丸共自動車部品商会 0995-74-2418
姶良郡湧水町木場360
㈱モリ 0997-82-1331
大島郡徳之島町亀津128-3

沖縄県
㈱石川部品店 098-867-3034
那覇市港町2-7-22
㈲エスケイ商事 098-878-2402
浦添市内間1-8-22
㈲金城部品店 0980-53-0277
名護市大北2-7-2
(資)渡久地部品店 098-939-1123
沖縄市東2-3-11
㈲第一部品店 098-856-4621
豊見城市宜保166-3
㈱那覇部品 098(877)2429
浦添市内間1-8-19
㈱南海部品商会 098-856-1921
豊見城市字名嘉地348
山根自動車部品店 098-850-4919
豊見城市座安149
㈲大和サービス 098-937-0380
沖縄市松本6-7-3
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■ 北海道・東北 
北海道
旭川モータース㈱ 0166-24-5188
旭川市東7条4-2-1
岩見沢日通自工㈱ 0126-22-3600
岩見沢市五条西13-16
㈱倉持自動車商会 0138-22-7195
函館市千歳町4-12
佐藤車輛部品㈱ 011-721-1311
札幌市東区北47条東8-2-1
三和商行㈱ 011-786-7101
札幌市東区伏古8条4-7-22
㈱シバタ 0155-22-4618
帯広市東1条南10-17
大成自動車㈱ 0138-42-7376
函館市昭和2-41-17
千代田電装工業㈱ 0166-22-8451
旭川市4条通2丁目左8・9・10号
帝北自動車㈱ 0155-24-6200
帯広市大通南3-13
㈱中谷部品商会 0154-23-8171
釧路市白金町9-7
長尾部品㈱ 0166-26-3266
旭川市東5条6-2-21
浜中車輛部品㈱ 0125-53-3391
砂川市空知太西1条3-3-48
藤田自動車興業㈱ 0143-44-6671
室蘭市寿町1-6-21
㈱前谷商会 0146-42-3398
日高郡新ひだか町静内木場町2-10-36
松田部品㈱ 0157-24-7446
北見市常磐町3丁目4-19
㈱宮田自動車商会 011-261-3451
札幌市中央区北1条東11-22
室蘭部品㈱ 0143-44-8634
室蘭市日の出町1-2-16
㈱ヤマト部品 0166-22-1105
旭川市1条通5丁目右6号
㈲ユニオン北海道 0155-34-1133
帯広市西20条北1丁目24-1

青森県
㈲古川部品 0173-53-2829
五所川原市金木町朝日山416-4
㈲東光自動車部品商会 0172-28-1221
弘前市大字城東中央3-6-1
㈲東洋自動車部品商会 017-781-3931
青森市里見1-13-39
㈱フジモーターズ 0172-27-4221
弘前市境関1-1-7

秋田県
㈱大館自動車部品商会 0186-42-1086
大館市根下戸新町19-59
㈲日東パーツ 0187-62-2002
大仙市若竹町23-55
㈲共栄自動車部品商会 018-862-2760
秋田市保戸野千代田町6-8
㈲オールパーツ山本 018-896-7780
秋田市八橋大畑1-7-3

岩手県
㈲三栄商会 0192-27-7711
大船渡市盛町字下舘下6-13
生内商事㈱ 0195-23-3175
二戸市堀野字馬場69-3
太陽自動車部品商会 0195-25-4431
二戸市石切所字船場20-2
㈱日新商会 0191-23-2320
一関市地主町8-3
㈱丸高自動車部品 0198-24-7151
花巻市末広町2-16

㈲道又自動車部品 0196-47-4521
盛岡市北天昌寺町9-2
㈲盛岡自動車部品 019-641-1933
盛岡市月が丘1-28-20
㈱ヤシマ部品 019-635-1331
盛岡市南仙北1-17-15
㈱ユニオンパーツ 0197-65-3161
北上市北鬼柳33地割80番地5

宮城県
石巻パーツ㈱ 0225-94-7424
石巻市東中里2丁目10-15
㈱佐藤部品 022-286-4281
仙台市若林区若林6-3-26
三和自動車商事㈱ 022-232-0381
仙台市宮城野区扇町3-8-7
仙台日新自動車㈱ 022-232-6491
仙台市若林区卸町4-7-19
㈱千葉商会 022-236-6347
仙台市宮城野区新田3-19-14
東京オートパーツ㈲ 0228-22-4151
栗原市築館藤木1-1
㈱丸進自動車部品商会 0224-63-3301
角田市佐倉字雁小屋56-1
㈲三浦自動車部品 022-296-1151
仙台市宮城野区銀杏町41-19
㈲山元自動車部品商会 0223-34-6399
亘理郡亘理町長瀞字中橋32
㈱友善商事 0225-93-0660
石巻市湊字大門崎135-3
松島部品販売㈱ 022-235-3434
仙台市宮城野区日の出町3-3-1
㈱大徳 022-236-2277
仙台市宮城野区扇町4丁目1-5

山形県
東機工㈱ 0238-37-7055
米沢市中田町1404-27
㈱オートパーツ山形 0237-42-2511
東根市中央3-3-3
㈲オート部品サービス 0235-23-1244
鶴岡市美咲町23-5
㈱川村部品 0238-84-1609
長井市十日町1-4-14
近野自動車部品㈱ 0234-22-9331
酒田市東両羽町4-14
㈱三和部品 023-631-1691
山形市五十鈴1-1-12
㈱最上部品(鶴岡) 0235-23-9511
鶴岡市宝田2-9-92
㈱最上部品(酒田) 0234-23-6422
酒田市両羽町5-3
㈱パレス 0238-43-6221
南陽市赤湯2159番地の1

福島県
㈱エスビー商会 024-945-5585
郡山市安積1-138
㈲カンノパーツ 0244-23-4065
南相馬市原町区日の出町243
㈲重光自動車商会 024-944-6850
郡山市安積町日出山2-23
㈱東北ブレーキ商会 024-944-1214
郡山市安積町日出山3-288
㈲マルミ商会 0248-22-4321
白河市字米村道北8-4
㈱水上パーツ商会 0248-75-3186
須賀川市卸町35
㈱大和商会 024-546-9141
福島市南町225

■ 関東・甲信越 
茨城県
㈲石橋自動車商会 0299-23-0175
石岡市貝地1-1-44
㈱東京ブレーキ 029-822-9117
土浦市下高津3-8-23
㈱タイヨー 0280-32-4742
古河市南町10-32
㈱八洲トレーディングス 0299-82-4192
鹿嶋市谷原1413
常北部品㈱ 0294-72-2261
茨城県常陸太田市木崎二町1746-3
㈱宇田川商事 0297-73-1234
茨城県取手市新町3-3-33

㈱神栖部品 0299-96-0678
茨城県神栖市知手610番地3
東海部品㈱ 029-274-2222
茨城県ひたちなか市勝田本町33番8号

栃木県
㈱カネマス 028-656-3131
宇都宮市問屋町3172-70
協立産業㈱ 0284-72-7055
足利市福富町975
㈱カトー 028-645-4059
宇都宮市大和2-1-1
㈱ユアサ 028-637-3121
宇都宮市簗瀬町1592-1
宮パーツ㈱ 028-658-6370
宇都宮市八千代1-14-10

群馬県
アライ商会㈱ 0277-73-2777
みどり市大間々町大間々32-4
㈱笠井パーツ商会 027-251-4121
前橋市大友町1-20-4
㈱共立商会 0279-22-1950
渋川市渋川1198
群馬自動車用品㈱ 027-361-4444
高崎市並榎町51-1
駒田産業㈱ 027-266-5688
前橋市駒形町1511
㈱三喬商会 027-234-6633
前橋市城東町2-1-10
三和自動車部品㈱ 0278-23-4545
沼田市東原新町1841
㈱須藤商会 027-326-2119
高崎市芝塚町206
㈱関口ライニング 0272-31-8345
前橋市西片貝町1-239-1
㈲前橋京和商会 027-243-0611
前橋市東片貝町901-14
㈱渡辺商会 0276-31-1362
太田市藤阿久町918-9
中央パーツ㈱ 0270-26-3456
伊勢崎市上諏訪町2113-18
㈱共立商会 027-323-4726
高崎市上佐野町1021

埼玉県
相川部品㈲ 0480-34-1144
北葛飾郡杉戸町本郷1438
㈲小田切部品 048-986-0516
越谷市大間野町2-8
㈲カーパーツ小泉 048-255-0666
川口市南町2-6-25
㈲コタミ商会 048-542-2221
鴻巣市宮地5-1-3
㈲後藤商会 0480-22-0271
久喜市上町20-27
中央部品㈱ 049-242-2816
川越市かし野台2-22-10
㈲野本自動車部品 0480-43-3751
幸手市東3-4-1
橋本自動車部品㈱ 048-831-3489
さいたま市浦和区常盤2-10-13
㈱二葉部品商会 048-936-4820
草加市八幡町163-31
平成自動車部品㈲ 048-839-4108
さいたま市南区文蔵2-10-8
ほづみ自動車㈱ 048-886-1701
さいたま市浦和区領家3-5-5
㈱丸徳商会 048-571-3135
深谷市大字国済寺500-3
武蔵野部品㈱ 049-281-1297
坂戸市関間1-3-12
森川部品㈱ 048-667-3535
さいたま市大宮区大成町3-690
㈱キタザワ 04-2944-5125
所沢市新郷202-2
㈱シンカ埼玉 048-783-1200
上尾市平方領々家401-1

千葉県
㈱タイセイ 04-7093-1111
鴨川市滑谷758-2
日新自動車部品㈱ 043-225-1711
千葉市中央区本町2-8-9
㈲梅原自動車部品 0436-22-9304
市原市青柳2-7-3

㈲小林商会 0479-72-1361
匝瑳市八日市場ホ74番地
㈱登戸 043-241-3311
千葉市中央区登戸3-12-8
㈱ムラセ 04-7125-1241
野田市山崎1976
㈲五香商会 047-385-6121
松戸市五香西2-11-21
㈲リサイクルガレージケーワン 047-457-5758
船橋市豊富町640-5
京葉部品㈱ 047-466-3351
船橋市習志野台8-20-8

東京都
中村オートパーツ㈱ 03-3904-5441
練馬区谷原1-22-2
三徳部品㈱ 03-3554-1273
港区高輪3-22-4
㈱コイズミ 03-3959-1211
板橋区熊野町33-3
㈱湯浅商会 03-3722-4765
大田区田園調布1-21-3
㈲山東部品商会 03-3658-9341
江戸川区南小岩2-3-12
㈱あきば商会 03-3880-0111
足立区足立4-7-3
㈱水上商会 03-5737-7151
大田区萩中3-20-8

神奈川県
㈱桜川商会 042-742-4225
相模原市南区旭町11-9
㈱第一商会 045-622-8021
横浜市中区上野町2-49
㈱ミヤマ 045-576-3601
横浜市鶴見区下末吉3-13-36
㈲ヤマヨ久保田商会 046-849-3210
横須賀市長沢6-30-4
横浜商工㈱ 045-321-2136
横浜市西区平沼1-40-17
㈲伏見部品商会 046-221-3438
厚木市戸室1-36-1
㈱鶴見商会 042-752-3515
相模原市中央区相模原6-6-18

長野県
㈱アルプス商会 0266-22-5511
岡谷市赤羽2-4-8
㈲アルプス部品 0263-25-1241
松本市高宮中1-30 ＡＭビル１Ｆ
飯田部品販売㈱ 0265-22-3971
飯田市上郷別府3321-4
池田自動車部品㈱ 026-227-0656
長野市中御所5-1-14
大町自動車部品㈱ 0261-22-3131
大町市平5335
上高地自動車㈱ 0263-25-5661
松本市笹賀7918
㈱コクサイ自動車部品 0265-22-5566
飯田市上郷飯沼3459
㈲大栄部品 0265-24-0101
飯田市伝馬町2-23
(資)大道商会 026-228-1345
長野市中御所4-6-13
㈲中込自動車部品商会 0267-62-0632
佐久市中込2472-3
㈲中島自動車部品商会 0263-26-4433
松本市高宮北1-15
中山部品商会 026-243-2614
長野市南高田1-1-3
㈲長野小型部品商会 026-222-2844
長野市大字高田字幅下河原2111-1
長野自動車部品㈱ 026-243-2264
長野市東和田898-2
日本部品工業㈱ 0268-22-6226
上田市常田2-4-6
松本自動車部品㈱ 0263-27-1433
松本市野溝木工1-10-25
㈱マツライ 0263-25-2000
松本市宮田4-3
㈲丸神北信自動車部品 026-244-8211
長野市若宮2-2-3
㈲みすゞ 商会 0267-62-3519
佐久市本新町94
水野商工㈱ 0268-22-4477
上田市中央1-8-13

モモセ部品㈱ 0263-35-7773
松本市深志3-4-13

新潟県
㈲下越部品 0254-24-2162
新発田市中曽根町1-7-17
クラウン工業㈱ 025-273-0181
新潟市東区卸新町1-842-21
㈱信越自動車商会 0258-33-8400
長岡市美沢2-51-1
神竜自動車部品㈱ 0256-33-0621
三条市一ノ門2-10-29
㈲新和商会 025-544-4898
上越市黒井2598-11
㈱大和商会 025-283-5686
新潟市中央区出来島2-4-7
㈲十日町パーツ 025-752-5385
十日町市高山826-6
㈱新潟テエス 025-274-2171
新潟市東区上木戸1-2-12
新潟部品㈱ 025-283-8171
新潟市中央区東出来島4-3
㈱松沢商会 025-280-6800
新潟市江南区両川1-1201-13
㈲丸山部品商会 0258-33-5519
長岡市宮原3-2-3
㈲上越ライニング商会 025-543-6438
上越市大字三ツ橋862-3

■ 東海・北陸 
富山県
㈱イセ部品商会 0765-22-3536
魚津市江口10-1
㈲池田自動車部品商会 0766-24-2558
高岡市本郷1-2-6
㈲協和自動車商会 0764-25-0255
富山市西公文名町6-31
㈱藤木自動車商会 076-451-4731
富山市問屋町1-7-43
㈱双葉商会 0766-21-1728
高岡市広小路2-2
㈲山西商会 0765-24-3201
魚津市本江980-1

石川県
㈱小山商会 076-256-0160
金沢市問屋町2-72
㈱嶋田商会 076-294-3252
野々市市郷2-18
㈲大一商会 076-233-1277
金沢市二ッ屋町10-24
大同部品㈱ 0768-82-0080
鳳珠郡能登町字天坂へ21
㈱つかさき商会 076-264-0231
金沢市示野中町1-33
東京自動車㈱ 076-262-0171
金沢市長土塀1-15-14
㈱橋本商会 076-291-1441
金沢市高畠3-251
三野部品商会 0767-52-5178
七尾市本府中町ヲ部14-6

福井県
㈱オートショップ福井 0776-24-7903
福井市文京7-7-25
㈱村中パーツ 0776-24-1650
福井市御幸4-17-23

静岡県
㈱イワマワークス 0545-21-1757
富士市今井285-1
㈱桂巻商会 0544-27-2990
富士宮市弓沢町82
㈱木村商店 0545-52-2190
富士市今泉1-17-34
㈱ノセパーツ商会 053-454-7221
浜松市中区菅原町13-7
㈱日之出商会 0544-27-0550
富士宮市三園平325
㈱稲葉商会 0545-61-3008
富士市平垣本町10-34
糸川商店 0557-38-7003
伊東市玖須美元和田716-446
㈲藤田自動車部品 0550-82-2700
御殿場市川島田537-2

愛知県
愛知自動車商事㈱ 0532-55-5171
豊橋市下地町字若宮44
㈱安藤部品 052-604-6411
東海市東海町7-3-12
㈲桑山商店 0564-22-6556
岡崎市八帖北町10-10
㈱交輪社 052-481-9541
名古屋市中村区千成通4-23
㈱スヤマ 0566-23-3011
刈谷市恩田町1-151-27
㈱スヤマ岡崎 0564-23-5151
岡崎市末広町1-1
㈱鈴木商店 0563-56-3438
西尾市今川町落17
㈱竹川商店 052-331-4331
名古屋市中区千代田３丁目６番１号
玉田自動車部品㈱ 0586-44-1717
一宮市大和町馬引字古宮30
チトセ自動車㈱ 052-651-7421
名古屋市港区九番町4-1-11
㈲豊橋小型部品店 0532-54-5611
豊橋市大橋通3-97
菱川自動車工業㈱ 0586-71-2233
一宮市北園通3-3
㈲碧南部品 0566-41-2798
碧南市幸町2-60
㈱細野商会 052-871-5175
名古屋市昭和区村雲町18-24
㈱マルゴ自動車商会 052-882-0501
名古屋市昭和区滝子通1-12
㈱メイゴ 052-931-7361
名古屋市東区芳野2-1-26
㈱名発商会 0564-31-4343
岡崎市矢作町字小河原23-3
㈱明和商会 052-653-1131
名古屋市港区本宮町2-26
㈱渡辺部品商会 052-853-1141
名古屋市瑞穂区瑞穂通6-28-3
㈲日進商会 0569-21-1272
半田市清城町2-1-14

岐阜県
㈱エムエストーカイ 058-245-7441
岐阜市竜田町1-8
㈲太田パーツ商会 0574-26-3258
美濃加茂市島町1-5-20
華陽オートテック㈱ 058-389-0233
各務原市金属団地43
コンマン部品㈱ 058-387-2151
岐阜市金園町8-11
㈲沢田商会 058-245-8589
岐阜市野一色3-8-3
三興部品㈱ 058-493-3510
大垣市熊野野233-1
清水パーツ商会 0575-67-1520
郡上市八幡町瀬取72-1
西濃産業㈱ 0584-81-1323
大垣市大井3-96-1
関自動車部品商会 0575-24-0861
関市西本郷町6-5-15
斐太自動車部品㈱ 0577-32-1702
高山市下岡本町2950-1
㈱ホソノ部品東濃 0572-68-4135
瑞浪市一色町2-122-2
㈱名神 0584-81-3274
大垣市安井町6-4

三重県
大倉自動車部品㈱ 0598-23-1313
松阪市久保田町170-1
㈲川北商会 059-225-3235
津市丸ノ内21-13
㈲水谷商会 059-331-1011
四日市市川原町19-4
㈱ヤマギワ部品 0596-23-2006
伊勢市鹿海町1648-7
㈱四日市モータース商会 059-345-1265
四日市市日永5-12-10

■ 近畿 
滋賀県
青木自動車部品㈱ 0748-62-0076
甲賀市水口町北脇255

大澤自動車用品商会 0748-52-2602
蒲生郡日野町松尾1572
㈱河長部品商会 0748-22-3131
東近江市幸町1-16
小林自動車用品㈲ 0749-63-5011
長浜市平方町246-2
滋賀部品㈱ 0749-64-1182
長浜市勝町54-1
㈱大進自動車部品商会 0749-22-2751
彦根市芹川町410
㈲中野自動車部品商会 077-587-0084
野洲市小篠原376-4
㈲東山商会 0740-36-1801
高島市鴨3150-81
㈱松尾自動車部品 077-545-8781
大津市大萱6-8-9
㈱ミナミ部品 0748-37-0188
近江八幡市西宿町207
㈲餅川自動車部品商会 0749-22-1693
彦根市長曽根南町459-35
㈲矢野自動車部品商会 0749-63-5000
長浜市神照町947-3
㈲横田商店 077-562-3700
草津市東草津2-1-41

京都府
㈱オート商会 075-681-6501
京都市南区四ツ塚町30
㈲共立商会 075-541-3121
京都市伏見区深草上横縄町18
㈱三協商会 075-692-3636
京都市南区吉祥院観音堂南町1-21
㈱大恵 075-605-2239
京都市伏見区下鳥羽西芹川町77番地
㈱タイヨー 0772-62-1211
京丹後市峰山町長岡463-1
㈱ダイサブ 075-632-1556
久世郡久御山町森川端23-1
㈲田中商会 075-671-6181
京都市南区上鳥羽上調子町16-2
㈱大黒商会 075-312-6655
京都市右京区西院平町10
㈱大同商会 075-691-6161
京都市南区吉祥院石原堂ノ後西町12
㈱竹田商会 075-311-4755
京都市右京区西院月双町56-3
㈱伏見商会 075-641-6196
京都市伏見区深草西浦町4-82
㈱森商会 075-414-0515
京都市北区紫野宮西町17-1
㈱山徳商会 075-681-1501
京都市南区東九条上御霊町67
㈱山中商会 075-621-3171
京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町58-1

大阪府
朝日自動車部品㈱ 072-643-8701
茨木市中河原町6-10
㈱イケモト 06-6458-5351
大阪市福島区鷺洲2-12-15
岩崎産業㈱ 06-6454-8960
大阪市福島区福島8-1-16
ウエイ商會 06-6581-0221
大阪市西区千代崎2-23-10
㈱永大部品 06-6702-2883
大阪市平野区西脇1-2-28
京阪部品㈱ 06-6996-8771
守口市大枝南町18-10
琴平自動車㈱ 06-6451-8011
大阪市福島区福島2-9-5
㈱城東部品 06-6746-5930
東大阪市楠根1-5-7
ダイヤ自動車㈱ 06-6452-0131
大阪市福島区福島3-10-1
㈱大一用品商会 06-6458-2112
大阪市福島区福島3-7-26
㈱森下商会 072-259-1331
堺市堺区向陵中町6-1-9
陸整自動車用品㈱ 072-885-4610
門真市四宮6-2-29
大喜部品販売㈱ 06-6458-7881
大阪市福島区福島8-7-2
ナカジマ部品㈱ 06-6451-2141
大阪府大阪市福島区福島3丁目4番1号

和歌山県
紀泉商会 0736-77-5682
紀の川市黒土305-01
昭和部品商会 073-433-1312
和歌山市小野町1-26
㈱杉村商会 073-431-4116
和歌山市舟大工町1
㈱第一パーツ商会 073-424-3131
和歌山市小松原通2-3-1
長野啓商会 0739-24-9040
田辺市上の山2-30-27
和歌山自動車㈱ 073-444-5254
和歌山市秋葉町2-11
和光商事㈱ 0739-22-1337
田辺市東山2-1-7

兵庫県
アカシブレーキ㈱ 078-917-2105
神戸市西区玉津町今津633-3
淡路部品㈱ 0799-24-0234
洲本市桑間576-2
㈲上島商会 078-912-5103
明石市樽屋町9-2
㈲岡本部品商会 079-422-5978
加古川市加古川町北在家2685
神尾部品商会 06-6417-0856
尼崎市大庄川田町43
㈲甲陽部品商会 0798-47-5800
西宮市甲子園高汐町6-1
㈱柴田商会 06-6416-4741
尼崎市西難波町3-25-23
神姫産業㈱ 078-651-7601
神戸市兵庫区鍛冶屋町1-2-23
竜野自動車部品 0791-63-2222
たつの市龍野町堂本136-3
㈲タルモト商会 079-422-5656
加古川市野口町野口759-1
㈲東播パーツ商会 078-927-1535
明石市大道町1-17-7
㈱巴商会 078-576-5160
神戸市兵庫区大開通6-3-16
㈲パーツ・ハリマ 0791-22-0714
相生市佐方1-3-2
阪神自動車用品㈱ 06-6401-3388
尼崎市杭瀬南新町4-6-27
㈱兵庫商会 078-576-3222
神戸市長田区御蔵通5-5
ミカゲパーツ㈱ 078-811-2244
神戸市東灘区御影本町3-14-13
㈲三村自動車部品 0797-85-1126
宝塚市中山寺1-14-12
ムツミ商事㈱ 079-234-8000
姫路市青山4-24-8
㈲ヤマヲ商会 078-575-5727
神戸市兵庫区三川口町3-1-1
八木産業㈱ 06-6413-0061
尼崎市崇徳院1-13

奈良県
㈱ホンダ商会 0745-52-5531
大和高田市旭南町5-8
㈱日之出商会 0745-52-0028
大和高田市神楽254-7

■ 中国・四国 
鳥取県
㈲共栄部品 0859(32)7488
米子市両三柳2902-6

岡山県
㈱金辺商会 086-223-4400
岡山市北区大供2-3-10

広島県
山陽商事㈱ 0848-22-9161
尾道市新浜1-4-40
山陽部品販売㈱ 082-277-1401
広島市西区商工センター4-4-3
㈱大成部品 082-291-8282
広島市中区舟入中町5-25
太陽オート㈱ 082-270-5700
広島市西区商工センター1-9-17
トキワ自動車㈱ 0824-72-2155
庄原市東本町3-17-22

新品部品のお求めは
あなたの町の部品商へ

全国部品商電話帳

㈱フセパーツ 084-922-7092
福山市南手城町4-19-3
㈱福山自動車用品商会 084-923-2200
福山市南本庄1-3-16
㈱丸三自動車商会 082-231-0303
広島市西区中広町1-9-15
㈲三城商会 0848-64-5757
三原市古浜1-7-11

島根県
三協自動車部品㈲ 0856-22-3208
益田市有明町6-23
㈱松江三和部品商会 0852-23-3030
松江市矢田町168-6
㈲松江自動車用品商会 0852-24-3535
松江市西津田1-9-44
㈱平和商会 0855-22-3511
浜田市朝日町113-6

山口県
㈲山口自動車部品 083-924-0707
山口市宝町2-27
オートアライアンス山口㈱ 0834-31-0720
周南市新地3-5-50

徳島県
㈱イチマル 088-678-7103
徳島市富田浜3丁目5番地
㈱北光社 088-665-5300
徳島市川内町平石流通団地30

香川県
㈱四国自動車部品商会 087-833-3120
高松市中央町5-29

愛媛県
住吉商事㈱ 0897-34-1000
新居浜市八雲町5-58
㈲明和パーツ 089-971-6777
松山市空港通1-5-24
㈱谷川商会 0895-22-4810
宇和島市坂下津甲407-54
㈱ネクスタ 0897-53-2414
西条市古川甲61-1
㈲勝山商店 0895-22-4741
宇和島市恵美須町2-4-13
㈲伊予部品商会 0896-23-4588
四国中央市村松町163-3

高知県
㈲安芸東亜 0887-34-4165
安芸市伊尾木214-2
パーツセンター高知㈱ 088-843-8311
高知市朝倉丙2159-1
㈱東亜 088-866-1210
高知市大津乙1820-3

■ 九州・沖縄 
福岡県
㈲共和部品 0930-23-1966
行橋市東大橋4-10-6
㈱小倉部品商会 093-931-2186
北九州市小倉北区片野新町1-7-29
小倉モータース㈱ 093-931-6931
北九州市小倉北区吉野町11-25
㈱佐藤商店 093-331-1104
北九州市門司区東門司1-4-3
自動車部品販売㈱ 093-671-4533
北九州市八幡西区陣山3-1-7
㈱白水商会 093-631-2361
北九州市八幡西区萩原3-1-5
綜合部品㈱ 093-581-0585
北九州市小倉北区西港町89番15号
㈲守田パーツ商会 093-642-2525
北九州市八幡西区紅梅1-1-6
吉住商会 093-612-1212
北九州市八幡西区小嶺台4-14-12
綿勝自動車㈱ 093-651-3331
北九州市八幡東区川淵町15-17
㈲安部商会 092-591-1210
福岡市博多区西春町2-2-1
㈱上杉スプリング商会 092-411-6147
福岡市博多区上牟田1-16-5
香月商事㈱ 092-411-2031
福岡市博多区上牟田1-8-14

九州エスエスケイ㈱ 092-621-2063
福岡県糟屋郡志免町御手洗1-1-8
㈱新光商会 092-711-9146
福岡市中央区赤坂2-1-45
杉村部品㈱ 092-431-4934
福岡市博多区榎田2-3-48
㈲田中パーツ商会 092-411-1883
福岡市博多区東比恵2-18-14
㈱東亜商会 092-761-6121
福岡市中央区警固1-8-7
東部部品㈱ 092-629-0522
福岡市東区社領1-13-10
㈲原パーツ商会 092-561-5831
福岡市南区清水2-1-37
㈲福岡部品販売 092-503-5500
大野城市御笠川3-10-3
㈱福博モーター商会 092-475-5771
福岡市博多区半道橋1-13-31
村山部品商事㈱ 092-611-1240
福岡市東区多の津5-27-9
㈱モトシマ商事 092-411-1465
福岡市博多区半道橋2-7-51
飯塚パーツ㈱ 0948-22-5440
飯塚市片島2-18-25
飯塚部品㈱ 0948-22-3333
飯塚市吉原町9-7
共和自動車㈱ 0947-44-6129
田川市伊田3568-2
豊福パーツ 0949-32-0905
宮若市長井鶴425-2
直方自動車商事㈱ 0949-22-3225
直方市新知町6-43
㈱井上商会 0942-45-3611
久留米市御井籏崎4丁目4番3
㈱イーエム九州 0942-34-6232
久留米市宮の陣町若松1-10
㈲三星ボデー用品商会 0942-33-0345
久留米市天神町35-3
㈲竹浪商会 0942-34-7331
久留米市諏訪野町2341-10
㈲東亜商会 0942-32-8345
久留米市東櫛原町1180-1
㈱内野自動車部品 0944-63-2442
みやま市瀬高町坂田1165-1
栗山自動車部品 0944-63-5700
みやま市瀬高町下庄1465-7
㈱大栄 0944-55-2020
大牟田市不知火町2-4-1
㈱平尾自動車商会 0944-56-2111
大牟田市日出町2-1-9
㈱ランテル 0944-73-2111
柳川市三橋町枝光369-5
ケイディ㈱ 0942-83-1300
鳥栖市神辺町1556-3
㈲中央自動車部品 0955-74-8175
唐津市和多田先石12-31
㈱松浦商会 0955-72-2151
唐津市和多田大土井1-9
㈱ヨネクラ 0954-63-2211
鹿島市大字中村1618-7

長崎県
㈲石橋パーツ商会 095-882-6223
西彼杵郡時津町日並郷3449-27
㈱オートパーツミヤチ 0957-54-3141
大村市古賀島町522-2
㈲神吉商会 0956-23-6166
佐世保市松浦町1-8
㈱寿 0957-22-2343
諌早市天満町17-1
㈲大東部品 0956-32-1345
佐世保市干尽町5-32
㈲長崎中央部品 095-845-3111
長崎市目覚町13-12
古川電機㈱ 095-844-8164
長崎市目覚町18-1
前田部品商会 0956-65-2468
佐世保市江迎町上川内973-25
㈲松尾部品商会 095-883-8422
西彼杵郡長与町岡郷456-3
㈲丸三商会 0956-22-4158
佐世保市城山町6-6
㈲モトシマ商事長崎 095-855-8777
長崎市滑石3-2-15
㈲諫早部品商会 0957-26-1618
諫早市永昌町10-8

熊本県
曙実業㈱ 096-378-2235
熊本市南区田迎6-11-45
三栄輪業㈱ 096-353-3451
熊本市中央区練兵町18
㈲セイコー商事 096-213-3721
熊本市東区下南部3-14-8
㈲太陽実業 096-357-6223
熊本市南区八幡5-11-8
㈱永瀬パーツ 096-355-2161
熊本市中央区本山4-3-3
㈱日米商会 096-354-1166
熊本市西区二本木2-16-16
㈲畑上商会 096-357-0288
熊本市南区島町2-7-8
㈱フタバ 096-377-2811
熊本市南区流通団地1-10-1
㈲サンワ部品商会 0966-63-4424
水俣市港町2-3-15
高橋部品商会 0966-63-8464
水俣市港町2-1-8
橋本部品 0966-86-2180
葦北郡芦北町湯浦230
㈲宮地小型部品商会 0965-35-1215
八代市夕葉町5-5
㈲八代部品 0965-33-3535
八代市大手町1-9-16
㈱太陽 0969-23-7247
天草市大浜町7-7
山田機材工業 0969-23-4020
天草市今釜町3333
伸和部品㈱ 0968-73-4111
玉名市寺田134
㈲東京部品 0968-25-3101
菊池市隈府501

大分県
㈱アサヒ 097-552-0008
大分市西新地2-6-39
㈲木下部品 097-536-5903
大分市中島中央3-2-29
㈱九州明治商会 097-558-5353
大分市中津留1-3-4
㈱サンキューケン 097-555-9889
大分市西新地1-5-28
㈲成正パーツ 097-503-0160
大分市日吉町2-10
㈱日米自動車商会 0977-23-3164
別府市船小路町4-23
㈱ユタカ商工 097-536-5088
大分市新町3-37
㈲サガラ部品 0979-25-0162
中津市下池永720-3
㈲都甲産業 0978-34-7117
宇佐市東大堀274-1
㈱中津モーター商会 0979-22-3461
中津市中央町1-3-49
日田部品㈱ 0973-22-2310
日田市南元町20-5
ライオンズ部品㈱ 0978-32-0456
宇佐市大字川部字荒田647-1
㈲赤峰パーツ 0972-23-1110
佐伯市鶴岡町3-1-19
㈲安東商会 0972-82-0215
津久見市地蔵町6-2
㈲黒川商店 0972-62-9121
臼杵市大字市浜字馬渡1191-3
㈲新聖パーツ 0972-23-6531
佐伯市城南町395
㈲田部商会 0974-63-3311
竹田市大字拝田原242-5
㈱佐藤商会 097-574-8241
豊後高田市高田1845-1
㈱PARTS FACTORY 097-574-8241
大分市古国府五反田627-3
㈱シナジー 097-552-4721
大分市向原東1-7-4

宮崎県
池崎部品店 0982-72-2462
西臼杵郡高千穂町大字三田井806
えびの部品商会 0984-33-1338
えびの市大字杉水流91-1
㈲えびはら商会 0982-52-7138
日向市鶴町1-4-13

㈲小林部品 0984-23-3606
小林市大字細野9-7
㈱鈴木部品商会 0985-26-2616
宮崎市橘通東5-7-38
㈱大都部品商会 0986-23-1689
都城市松元町4-27
㈲髙見部品商会 0982-35-4355
延岡市川原崎町411
㈲竹之下部品商会 0985-24-1836
宮崎市清水3-7-4
㈲とき部品商会 0985-25-0922
宮崎市江平東町4-12
㈲豊守部品商会 0985-24-5571
宮崎市橘通東5-1-29
㈲日東商会 0984-23-2110
小林市大字堤並松添2977-10
㈲髙原部品商会 0984-23-3443
小林市堤2789
㈱みのる商会 0987-23-5205
日南市吾田東8-8-58
平成パーツ 0984-22-3369
小林市堤3724-3

鹿児島県
㈲姶良自動車部品商会 0995-42-2940
霧島市隼人町真孝177-8
㈲オートパーツしげやま 0997-53-9882
奄美市名瀬鳩浜町30
㈱川原自動車部品商会 099-260-2471
鹿児島市卸本町5-12
㈲三和部品 0997-53-2698
奄美市名瀬有屋町2-7
㈲城南部品商会 099-226-1205
鹿児島市甲突町18-2
㈱川内モータース 0996-22-3195
川内市西向田町4-5
㈲高原部品商会 099-257-2855
鹿児島市真砂本町29-8
中央部品㈲ 099-422-0217
肝属郡錦江町馬場367
㈱中島自動車部品 0993-53-3338
南さつま市加世田村原1-1-17
㈲日伸 0994-43-3143
鹿屋市札元2-3755-2
㈲林部品商会 0995-62-4535
姶良市加治木町木田2357-1
㈲ハラグチ部品 099-258-7041
鹿児島市唐湊1-13-17
㈲北薩自動車部品商会 0995-22-5754
伊佐市大口原田714-4
㈲堀部品商会 099-256-0253
鹿児島市新栄町25-2
㈲丸共自動車部品商会 0995-74-2418
姶良郡湧水町木場360
㈱モリ 0997-82-1331
大島郡徳之島町亀津128-3

沖縄県
㈱石川部品店 098-867-3034
那覇市港町2-7-22
㈲エスケイ商事 098-878-2402
浦添市内間1-8-22
㈲金城部品店 0980-53-0277
名護市大北2-7-2
(資)渡久地部品店 098-939-1123
沖縄市東2-3-11
㈲第一部品店 098-856-4621
豊見城市宜保166-3
㈱那覇部品 098(877)2429
浦添市内間1-8-19
㈱南海部品商会 098-856-1921
豊見城市字名嘉地348
山根自動車部品店 098-850-4919
豊見城市座安149
㈲大和サービス 098-937-0380
沖縄市松本6-7-3
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■ 北海道・東北 
北海道
旭川モータース㈱ 0166-24-5188
旭川市東7条4-2-1
岩見沢日通自工㈱ 0126-22-3600
岩見沢市五条西13-16
㈱倉持自動車商会 0138-22-7195
函館市千歳町4-12
佐藤車輛部品㈱ 011-721-1311
札幌市東区北47条東8-2-1
三和商行㈱ 011-786-7101
札幌市東区伏古8条4-7-22
㈱シバタ 0155-22-4618
帯広市東1条南10-17
大成自動車㈱ 0138-42-7376
函館市昭和2-41-17
千代田電装工業㈱ 0166-22-8451
旭川市4条通2丁目左8・9・10号
帝北自動車㈱ 0155-24-6200
帯広市大通南3-13
㈱中谷部品商会 0154-23-8171
釧路市白金町9-7
長尾部品㈱ 0166-26-3266
旭川市東5条6-2-21
浜中車輛部品㈱ 0125-53-3391
砂川市空知太西1条3-3-48
藤田自動車興業㈱ 0143-44-6671
室蘭市寿町1-6-21
㈱前谷商会 0146-42-3398
日高郡新ひだか町静内木場町2-10-36
松田部品㈱ 0157-24-7446
北見市常磐町3丁目4-19
㈱宮田自動車商会 011-261-3451
札幌市中央区北1条東11-22
室蘭部品㈱ 0143-44-8634
室蘭市日の出町1-2-16
㈱ヤマト部品 0166-22-1105
旭川市1条通5丁目右6号
㈲ユニオン北海道 0155-34-1133
帯広市西20条北1丁目24-1

青森県
㈲古川部品 0173-53-2829
五所川原市金木町朝日山416-4
㈲東光自動車部品商会 0172-28-1221
弘前市大字城東中央3-6-1
㈲東洋自動車部品商会 017-781-3931
青森市里見1-13-39
㈱フジモーターズ 0172-27-4221
弘前市境関1-1-7

秋田県
㈱大館自動車部品商会 0186-42-1086
大館市根下戸新町19-59
㈲日東パーツ 0187-62-2002
大仙市若竹町23-55
㈲共栄自動車部品商会 018-862-2760
秋田市保戸野千代田町6-8
㈲オールパーツ山本 018-896-7780
秋田市八橋大畑1-7-3

岩手県
㈲三栄商会 0192-27-7711
大船渡市盛町字下舘下6-13
生内商事㈱ 0195-23-3175
二戸市堀野字馬場69-3
太陽自動車部品商会 0195-25-4431
二戸市石切所字船場20-2
㈱日新商会 0191-23-2320
一関市地主町8-3
㈱丸高自動車部品 0198-24-7151
花巻市末広町2-16

㈲道又自動車部品 0196-47-4521
盛岡市北天昌寺町9-2
㈲盛岡自動車部品 019-641-1933
盛岡市月が丘1-28-20
㈱ヤシマ部品 019-635-1331
盛岡市南仙北1-17-15
㈱ユニオンパーツ 0197-65-3161
北上市北鬼柳33地割80番地5

宮城県
石巻パーツ㈱ 0225-94-7424
石巻市東中里2丁目10-15
㈱佐藤部品 022-286-4281
仙台市若林区若林6-3-26
三和自動車商事㈱ 022-232-0381
仙台市宮城野区扇町3-8-7
仙台日新自動車㈱ 022-232-6491
仙台市若林区卸町4-7-19
㈱千葉商会 022-236-6347
仙台市宮城野区新田3-19-14
東京オートパーツ㈲ 0228-22-4151
栗原市築館藤木1-1
㈱丸進自動車部品商会 0224-63-3301
角田市佐倉字雁小屋56-1
㈲三浦自動車部品 022-296-1151
仙台市宮城野区銀杏町41-19
㈲山元自動車部品商会 0223-34-6399
亘理郡亘理町長瀞字中橋32
㈱友善商事 0225-93-0660
石巻市湊字大門崎135-3
松島部品販売㈱ 022-235-3434
仙台市宮城野区日の出町3-3-1
㈱大徳 022-236-2277
仙台市宮城野区扇町4丁目1-5

山形県
東機工㈱ 0238-37-7055
米沢市中田町1404-27
㈱オートパーツ山形 0237-42-2511
東根市中央3-3-3
㈲オート部品サービス 0235-23-1244
鶴岡市美咲町23-5
㈱川村部品 0238-84-1609
長井市十日町1-4-14
近野自動車部品㈱ 0234-22-9331
酒田市東両羽町4-14
㈱三和部品 023-631-1691
山形市五十鈴1-1-12
㈱最上部品(鶴岡) 0235-23-9511
鶴岡市宝田2-9-92
㈱最上部品(酒田) 0234-23-6422
酒田市両羽町5-3
㈱パレス 0238-43-6221
南陽市赤湯2159番地の1

福島県
㈱エスビー商会 024-945-5585
郡山市安積1-138
㈲カンノパーツ 0244-23-4065
南相馬市原町区日の出町243
㈲重光自動車商会 024-944-6850
郡山市安積町日出山2-23
㈱東北ブレーキ商会 024-944-1214
郡山市安積町日出山3-288
㈲マルミ商会 0248-22-4321
白河市字米村道北8-4
㈱水上パーツ商会 0248-75-3186
須賀川市卸町35
㈱大和商会 024-546-9141
福島市南町225

■ 関東・甲信越 
茨城県
㈲石橋自動車商会 0299-23-0175
石岡市貝地1-1-44
㈱東京ブレーキ 029-822-9117
土浦市下高津3-8-23
㈱タイヨー 0280-32-4742
古河市南町10-32
㈱八洲トレーディングス 0299-82-4192
鹿嶋市谷原1413
常北部品㈱ 0294-72-2261
茨城県常陸太田市木崎二町1746-3
㈱宇田川商事 0297-73-1234
茨城県取手市新町3-3-33

㈱神栖部品 0299-96-0678
茨城県神栖市知手610番地3
東海部品㈱ 029-274-2222
茨城県ひたちなか市勝田本町33番8号

栃木県
㈱カネマス 028-656-3131
宇都宮市問屋町3172-70
協立産業㈱ 0284-72-7055
足利市福富町975
㈱カトー 028-645-4059
宇都宮市大和2-1-1
㈱ユアサ 028-637-3121
宇都宮市簗瀬町1592-1
宮パーツ㈱ 028-658-6370
宇都宮市八千代1-14-10

群馬県
アライ商会㈱ 0277-73-2777
みどり市大間々町大間々32-4
㈱笠井パーツ商会 027-251-4121
前橋市大友町1-20-4
㈱共立商会 0279-22-1950
渋川市渋川1198
群馬自動車用品㈱ 027-361-4444
高崎市並榎町51-1
駒田産業㈱ 027-266-5688
前橋市駒形町1511
㈱三喬商会 027-234-6633
前橋市城東町2-1-10
三和自動車部品㈱ 0278-23-4545
沼田市東原新町1841
㈱須藤商会 027-326-2119
高崎市芝塚町206
㈱関口ライニング 0272-31-8345
前橋市西片貝町1-239-1
㈲前橋京和商会 027-243-0611
前橋市東片貝町901-14
㈱渡辺商会 0276-31-1362
太田市藤阿久町918-9
中央パーツ㈱ 0270-26-3456
伊勢崎市上諏訪町2113-18
㈱共立商会 027-323-4726
高崎市上佐野町1021

埼玉県
相川部品㈲ 0480-34-1144
北葛飾郡杉戸町本郷1438
㈲小田切部品 048-986-0516
越谷市大間野町2-8
㈲カーパーツ小泉 048-255-0666
川口市南町2-6-25
㈲コタミ商会 048-542-2221
鴻巣市宮地5-1-3
㈲後藤商会 0480-22-0271
久喜市上町20-27
中央部品㈱ 049-242-2816
川越市かし野台2-22-10
㈲野本自動車部品 0480-43-3751
幸手市東3-4-1
橋本自動車部品㈱ 048-831-3489
さいたま市浦和区常盤2-10-13
㈱二葉部品商会 048-936-4820
草加市八幡町163-31
平成自動車部品㈲ 048-839-4108
さいたま市南区文蔵2-10-8
ほづみ自動車㈱ 048-886-1701
さいたま市浦和区領家3-5-5
㈱丸徳商会 048-571-3135
深谷市大字国済寺500-3
武蔵野部品㈱ 049-281-1297
坂戸市関間1-3-12
森川部品㈱ 048-667-3535
さいたま市大宮区大成町3-690
㈱キタザワ 04-2944-5125
所沢市新郷202-2
㈱シンカ埼玉 048-783-1200
上尾市平方領々家401-1

千葉県
㈱タイセイ 04-7093-1111
鴨川市滑谷758-2
日新自動車部品㈱ 043-225-1711
千葉市中央区本町2-8-9
㈲梅原自動車部品 0436-22-9304
市原市青柳2-7-3

㈲小林商会 0479-72-1361
匝瑳市八日市場ホ74番地
㈱登戸 043-241-3311
千葉市中央区登戸3-12-8
㈱ムラセ 04-7125-1241
野田市山崎1976
㈲五香商会 047-385-6121
松戸市五香西2-11-21
㈲リサイクルガレージケーワン 047-457-5758
船橋市豊富町640-5
京葉部品㈱ 047-466-3351
船橋市習志野台8-20-8

東京都
中村オートパーツ㈱ 03-3904-5441
練馬区谷原1-22-2
三徳部品㈱ 03-3554-1273
港区高輪3-22-4
㈱コイズミ 03-3959-1211
板橋区熊野町33-3
㈱湯浅商会 03-3722-4765
大田区田園調布1-21-3
㈲山東部品商会 03-3658-9341
江戸川区南小岩2-3-12
㈱あきば商会 03-3880-0111
足立区足立4-7-3
㈱水上商会 03-5737-7151
大田区萩中3-20-8

神奈川県
㈱桜川商会 042-742-4225
相模原市南区旭町11-9
㈱第一商会 045-622-8021
横浜市中区上野町2-49
㈱ミヤマ 045-576-3601
横浜市鶴見区下末吉3-13-36
㈲ヤマヨ久保田商会 046-849-3210
横須賀市長沢6-30-4
横浜商工㈱ 045-321-2136
横浜市西区平沼1-40-17
㈲伏見部品商会 046-221-3438
厚木市戸室1-36-1
㈱鶴見商会 042-752-3515
相模原市中央区相模原6-6-18

長野県
㈱アルプス商会 0266-22-5511
岡谷市赤羽2-4-8
㈲アルプス部品 0263-25-1241
松本市高宮中1-30 ＡＭビル１Ｆ
飯田部品販売㈱ 0265-22-3971
飯田市上郷別府3321-4
池田自動車部品㈱ 026-227-0656
長野市中御所5-1-14
大町自動車部品㈱ 0261-22-3131
大町市平5335
上高地自動車㈱ 0263-25-5661
松本市笹賀7918
㈱コクサイ自動車部品 0265-22-5566
飯田市上郷飯沼3459
㈲大栄部品 0265-24-0101
飯田市伝馬町2-23
(資)大道商会 026-228-1345
長野市中御所4-6-13
㈲中込自動車部品商会 0267-62-0632
佐久市中込2472-3
㈲中島自動車部品商会 0263-26-4433
松本市高宮北1-15
中山部品商会 026-243-2614
長野市南高田1-1-3
㈲長野小型部品商会 026-222-2844
長野市大字高田字幅下河原2111-1
長野自動車部品㈱ 026-243-2264
長野市東和田898-2
日本部品工業㈱ 0268-22-6226
上田市常田2-4-6
松本自動車部品㈱ 0263-27-1433
松本市野溝木工1-10-25
㈱マツライ 0263-25-2000
松本市宮田4-3
㈲丸神北信自動車部品 026-244-8211
長野市若宮2-2-3
㈲みすゞ 商会 0267-62-3519
佐久市本新町94
水野商工㈱ 0268-22-4477
上田市中央1-8-13

モモセ部品㈱ 0263-35-7773
松本市深志3-4-13

新潟県
㈲下越部品 0254-24-2162
新発田市中曽根町1-7-17
クラウン工業㈱ 025-273-0181
新潟市東区卸新町1-842-21
㈱信越自動車商会 0258-33-8400
長岡市美沢2-51-1
神竜自動車部品㈱ 0256-33-0621
三条市一ノ門2-10-29
㈲新和商会 025-544-4898
上越市黒井2598-11
㈱大和商会 025-283-5686
新潟市中央区出来島2-4-7
㈲十日町パーツ 025-752-5385
十日町市高山826-6
㈱新潟テエス 025-274-2171
新潟市東区上木戸1-2-12
新潟部品㈱ 025-283-8171
新潟市中央区東出来島4-3
㈱松沢商会 025-280-6800
新潟市江南区両川1-1201-13
㈲丸山部品商会 0258-33-5519
長岡市宮原3-2-3
㈲上越ライニング商会 025-543-6438
上越市大字三ツ橋862-3

■ 東海・北陸 
富山県
㈱イセ部品商会 0765-22-3536
魚津市江口10-1
㈲池田自動車部品商会 0766-24-2558
高岡市本郷1-2-6
㈲協和自動車商会 0764-25-0255
富山市西公文名町6-31
㈱藤木自動車商会 076-451-4731
富山市問屋町1-7-43
㈱双葉商会 0766-21-1728
高岡市広小路2-2
㈲山西商会 0765-24-3201
魚津市本江980-1

石川県
㈱小山商会 076-256-0160
金沢市問屋町2-72
㈱嶋田商会 076-294-3252
野々市市郷2-18
㈲大一商会 076-233-1277
金沢市二ッ屋町10-24
大同部品㈱ 0768-82-0080
鳳珠郡能登町字天坂へ21
㈱つかさき商会 076-264-0231
金沢市示野中町1-33
東京自動車㈱ 076-262-0171
金沢市長土塀1-15-14
㈱橋本商会 076-291-1441
金沢市高畠3-251
三野部品商会 0767-52-5178
七尾市本府中町ヲ部14-6

福井県
㈱オートショップ福井 0776-24-7903
福井市文京7-7-25
㈱村中パーツ 0776-24-1650
福井市御幸4-17-23

静岡県
㈱イワマワークス 0545-21-1757
富士市今井285-1
㈱桂巻商会 0544-27-2990
富士宮市弓沢町82
㈱木村商店 0545-52-2190
富士市今泉1-17-34
㈱ノセパーツ商会 053-454-7221
浜松市中区菅原町13-7
㈱日之出商会 0544-27-0550
富士宮市三園平325
㈱稲葉商会 0545-61-3008
富士市平垣本町10-34
糸川商店 0557-38-7003
伊東市玖須美元和田716-446
㈲藤田自動車部品 0550-82-2700
御殿場市川島田537-2

愛知県
愛知自動車商事㈱ 0532-55-5171
豊橋市下地町字若宮44
㈱安藤部品 052-604-6411
東海市東海町7-3-12
㈲桑山商店 0564-22-6556
岡崎市八帖北町10-10
㈱交輪社 052-481-9541
名古屋市中村区千成通4-23
㈱スヤマ 0566-23-3011
刈谷市恩田町1-151-27
㈱スヤマ岡崎 0564-23-5151
岡崎市末広町1-1
㈱鈴木商店 0563-56-3438
西尾市今川町落17
㈱竹川商店 052-331-4331
名古屋市中区千代田３丁目６番１号
玉田自動車部品㈱ 0586-44-1717
一宮市大和町馬引字古宮30
チトセ自動車㈱ 052-651-7421
名古屋市港区九番町4-1-11
㈲豊橋小型部品店 0532-54-5611
豊橋市大橋通3-97
菱川自動車工業㈱ 0586-71-2233
一宮市北園通3-3
㈲碧南部品 0566-41-2798
碧南市幸町2-60
㈱細野商会 052-871-5175
名古屋市昭和区村雲町18-24
㈱マルゴ自動車商会 052-882-0501
名古屋市昭和区滝子通1-12
㈱メイゴ 052-931-7361
名古屋市東区芳野2-1-26
㈱名発商会 0564-31-4343
岡崎市矢作町字小河原23-3
㈱明和商会 052-653-1131
名古屋市港区本宮町2-26
㈱渡辺部品商会 052-853-1141
名古屋市瑞穂区瑞穂通6-28-3
㈲日進商会 0569-21-1272
半田市清城町2-1-14

岐阜県
㈱エムエストーカイ 058-245-7441
岐阜市竜田町1-8
㈲太田パーツ商会 0574-26-3258
美濃加茂市島町1-5-20
華陽オートテック㈱ 058-389-0233
各務原市金属団地43
コンマン部品㈱ 058-387-2151
岐阜市金園町8-11
㈲沢田商会 058-245-8589
岐阜市野一色3-8-3
三興部品㈱ 058-493-3510
大垣市熊野野233-1
清水パーツ商会 0575-67-1520
郡上市八幡町瀬取72-1
西濃産業㈱ 0584-81-1323
大垣市大井3-96-1
関自動車部品商会 0575-24-0861
関市西本郷町6-5-15
斐太自動車部品㈱ 0577-32-1702
高山市下岡本町2950-1
㈱ホソノ部品東濃 0572-68-4135
瑞浪市一色町2-122-2
㈱名神 0584-81-3274
大垣市安井町6-4

三重県
大倉自動車部品㈱ 0598-23-1313
松阪市久保田町170-1
㈲川北商会 059-225-3235
津市丸ノ内21-13
㈲水谷商会 059-331-1011
四日市市川原町19-4
㈱ヤマギワ部品 0596-23-2006
伊勢市鹿海町1648-7
㈱四日市モータース商会 059-345-1265
四日市市日永5-12-10

■ 近畿 
滋賀県
青木自動車部品㈱ 0748-62-0076
甲賀市水口町北脇255

大澤自動車用品商会 0748-52-2602
蒲生郡日野町松尾1572
㈱河長部品商会 0748-22-3131
東近江市幸町1-16
小林自動車用品㈲ 0749-63-5011
長浜市平方町246-2
滋賀部品㈱ 0749-64-1182
長浜市勝町54-1
㈱大進自動車部品商会 0749-22-2751
彦根市芹川町410
㈲中野自動車部品商会 077-587-0084
野洲市小篠原376-4
㈲東山商会 0740-36-1801
高島市鴨3150-81
㈱松尾自動車部品 077-545-8781
大津市大萱6-8-9
㈱ミナミ部品 0748-37-0188
近江八幡市西宿町207
㈲餅川自動車部品商会 0749-22-1693
彦根市長曽根南町459-35
㈲矢野自動車部品商会 0749-63-5000
長浜市神照町947-3
㈲横田商店 077-562-3700
草津市東草津2-1-41

京都府
㈱オート商会 075-681-6501
京都市南区四ツ塚町30
㈲共立商会 075-541-3121
京都市伏見区深草上横縄町18
㈱三協商会 075-692-3636
京都市南区吉祥院観音堂南町1-21
㈱大恵 075-605-2239
京都市伏見区下鳥羽西芹川町77番地
㈱タイヨー 0772-62-1211
京丹後市峰山町長岡463-1
㈱ダイサブ 075-632-1556
久世郡久御山町森川端23-1
㈲田中商会 075-671-6181
京都市南区上鳥羽上調子町16-2
㈱大黒商会 075-312-6655
京都市右京区西院平町10
㈱大同商会 075-691-6161
京都市南区吉祥院石原堂ノ後西町12
㈱竹田商会 075-311-4755
京都市右京区西院月双町56-3
㈱伏見商会 075-641-6196
京都市伏見区深草西浦町4-82
㈱森商会 075-414-0515
京都市北区紫野宮西町17-1
㈱山徳商会 075-681-1501
京都市南区東九条上御霊町67
㈱山中商会 075-621-3171
京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町58-1

大阪府
朝日自動車部品㈱ 072-643-8701
茨木市中河原町6-10
㈱イケモト 06-6458-5351
大阪市福島区鷺洲2-12-15
岩崎産業㈱ 06-6454-8960
大阪市福島区福島8-1-16
ウエイ商會 06-6581-0221
大阪市西区千代崎2-23-10
㈱永大部品 06-6702-2883
大阪市平野区西脇1-2-28
京阪部品㈱ 06-6996-8771
守口市大枝南町18-10
琴平自動車㈱ 06-6451-8011
大阪市福島区福島2-9-5
㈱城東部品 06-6746-5930
東大阪市楠根1-5-7
ダイヤ自動車㈱ 06-6452-0131
大阪市福島区福島3-10-1
㈱大一用品商会 06-6458-2112
大阪市福島区福島3-7-26
㈱森下商会 072-259-1331
堺市堺区向陵中町6-1-9
陸整自動車用品㈱ 072-885-4610
門真市四宮6-2-29
大喜部品販売㈱ 06-6458-7881
大阪市福島区福島8-7-2
ナカジマ部品㈱ 06-6451-2141
大阪府大阪市福島区福島3丁目4番1号

和歌山県
紀泉商会 0736-77-5682
紀の川市黒土305-01
昭和部品商会 073-433-1312
和歌山市小野町1-26
㈱杉村商会 073-431-4116
和歌山市舟大工町1
㈱第一パーツ商会 073-424-3131
和歌山市小松原通2-3-1
長野啓商会 0739-24-9040
田辺市上の山2-30-27
和歌山自動車㈱ 073-444-5254
和歌山市秋葉町2-11
和光商事㈱ 0739-22-1337
田辺市東山2-1-7

兵庫県
アカシブレーキ㈱ 078-917-2105
神戸市西区玉津町今津633-3
淡路部品㈱ 0799-24-0234
洲本市桑間576-2
㈲上島商会 078-912-5103
明石市樽屋町9-2
㈲岡本部品商会 079-422-5978
加古川市加古川町北在家2685
神尾部品商会 06-6417-0856
尼崎市大庄川田町43
㈲甲陽部品商会 0798-47-5800
西宮市甲子園高汐町6-1
㈱柴田商会 06-6416-4741
尼崎市西難波町3-25-23
神姫産業㈱ 078-651-7601
神戸市兵庫区鍛冶屋町1-2-23
竜野自動車部品 0791-63-2222
たつの市龍野町堂本136-3
㈲タルモト商会 079-422-5656
加古川市野口町野口759-1
㈲東播パーツ商会 078-927-1535
明石市大道町1-17-7
㈱巴商会 078-576-5160
神戸市兵庫区大開通6-3-16
㈲パーツ・ハリマ 0791-22-0714
相生市佐方1-3-2
阪神自動車用品㈱ 06-6401-3388
尼崎市杭瀬南新町4-6-27
㈱兵庫商会 078-576-3222
神戸市長田区御蔵通5-5
ミカゲパーツ㈱ 078-811-2244
神戸市東灘区御影本町3-14-13
㈲三村自動車部品 0797-85-1126
宝塚市中山寺1-14-12
ムツミ商事㈱ 079-234-8000
姫路市青山4-24-8
㈲ヤマヲ商会 078-575-5727
神戸市兵庫区三川口町3-1-1
八木産業㈱ 06-6413-0061
尼崎市崇徳院1-13

奈良県
㈱ホンダ商会 0745-52-5531
大和高田市旭南町5-8
㈱日之出商会 0745-52-0028
大和高田市神楽254-7

■ 中国・四国 
鳥取県
㈲共栄部品 0859(32)7488
米子市両三柳2902-6

岡山県
㈱金辺商会 086-223-4400
岡山市北区大供2-3-10

広島県
山陽商事㈱ 0848-22-9161
尾道市新浜1-4-40
山陽部品販売㈱ 082-277-1401
広島市西区商工センター4-4-3
㈱大成部品 082-291-8282
広島市中区舟入中町5-25
太陽オート㈱ 082-270-5700
広島市西区商工センター1-9-17
トキワ自動車㈱ 0824-72-2155
庄原市東本町3-17-22

㈱フセパーツ 084-922-7092
福山市南手城町4-19-3
㈱福山自動車用品商会 084-923-2200
福山市南本庄1-3-16
㈱丸三自動車商会 082-231-0303
広島市西区中広町1-9-15
㈲三城商会 0848-64-5757
三原市古浜1-7-11

島根県
三協自動車部品㈲ 0856-22-3208
益田市有明町6-23
㈱松江三和部品商会 0852-23-3030
松江市矢田町168-6
㈲松江自動車用品商会 0852-24-3535
松江市西津田1-9-44
㈱平和商会 0855-22-3511
浜田市朝日町113-6

山口県
㈲山口自動車部品 083-924-0707
山口市宝町2-27
オートアライアンス山口㈱ 0834-31-0720
周南市新地3-5-50

徳島県
㈱イチマル 088-678-7103
徳島市富田浜3丁目5番地
㈱北光社 088-665-5300
徳島市川内町平石流通団地30

香川県
㈱四国自動車部品商会 087-833-3120
高松市中央町5-29

愛媛県
住吉商事㈱ 0897-34-1000
新居浜市八雲町5-58
㈲明和パーツ 089-971-6777
松山市空港通1-5-24
㈱谷川商会 0895-22-4810
宇和島市坂下津甲407-54
㈱ネクスタ 0897-53-2414
西条市古川甲61-1
㈲勝山商店 0895-22-4741
宇和島市恵美須町2-4-13
㈲伊予部品商会 0896-23-4588
四国中央市村松町163-3

高知県
㈲安芸東亜 0887-34-4165
安芸市伊尾木214-2
パーツセンター高知㈱ 088-843-8311
高知市朝倉丙2159-1
㈱東亜 088-866-1210
高知市大津乙1820-3

■ 九州・沖縄 
福岡県
㈲共和部品 0930-23-1966
行橋市東大橋4-10-6
㈱小倉部品商会 093-931-2186
北九州市小倉北区片野新町1-7-29
小倉モータース㈱ 093-931-6931
北九州市小倉北区吉野町11-25
㈱佐藤商店 093-331-1104
北九州市門司区東門司1-4-3
自動車部品販売㈱ 093-671-4533
北九州市八幡西区陣山3-1-7
㈱白水商会 093-631-2361
北九州市八幡西区萩原3-1-5
綜合部品㈱ 093-581-0585
北九州市小倉北区西港町89番15号
㈲守田パーツ商会 093-642-2525
北九州市八幡西区紅梅1-1-6
吉住商会 093-612-1212
北九州市八幡西区小嶺台4-14-12
綿勝自動車㈱ 093-651-3331
北九州市八幡東区川淵町15-17
㈲安部商会 092-591-1210
福岡市博多区西春町2-2-1
㈱上杉スプリング商会 092-411-6147
福岡市博多区上牟田1-16-5
香月商事㈱ 092-411-2031
福岡市博多区上牟田1-8-14

九州エスエスケイ㈱ 092-621-2063
福岡県糟屋郡志免町御手洗1-1-8
㈱新光商会 092-711-9146
福岡市中央区赤坂2-1-45
杉村部品㈱ 092-431-4934
福岡市博多区榎田2-3-48
㈲田中パーツ商会 092-411-1883
福岡市博多区東比恵2-18-14
㈱東亜商会 092-761-6121
福岡市中央区警固1-8-7
東部部品㈱ 092-629-0522
福岡市東区社領1-13-10
㈲原パーツ商会 092-561-5831
福岡市南区清水2-1-37
㈲福岡部品販売 092-503-5500
大野城市御笠川3-10-3
㈱福博モーター商会 092-475-5771
福岡市博多区半道橋1-13-31
村山部品商事㈱ 092-611-1240
福岡市東区多の津5-27-9
㈱モトシマ商事 092-411-1465
福岡市博多区半道橋2-7-51
飯塚パーツ㈱ 0948-22-5440
飯塚市片島2-18-25
飯塚部品㈱ 0948-22-3333
飯塚市吉原町9-7
共和自動車㈱ 0947-44-6129
田川市伊田3568-2
豊福パーツ 0949-32-0905
宮若市長井鶴425-2
直方自動車商事㈱ 0949-22-3225
直方市新知町6-43
㈱井上商会 0942-45-3611
久留米市御井籏崎4丁目4番3
㈱イーエム九州 0942-34-6232
久留米市宮の陣町若松1-10
㈲三星ボデー用品商会 0942-33-0345
久留米市天神町35-3
㈲竹浪商会 0942-34-7331
久留米市諏訪野町2341-10
㈲東亜商会 0942-32-8345
久留米市東櫛原町1180-1
㈱内野自動車部品 0944-63-2442
みやま市瀬高町坂田1165-1
栗山自動車部品 0944-63-5700
みやま市瀬高町下庄1465-7
㈱大栄 0944-55-2020
大牟田市不知火町2-4-1
㈱平尾自動車商会 0944-56-2111
大牟田市日出町2-1-9
㈱ランテル 0944-73-2111
柳川市三橋町枝光369-5
ケイディ㈱ 0942-83-1300
鳥栖市神辺町1556-3
㈲中央自動車部品 0955-74-8175
唐津市和多田先石12-31
㈱松浦商会 0955-72-2151
唐津市和多田大土井1-9
㈱ヨネクラ 0954-63-2211
鹿島市大字中村1618-7

長崎県
㈲石橋パーツ商会 095-882-6223
西彼杵郡時津町日並郷3449-27
㈱オートパーツミヤチ 0957-54-3141
大村市古賀島町522-2
㈲神吉商会 0956-23-6166
佐世保市松浦町1-8
㈱寿 0957-22-2343
諌早市天満町17-1
㈲大東部品 0956-32-1345
佐世保市干尽町5-32
㈲長崎中央部品 095-845-3111
長崎市目覚町13-12
古川電機㈱ 095-844-8164
長崎市目覚町18-1
前田部品商会 0956-65-2468
佐世保市江迎町上川内973-25
㈲松尾部品商会 095-883-8422
西彼杵郡長与町岡郷456-3
㈲丸三商会 0956-22-4158
佐世保市城山町6-6
㈲モトシマ商事長崎 095-855-8777
長崎市滑石3-2-15
㈲諫早部品商会 0957-26-1618
諫早市永昌町10-8

熊本県
曙実業㈱ 096-378-2235
熊本市南区田迎6-11-45
三栄輪業㈱ 096-353-3451
熊本市中央区練兵町18
㈲セイコー商事 096-213-3721
熊本市東区下南部3-14-8
㈲太陽実業 096-357-6223
熊本市南区八幡5-11-8
㈱永瀬パーツ 096-355-2161
熊本市中央区本山4-3-3
㈱日米商会 096-354-1166
熊本市西区二本木2-16-16
㈲畑上商会 096-357-0288
熊本市南区島町2-7-8
㈱フタバ 096-377-2811
熊本市南区流通団地1-10-1
㈲サンワ部品商会 0966-63-4424
水俣市港町2-3-15
高橋部品商会 0966-63-8464
水俣市港町2-1-8
橋本部品 0966-86-2180
葦北郡芦北町湯浦230
㈲宮地小型部品商会 0965-35-1215
八代市夕葉町5-5
㈲八代部品 0965-33-3535
八代市大手町1-9-16
㈱太陽 0969-23-7247
天草市大浜町7-7
山田機材工業 0969-23-4020
天草市今釜町3333
伸和部品㈱ 0968-73-4111
玉名市寺田134
㈲東京部品 0968-25-3101
菊池市隈府501

大分県
㈱アサヒ 097-552-0008
大分市西新地2-6-39
㈲木下部品 097-536-5903
大分市中島中央3-2-29
㈱九州明治商会 097-558-5353
大分市中津留1-3-4
㈱サンキューケン 097-555-9889
大分市西新地1-5-28
㈲成正パーツ 097-503-0160
大分市日吉町2-10
㈱日米自動車商会 0977-23-3164
別府市船小路町4-23
㈱ユタカ商工 097-536-5088
大分市新町3-37
㈲サガラ部品 0979-25-0162
中津市下池永720-3
㈲都甲産業 0978-34-7117
宇佐市東大堀274-1
㈱中津モーター商会 0979-22-3461
中津市中央町1-3-49
日田部品㈱ 0973-22-2310
日田市南元町20-5
ライオンズ部品㈱ 0978-32-0456
宇佐市大字川部字荒田647-1
㈲赤峰パーツ 0972-23-1110
佐伯市鶴岡町3-1-19
㈲安東商会 0972-82-0215
津久見市地蔵町6-2
㈲黒川商店 0972-62-9121
臼杵市大字市浜字馬渡1191-3
㈲新聖パーツ 0972-23-6531
佐伯市城南町395
㈲田部商会 0974-63-3311
竹田市大字拝田原242-5
㈱佐藤商会 097-574-8241
豊後高田市高田1845-1
㈱PARTS FACTORY 097-574-8241
大分市古国府五反田627-3
㈱シナジー 097-552-4721
大分市向原東1-7-4

宮崎県
池崎部品店 0982-72-2462
西臼杵郡高千穂町大字三田井806
えびの部品商会 0984-33-1338
えびの市大字杉水流91-1
㈲えびはら商会 0982-52-7138
日向市鶴町1-4-13

㈲小林部品 0984-23-3606
小林市大字細野9-7
㈱鈴木部品商会 0985-26-2616
宮崎市橘通東5-7-38
㈱大都部品商会 0986-23-1689
都城市松元町4-27
㈲髙見部品商会 0982-35-4355
延岡市川原崎町411
㈲竹之下部品商会 0985-24-1836
宮崎市清水3-7-4
㈲とき部品商会 0985-25-0922
宮崎市江平東町4-12
㈲豊守部品商会 0985-24-5571
宮崎市橘通東5-1-29
㈲日東商会 0984-23-2110
小林市大字堤並松添2977-10
㈲髙原部品商会 0984-23-3443
小林市堤2789
㈱みのる商会 0987-23-5205
日南市吾田東8-8-58
平成パーツ 0984-22-3369
小林市堤3724-3

鹿児島県
㈲姶良自動車部品商会 0995-42-2940
霧島市隼人町真孝177-8
㈲オートパーツしげやま 0997-53-9882
奄美市名瀬鳩浜町30
㈱川原自動車部品商会 099-260-2471
鹿児島市卸本町5-12
㈲三和部品 0997-53-2698
奄美市名瀬有屋町2-7
㈲城南部品商会 099-226-1205
鹿児島市甲突町18-2
㈱川内モータース 0996-22-3195
川内市西向田町4-5
㈲高原部品商会 099-257-2855
鹿児島市真砂本町29-8
中央部品㈲ 099-422-0217
肝属郡錦江町馬場367
㈱中島自動車部品 0993-53-3338
南さつま市加世田村原1-1-17
㈲日伸 0994-43-3143
鹿屋市札元2-3755-2
㈲林部品商会 0995-62-4535
姶良市加治木町木田2357-1
㈲ハラグチ部品 099-258-7041
鹿児島市唐湊1-13-17
㈲北薩自動車部品商会 0995-22-5754
伊佐市大口原田714-4
㈲堀部品商会 099-256-0253
鹿児島市新栄町25-2
㈲丸共自動車部品商会 0995-74-2418
姶良郡湧水町木場360
㈱モリ 0997-82-1331
大島郡徳之島町亀津128-3

沖縄県
㈱石川部品店 098-867-3034
那覇市港町2-7-22
㈲エスケイ商事 098-878-2402
浦添市内間1-8-22
㈲金城部品店 0980-53-0277
名護市大北2-7-2
(資)渡久地部品店 098-939-1123
沖縄市東2-3-11
㈲第一部品店 098-856-4621
豊見城市宜保166-3
㈱那覇部品 098(877)2429
浦添市内間1-8-19
㈱南海部品商会 098-856-1921
豊見城市字名嘉地348
山根自動車部品店 098-850-4919
豊見城市座安149
㈲大和サービス 098-937-0380
沖縄市松本6-7-3
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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ことに伴い、
当社の債権の時効期間も変わるのか？

現行民法の下での時効期間

　現行民法上、債権の時効は１０年とされていますが、商
事関係の債権については、商法という法律により５年に短
縮されますので、基本的には５年で時効となります。これ
だけであれば、分かり易いのですが、民法上、様々な特別
な規定が設けられており、商事債権にもそれらが適用され
るため、例えば、卸売や小売商人などの売却代金について
は２年で、運送費、入場料、レンタカー料金等については
１年で時効となります。また、不法行為による債権（交通
事故など）については、損害及び加害者を知った時から３
年で時効になります。

改正法の下での時効期間

　現行民法では時効期間が上記のように細かく区分され、
どの規定の適用になるのか分かりにくいこと等から、改正
法では、債権は「債権者が権利を行使することができるこ
とを知った時から５年間行使しないとき」または「権利を
行使することができる時から１０年間行使しないとき」に
時効消滅するとされました。契約に基づく債権は、基本的
には権利を行使できる時期を契約時から認識しているた
め、多くは弁済期から５年で時効となります。基本的に５
年で時効となるため、同じく商事債権の時効を５年と定め
ていた商法の規定は削除されました。不法行為による債
権については、３年で時効となる旨の規定が維持されまし
たが、生命又は身体を害する不法行為による債権の時効

は、損害及び加害者を知った時から５年で時効消滅する
との特則が新設されました。そのため、交通事故のいわゆ
る物損については３年、人損については５年で時効となり
ます。

時効を止めるには、どうすればよいか

　現行民法上、時効を中断するためには、債権者において
裁判手続をとったり、差押、仮差押などの強制執行手続を
とったり、債務者に債務を承認してもらう必要があります。
　改正法では、時効の「中断」という名称から「更新」と
いう名称に変更されましたが、時効の更新事由については
基本的には従前と同じです（後記の通り「仮差押」は更新
事由ではなくなりました）。裁判外で、督促した場合、現行
民法上、「催告」として６か月間、時効の完成が猶予され
ますが、改正法では、「催告」に加え、中断事由とされてい
た「仮差押」、さらには、新たな概念である「協議を行う旨
の合意」が時効の完成猶予事由として定められました。
「催告」に関して、督促状を送り続けていれば、時効になら
ないなどと勘違いしている方もいますが、そのような誤解
が生じぬよう、時効の完成が猶予されている間の再度の
催告は、時効の完成猶予の効果を有しない旨、明記され
ました。時効の中断・更新のためには、本来の時効期間
満了前の最終の催告時から６か月以内に、訴訟提起その
他の更新措置をとる必要があります。
　改正法では「協議を行う旨の合意」を「書面」で取り交
わした場合には、１年間（繰り返し合意書を取り交わせ
ば、本来の時効完成時期から最大で５年）、時効の完成を
猶予させることができることとなりました。新たな時効の
完成猶予の手段として、利用できるケースもあろうかと思
います。
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　中古車の円滑な流通を目指し、ユーザ

ーと事業者にとって有益な情報を提供す

る、一般社団法人日本自動車流通研究

所（磯貝哲也代表理事、JADRI）は、去

る2018年12月14日、都内で特別基

調講演を開催した。

　講師は船井総合研究所　第四経営支

援本部　オートビジネス支援部　グルー

プマネージャー・シニア経営コンサルタ

ントの菊池正寛氏。「業界動向と軽自動

車販売のモデル事例」をテーマに、自動

車業界の全体動向、軽自動車専門店の

各業態のモデル事例、明日から使える具

体的な手法、専門店出店と店舗のリニュ

ーアル手法の4項目について講演した。

　自動車業界動向を簡単に振り返ってい

きたいと思います。まずは人口ですが、こ

の100年で３倍になりました。1900年に

は4,300万人でしたが、ピークは2008

年で1億2,800万人です。そこから50年

かけて2055年にはその３分の２の8,800

万人になるという予測が出ております。

　また、日本政策投資銀行で出している、

総消費額、一人ひとりがいくら消費する

かという予測数字がありまして、2010年

を100としております。2020年も実は

100なのです。大事なのはほぼ全てのエ

リアは消費額が下がっていくという予測が

出ております。

　次は新車の販売台数です。ピークは

1999年の777万台で、そこからずっと下

がってきています。一部、2009年のリー

マンショック、2011年の東日本大震災で

それぞれ460万台、420万台とここ数年

で最低の数字を出した後は、500万台を

行ったり来たりと推移しております。先ほ

どの消費額の予測と照らし合わせますと、

2020年以降はもう少し緩やかに下がって

いくのではないかと思います。

　次に保有台数の推移と軽自動車の比率

です。平成の約30年を振り返ってみたい

と思います。平成元年の保有台数は約

5,500万台です。今は自動車全体で

7,800万台と増えてきました。

　一方、軽自動車はと言いますと、平成

９年まで比率が25%で横ばいでした。こ

こで消費税が3%が5%に上がった途端、

軽自動車比率は上がっています。そして

平成14年には消費税が5%から8%に上

がっていますが、39%という所まで増えて

います。

　乗用車の平均使用年数の統計です。

初度登録から抹消登録までの平均値とい

うことですが、普通車で12.91年、軽自

動車で14.55年ということで、平均使用

年数はどちらも伸びております。

　次に代替サイクルです。新車には一次

ユーザーが平均で7.7年乗っているという

ことになります。そこで手放して、中古車

として買った二次ユーザーが何年乗るか

というと、７年乗っていまして、合計する

とたしかに14年に近くなってきますので、

先ほどの初度登録から抹消までの期間が

長期化しているという所と数字が合ってく

るかなと思っております。どんどん乗り換

えていくというよりは、代替サイクルもどん

どん長期化しているというところです。今

後、７年が10年になっていってもおかし

くはないと考えております。

　あとは登録車のメーカー別のシェアで

す。ここ３年の大きな動きと言いますと、

そこまではありません。トヨタ、日産、ホ

ンダとありますけれども、トヨタが47%だ

ったのが若干減って44%になり、逆に日

産が２ポイント高めたということになります

が、大きな順番の変更等はありません。

　一方で軽自動車のメーカー別の販売シ

ェアは、ダイハツのシェアが以前に比べる

と２ポイント下がって、スズキ、ホンダは

0.5ポイントずつシェアを高めたという実

績があります。こちらもランキングに大き

な変動はないと見ていただいてよいかと思

います。

　車種別の販売台数ランキングですが、

最新で１月～９月の累計が出ておりますけ

れども、登録車も入っている数字ですが、

N-BOXが一番ですね。2

番目がスペーシア、3番目

にノート、次いでデイズ、

タント、ムーヴ、アクア、プ

リウス、ワゴンR、セレナと

いう形になっております。

　トップ10のうち、６車種

が軽自動車となっておりま

す。ホンダのN-BOXで言

いますと、昨年（2017年）

も１位でしたし、前年比も

117%と伸びています。ス

ペーシアは142%と伸びて

おりまして、これは昨年

（2017年）12月にモデル

チェンジがありましたので、今年は非常に

伸びている車種になっております。

　あと軽自動車の特徴と言いますと、一

言で言うとスライド車が伸びているという

ことです。N-BOX、スペーシアもそうです

し、デイズ、デイズLOOX、タント、ムー

ヴ、ムーヴキャンバスなどトップ5はすべ

てスライドドア車が含まれております。

　このランキングは以前とも変わっており

ますし、実際具体的な展示場のつくりを

考えていただく時には、このランキングを

ぜひ参考にしていただければと思います。

　さて、前回の消費増税の時の駆け込み

需要を改めて数字で捉えてみました。

2013年の１月から３月の販売台数と

2014年の同期間を比較してみます。

　2014年１月から３月の駆け込み需要は

普通車が117%、軽自動車が127%で、

合計で120%となっております。

　では増税後はどうなったかと言います

と、2014年４月から12月の販売台数の

前年比を出しておりますが、増税後９ヶ月

の落ち込みまして、普通車が92.4%、軽

自動車は101.5%、合計で95.8%という

数字になっております。

　５%から８%への増税だったわけです

が、この３%がどれだけ財布に効いてくる

かというのは、やはり車体価格が高い車

ほど少ないパーセンテージでも財布に響

きますので、普通車の方が打撃は大きか

ったと思います。

　次に個人リースの保有台数の推移で

す。平 成29年、30年と２年 連 続で

124%と伸びております。トータルで言え

ば25万台ですので、まだまだ多くない数

字ではございますけれども、非常に高い

成長率を示しております。

　それからもう1つ、これから自動車業界

で面白いのではと思っているのが、

MCCSというデバイスです。これは遠隔で

エンジンスターターを操作できる、要はロ

ーンが通過しなかったお客さまに対しても

ローンで販売できるというデバイスになっ

ております。

　パートさんとかフリーランス、派遣社員

さんなど支払い能力があるけれども与信

が通らないという方が150万人、本当に

支払い能力がないという方はこのうち40

万人ということで、この間の層方向けのデ

バイスです。おそらく来年以降、もっと一

般的になってくると思います。

（一部抜粋）

日本自動車流通研究所（JADRI）が基調講演を開催
テーマは「業界動向と軽自動車販売のモデル事例」

船井総合研究所　菊池正寛氏
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124%と伸びております。トータルで言え

ば25万台ですので、まだまだ多くない数

字ではございますけれども、非常に高い

成長率を示しております。

　それからもう1つ、これから自動車業界

で面白いのではと思っているのが、

MCCSというデバイスです。これは遠隔で

エンジンスターターを操作できる、要はロ

ーンが通過しなかったお客さまに対しても
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ております。
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さんなど支払い能力があるけれども与信

が通らないという方が150万人、本当に

支払い能力がないという方はこのうち40

万人ということで、この間の層方向けのデ

バイスです。おそらく来年以降、もっと一

般的になってくると思います。
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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。

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

究極の地域無料広告
Googleマイビジネスとは？

　あなたは、グーグルマップ上の地図に自社名や店名を
表示できることを知っていますか？
　試しに今いる場所で「車検工場」や「整備工場」と検
索してみてください。パソコンでもスマートフォンでも構い
ません。検索結果の上位にGoogleマップが表示され、
近くの整備工場が表示されていませんか？
　Googleは近年、一部の検索キーワードで検索地域付
近のホームページを上位表示させたり、Googleマップ自
体を上位表示させるようになりました（つまり「東京駅＋
整備工場」と検索すると、東京駅周辺の整備工場が上位
表示されたり、東京駅周辺の地図上に近い整備工場名を
表示するようになっているという意味です）。
　整備工場は地域性のあるビジネスです。” 整備工場” と
いうキーワードは、Googleでも地域を加味したキーワー
ド検索対象になっています。あなたの会社のホームページ
も「整備工場」「車検工場」などのキーワードで上位表示
されているかもしれません。一度調べてみてください。
　ところでGoogleでは、あなたの地域で「整備工場」
と検索された場合の検索順位を判断する際、所在地をど
うやって判別しているのでしょうか。実は、一つの要素と
して「Googleマイビジネス」に設定された情報から、地
域や住所を判断しているのではないか？ と言われていま
す。つまり、あなたの整備工場を「Googleマイビジネ
ス」に正しく登録することで、検索順位にプラスの影響が
働くと考えられるのです。 

「Googleマイビジネス」を登録しよう！
　「Googleマイビジネス」とは、Googleが行っている実
店舗企業向けの店舗情報掲載サービス（Googleマップ
上でお店を宣伝できる無料サービス）です。無料で登録

できるので、ぜひ登録してみてくだ
さい。
　Googleマイビジネスでは、工
場の住所や電話番号、営業時間
などを伝えられるほか、ホームペ
ージへの誘導ができたり、ユーザ
ーから口コミを投稿してもらったり
キャンペーン情報などをアピールできる機能があります。
　Googleマイビジネスに正しい情報を掲載することで、
「整備工場」などと検索したユーザーに対して自社情報を
伝えられるほか、検索結果の地図に表示されやすくなる
ため、お客さまから選ばれやすくなるのです。

地域ビジネスに必須の機能
　あなたのターゲット地域に住んでいる人の大半は、あな
たの整備工場のことを知りません。でも安心してください。
誰かが新しいお店を探す時、ユーザーは「地域名＋キー
ワード（“整備工場” や “車検” など）」と検索すること
で、目的のお店を見つけます。このような検索を「ローカ
ル検索」といい、検索ワードの一定数を占めています。
“整備工場” や “車検工場” などの地域性のあるキーワー
ドは、Googleマイビジネスとホームページへの連携を正
しく行うことで、より見込み客にアピールできるようになり
ます。
　Googleマイビジネスの登録は、正しく登録できると
色々なプラス要素が働きます。ホームページを持っていな
くても登録できますので、ぜひ試してみてください！

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
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カーベル伊藤が
力道山の孫と年末決戦
　もはやプロレスラーが社長を務めている状態と言

っても差し支えない!? カーベル伊藤こと、新車市

場・100円レンタカー・ペットの旅立ちを運営する

株式会社カーベルの伊藤一正社長が前回対戦した

佐野直選手とタッグを組み、去る2018年12月16

日、後楽園ホールで開催された「ガンバレプロレス

BADCOMMUNICATION2018」の第三試合に参

戦した。

　相手はあの伝説のプロレスラー力道山の孫である

力（ちから）&三富政行組。試合は力が度重なるカ

ーベル伊藤の挑発によって頭に血を上らせるなど、

序盤からカーベル伊藤ペースで進んだ。勢い込んだ

カーベル伊藤は得意技の、あかさたなチョップやジャ

イアントスイングを決めるなど、見事勝利を収めた。

Topics業界トピックス

力に、あかさたなチョップを決めるカーベル伊藤

危険も省みず場外乱闘にも挑んだ
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ハイブリッド車の新車販売台数は
３年連続で100万台超え

　先ごろ、日本自動車販売協会連合
会がまとめた2018年の燃料別新車
販売台数（登録車のみ軽自動車除く）
によると、ハイブリッド車は全車種合
計で対前年+0.8%の110万4,704
台を記録した。伸び率では電気自動
車の+45.5%には及ばなかったもの
の、3年連続の100万台超えであり、
年間販売台数に占める割合も約38%
と、ガソリン車の155万9,031台に
も匹敵する台数となっている。

保有台数に占める割合も9%と
ほどなく10%に達する勢い

　これだけの勢いで売れていれば、当
然、ハイブリッド車の保有割合も増え

てきていることが予想される。自動車
検査登録情報協会が発表した2018
年3月末時点のデータによると
7,539,094台で、総保有台数に占め
る割合でいうと約9%に当たる。本年
秋に発表されるであろう2019年3月
末時点でのデータでは10%に到達す
るのもほぼ間違いないだろう。

同様にリサイクル市場でも増加傾
向にあるハイブリッド車

　新車販売・保有において存在感が
増してきているハイブリッド車だが、
一方で乗用車全体の使用年数の長期
化傾向も考え合わせれば、リサイクル
部品の当てがあるかも気がかりだ。
　以前、このコーナーでも紹介した、
自動車リサイクル促進センターが発表
した最 新の「自動 車リサイクル

BOOK」によれば、使用済みハイブリ
ッド車の台数は基本的に増加基調で
あり、特に2016年から2017年にか
けてはほぼ倍増の伸びを見せた
22,487台となっている。
　また、燃料を問わず、使用済み車の
海外流出＝国内リサイクル部品の不
足が叫ばれているため、中古ハイブリ
ッド車の輸出状況も確認すると、やは
り基本的に増加基調にあり、2014年
から2015年にかけて急激に伸びて
おり、今や10万台を超える規模で輸
出されていることが分かる。
　プリウス登場から20年を経過した
今、リサイクル部品市場におけるハイ
ブリッド車の需要が本格化するのは間
もなくであり、1日も早い安定供給体
制の構築が解体業者、部品販売業者
に求められる。

自動車リサイクルのページ
automobile recycle

リサイクル市場においてもハイブリッド車の存在感が増している
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応募締切  2019 年 2月 28日（木） ※当日到着分まで有効読者プレゼント読者プレゼント

送付先ファックス番号 ▶ 03-5713-7607

FAX. 03-5713-7607

Present ①　1名様

　3月15・16・17日とインテックス大阪にて開催される、第

35回大阪モーターサイクルショー 2019の特別招待券を1名様

にプレゼント。本イベントは毎年3月に開催される人気イベント

で、最新&人気モデルのバイクが一堂に集結し、見て・触れて・

乗れる関西最大級のバイクイベントである。

大阪モーターサイクルショー2019特別招待券
 » 編集部

» 株式会社せいび広報社　https://www.seibikai.co.jp

Present ②　応募者全員

　840ml 缶で最大クラスの溶剤 588mlを含み、噴

射剤はLPGとCO2の混合配合により寒冷地などで

も安定して噴射でき、最後までしっかり使いきれるク

リーナー。その高い性能をより多くの方に体験してい

ただきたく、希望者全員にサンプルをプレゼント!
» エムケーカシヤマ株式会社　www.mkg.co.jp/global/jp/

MKブレーキ&パーツクリーナー
 » エムケーカシヤマ株式会社

申　込　日　　　　年　　　月　　　日

会社名

部署名

氏　名

住　所

e-mail

電　話

ＦＡＸ

年　齢

今後の新製品等のご案内等に利用させていただきます。
またメルマガ配信なども企画しております。ぜひご記入ください。

〒□□□－□□□□ 
歳

申 込 者 情 報

アンケート用紙またはコピーに希望する

商品などアンケートのご回答と必要事項

をご記入の上、FAX にてご応募下さい。

応 募 方 法

締　切読者アンケート（プレゼント応募用） 2019 年 2月 28日（木）　※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 庫車両のヘッドランプの状態をチェックしていますか？

□ 大阪モーターサイクルショー2019 特別招待券
  1名様

□ ブレーキ&パーツクリーナー 応募者全員

□  している→Q2へ　□  していない→回答終了

□　自動運転革命

□　編集ブログ

□　整備現場で働くメカニックの徒然なる日々

□　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

□　読者プレゼント

◎  連載記事

□ 関西ペイントが大変革期に対応した
 システムを提案

□ 帰ってきた有償運送許可情報

□ JADRIが基調講演を開催

□ 業界トピックス

□ 注目の商品

□  している→Q3へ　□  していない→回答終了

Q２ ヘッドランプのクリーニングサービスは
提供していますか？

Q3 どんな施工方法ですか？
（例：表面を削って、薬剤を塗り広げる）

◆　今月号の中で、興味深かった記事は？
　　（複数回答可）

◎  今月の特集・注目記事

□ 東京オートサロン2019

□ ファーストグループ CAMP

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
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注目の商品 Pick-Up Product 

関西ペイント　電波吸収シート（79GHz帯用）

Pick-Up Product

2018年 3月発売の77GHzに続いてのラインナップ

注目の商品

注目の商品

新　商　品

新　商　品

株式会社空研　〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3-6-15　TEL：072-953-0601　URL ▶ https://www.kuken.co.jp

関西ペイント株式会社　〒541-8523 大阪市中央区今橋２-6-14　TEL：072-953-0601　URL ▶ https://www.kansai.co.jp

　中研削作業に最適でパワフルに研削す
ることができる、20mm幅のベルトサン
ダー｡主な特長は下記の通り。
① 先端ロックナットを廃止することで狭

隘部位への研削が可能
② アームの角度調整は蝶ねじ1本で変

更可能
③ ラバーグリップ採用で防振、防寒効果

を発揮
④ スイベル式ねじスリーブを採用しエア

ーホースがねじれない
⑤ 排気方向を360度変えることができ、

サイレンサー付きでとても低騒音

　2018年 3月に発売した、ミリ波
レーダー自動運転用77GHz 帯用
「電波吸収シート」に、広帯域ミリ
波レーダー 79GHz 帯用が新たに加
わった。
　自動運転のセンサーには、カメラ
や近赤外線（LiDAR）に加え、ミリ
波レーダーと準ミリ波レーダーが使
用されている。自動運転の精度を高
めるために、車の側方や後方用に高
分解能な79GHz 帯ミリ波レーダー
の適用が検討されているが、周囲の
反射物によるレーダー散乱の影響を

受けやすい傾向がある。
　レーダー散乱の原因となりやすく、
自動運転誤作動防止のために本製
品「電波吸収シート」が必要とされ
る反射物として、トンネルや屋内駐
車場といったコンクリート壁面など
のインフラ設備、および、ミリ波レ
ーダーを扱う設備や部品などを想定
している。
　今後、自動運転車の側後方レー
ダー（24GHz 帯）や実用化が期待
される路車間通信等の5G（28GHz
帯）向けも製品化を目指す。

空　研　幅ベルトサンダー「KBS-20T」
20mm幅のベルトで中研削作業に最適なパワフルさ

Rc1/4

ホース口金
取付ねじ

20×520

使用ペーパー
サイズ

mm

14,000

無負荷
回転速度

rpm

2,000

ベルト
速度

m/min.

427

全長

mm

114

全幅

mm

1.6

質量

kg

85

騒音
レベル

dB（A）

0.62

空気
消費量

m3/min

1.1

振動値 a
（3軸合成値）

m/s2

KBS-20T

諸元

型式
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総発売元：G-STYLE Co.,Ltd　TEL.04-7187-4405

■ 東邦自動車株式会社
本社 大阪府大阪市西成区南津守2-1-1
TEL：06-6652-2400 FAX：06-6652-2413

東京支社 東京都品川区西五反田5-5-7
TEL：03-5719-6811 FAX：03-5719-6812

■ 株式会社ワールドパーツ
本社 大阪市西成区南津守2-1-14
TEL：06-6659-0167 FAX：06-6659-0762

お求めは正規販売代理店まで

利益シュミレーション
施工台数 約25台 （リキッド1本あたり）

施工一台原価 512円
参考施工上代 16,000円
利益 1台施工15,488円
※追加リキット 500㎖ （12,800円）

● 施工直後より硬化するため、短時間で施工可能

● 利益率も高く顧客満足度も高い

● 他に類を見ないスチームによる蒸着 （※特許出願中）

● 黄ばみくすみの再発が少なく耐久性が高い

（税別）

従来の溶剤を塗り込む施工や塗装と異なり溶剤を蒸着施工



E-MAIL  info@autel.jp  　URL  www.autel.jp





CUPON デュアルカラーLEDフォグバルブお買い上げ
の方にT10バルブ１セットをプレゼント！

｜ 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

｜ 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31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

セット購入で販促用ライジングⅡ 点灯ディスプレイ進呈

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

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

0120 - 727 - 969

0234 - 43 - 1275
顧客満足と環境保全を提供することで社会に貢献します
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｜ リサイクル・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

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

｜ 車買取／リユース・リビルト部品販売 ｜

カーレポ 株式会社
▶ （ひたちなか工場）茨城県ひたちなか市新光町552-55

廃車査定 お持込み1台あたり1,000円アップ
（せいび界を見たとお伝え下さい）

96%エネルギーの真価を人の力が教えてくれた̶̶

CUPON

茨城県内全域

引取り ・ 査定 伺います

http://4r-plus-e.jp/

0120 - 577 - 814

029 - 264 - 2424

ISO4001取得
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▶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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