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マグロ漁船のラインホーラーから
自動車まで

　神奈川県の三浦半島を縦断する京急

線の終着駅である三崎口駅より徒歩１分

に位置する丸石自動車。

　取材の冒頭で同社の石川康雄社長から

紹介されたのが、店舗の入り口に堂々と

立っている鉄の塊（左写真）。こちらはマ

グロ漁船で活躍する釣り糸を巻き取るリ

ールだそうで、同社のモニュメントにもな

っている。店先では鍵の返却ポストとして

活用しているだけあって、受け口と取り出

し用の扉を設けている。

　同社の歴史は古く70年以上前にマグ

ロ漁船延縄漁業機械ラインホーラーの製

造からスタートし、同じ機械関係というこ

とで同時に自動車整備も手がけるように

なった。

　当時は、漁港に近い所で自動車整備を

行っていたが、手狭になり現在の三崎口

駅前の店舗へ移転したのが、昭和40年

であった。当時は、まだ京急三崎口駅も

開設しておらず、「まさか店の目の前に駅

ができるなんて」と驚きがあったそうだ。

　駅前の好立地を活かしてレンタカー事

業を行っており、取材時にもレンタカー客

の来店があったのだが、ここ数年でレンタ

カーの取り扱いが急増しているという。

　そのきっかけのひとつとなったのが、ホ

ームページへの掲載である。駅前といっ

てもレンタカーをやっていることを認知し

てもらわないと来店にはつながりづらいか

らである。

毎月開催のオイルキャンペーンで
着実に新規客を獲得

　かれこれ16年ほど第3土曜日にオイル

キャンペーンを行っており、それによって

毎回新規のお客さまが来店している。当

初はチラシを撒き集客に尽力もしていた

が、現在では、チラシを撒いたりしていな

い。とはいうものの、何だかんだでキャン

ペーンの度に毎回1組は新規のお客さん

が来てくれるのだという。

　「どうしてだろう？」と社長はおっしゃる

が、長年の継続とホームページにしっか

りと情報が載っているので、ユーザーには

きちんと情報が届いているのだろう。

　こうして集めた新規顧客の管理や車

検・点検顧客の管理などで活躍している

のが、ベースシステムの「MOTORJIM 

Cosmo」である。「経理のシステムと連携

ができるのもポイントで、操作性も分かり

やすく、またサポートの方も分からないこ

とにすぐ対応してくれるので助かってい

る」と石川社長。「MOTORJIM Cosmo」

が基幹から同社のシステムを支えていた。
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　世界標準の車体整備技術で、お客さ
まに安全・安心を提供するプロ集団のネ
ットワークであるBSサミット事業協同組
合（磯部君男理事長）は、去る7月8
日、9日の2日間に亘って2019年全国
大会をANAインターコンチネンタルホテ
ル東京にて開催した。
　ここでは同組合の今年度の方針が凝
縮された磯部理事長の挨拶を一部抜粋
して紹介する。
　先進的な車体整備業者の団体だけに、
今後の車体整備事業者がどうあるべきか
の1つの指針となるだろう。

■ 迫る次世代自動車時代に向けて
　 議員連盟を設立

　現在の自動車社会は、134年前、ド
イツのダイムラーとカールベンツが内燃
機関であるガソリンエンジンを考案し、
これを動力源とした自動車が発売されて

以来、改良を重ねて現在に至っておりま
す。この長らく続いてきた内燃機関、す
なわちガソリンエンジン、ディーゼルエン
ジンはCO2削減、大気汚染の解決とい
う世界的な地球環境問題改善の観点か
ら終止符を打たざるを得なくなり、今や
世界の自動車メーカー各社の大勢は電
気自動車に大きくシフトしております。
　それと並行して衝突安全性能の確保、
省燃費・省エネルギーの観点から自動車
の車体を構成する材料に、これまで使用
されてきました軟鋼板から板厚が薄くて
も剛性のある超高張力鋼板や炭素繊維
樹脂が採用されております。
　しかしこれらの新材料を修理するには、
車体整備業がこれまで培ってきました修
理経験則、コツでは限界があり、新たな
修理技法が要求されております。
　さらに追い討ちをかけるように、次世
代自動車の出現がオーバーラップし、車
体整備業が抱える諸問題も数多く山積し
ており、この車体整備業に関わる諸問題
をBSサミット組織単体では解決できな

いことが多くなっ
てきていることも
また事実でありま
す。
　そこで多くの議
員の先生方にご
賛同いただきまし
て、平成29年12月12日に「安全な自
動車の車体を確保する議員連盟」を立ち
上げていただきました。議員連盟の骨子
は、大きく変わりつつある自動車車体整
備業が、お客さまからお預かりしたお車
の確実な修理が遂行できること、そして
安全・安心な次世代自動車時代において
車体整備業が抱えた諸問題の解決手段
を構築することであります。
　設立の基本要件としては、① 先進安全
技術への対応、 ② 自動車整備の高度化
による安心・安全な車体整備技術の確
保、 ③ 車体整備事業環境の確立という
3つをコンセプトとしております。
　議員連盟の会長には自由民主党衆議
院議員 細田博之先生、副会長に公明党

幹事長・衆議院議員 斉藤鉄夫先生、事
務局長に自由民主党衆議院議員 佐藤ゆ
かり先生、主監に公明党参議院議員 西
田実仁先生、議長に自由民主党参議院
議員 赤池誠章先生、顧問に元衆議院議
員 中川秀直先生、その他58名の国会
議員の先生方から構成されております。
　立ち上げから2年間、車体整備業界
がサステナビリティ、すなわち持続的な
経営を確保するのに必要な要件の洗い出
しを優先し、それに必要な項目の選別を
していただきました。
　当然ではありますが、次世代自動車特
有の新技術・新素材の多様化への対応
も考慮していただいたこと、議員連盟の
究極の目的である自動車ユーザーへの安
心・安全な車体整備の提供をコンセプト
としていることは言うまでもありません。
　さらに目的達成を促進するため、国土
交通省、金融庁、日本損害保険協会、
中小企業庁、公正取引委員会にご参画
いただき、業界課題の解決に向けた活動
を行ってまいりました。

　今年は優先度の高い項目から順次関
係業界をはじめ、具体的な議論を行い、
組合員の皆さまにとってより良い結果を
生み出してまいりたいと思います。

■ 全組合員での特定整備認証と
　 トレーサビリティの仕組み構築

　改正道路運送車両法が5月17日に成
立し、同月24日に公布されております。
また自動運転レベル3についても今回の
改正で対処できる法案として可決・成立
しております。道路運送車両法を次世代
自動車社会に適合すべく、自動運転シス
テムに関連するカメラやセンサーなどの
装置の整備事業の認証及び自動運転シ
ステムの実用化をにらみ、従来の分解整
備の範囲を拡大し、名称を「分解整備」
から「特定整備」に変更いたしました。
　いずれ改正道路運送車両法がスター
トする時点で、我々車体整備業は経営
者の判断により現在の認証工場取得か
ら特定整備認証資格への申請が必ず必
要になります。

　それでは具体的な3つの資格取得パタ
ーンについて、お話させていただきます。
特定整備工場パターン1では、従来車
の分解整備作業は可能です。ところが
2024年に実施予定のOBD検査でエー
ミング調整作業が新たな特定整備作業
項目となれば、パターン1の工場では自
動ブレーキ装着車のエーミング調整作業
はできません。結果的に見ると、パター
ン1の工場では次世代自動車の整備業
務をお願いしたにも関わらず、他社に外
注することになり、損害保険会社やお客
さまからも信頼を失うことになります。
　特定整備工場パターン2は現時点で
分解整備の認証を取得しておらず、かつ
新たに特定整備に該当する整備業務の
みを事業として実施する工場が該当しま
す。現時点でガラス脱着作業を行い、エ
ーミング調整作業を行っている工場など
が想定されます。
　一方、特定整備認証工場パターン３
は、現在実施中の分解整備作業に加え
て、新たに特定整備に該当する作業を実

施する工場を想定しており、次世代自動
車の整備作業内容としてはすべての作業
を網羅しております。当然、エーミング
調整作業を実施する、所定の設備、機
械工具など諸条件を満たしていることは
言うまでもありません。
　BSサミット組合員工場におかれまして
は、パターン3の資格取得が必要です。
また国土交通省は新たに特定整備に該
当する作業を行う事業者に対し、一定の
技能・知識を持った者の配置を検討して
います。
　国土交通省の定めた研修を受講した
一定レベル以上の自動車整備士をこれに
カウントすることを1つの案として今、考
えているようです。
　現在、無認証の車体整備工場は数多
くありますが、これからは特定整備認証
資格を取得していない工場は生き残るこ
とはできません。
　さらに特定整備認証の看板については
各地の運輸局長が発行し、自動車ユー
ザーにも分かりやすいものになります。
その結果、自動車をお使いになっている
お客さまへのアピールになることは間違
いありません。
　特定整備認証資格取得は次世代自動
車社会の一翼を担うBSサミット組合員
工場としてはぜひ取得を目指してまいり
ますが、越えるべき大きな課題もござい

ます。それはDTC、すなわち故障コード
の取扱であり、これは大変重要です。
DTCは次世代自動車整備のエーミング
調整作業を実施するに当たり、必ず確認
しておくべき重要項目です。
　それは修理責任の明確化とトレーサビ
リティとエビデンス、すなわち修理した
証拠書類の管理です。具体的にはまず
修理車両が入庫した時点で、スキャンツ
ールを使用します。この作業を実施しな
いまま、エーミング調整作業が終了し、
DTCを最終確認した場合、このDTCは
過去の故障が処置されていなかったもの
なのか、それともエーミング調整作業終
了時のものなのかが判別不能となり、責
任の所在を含む整備作業に混乱を来た
します。
　これは単なる修理実施作業の実施履
歴の問題に留まらず、2024年10月1
日開始予定のOBD検査にも関わる問題
でもあります。保安基準に不適合となる
DTCが記録されておりますと、OBD検
査に不合格となります。
　このためBSサミットはこのDTCエビ
デンス対策として、スキャンツールで読
み取った残留DTCを出力、最終検査の
結果表示を行う仕組みを業界で初めて
策定いたしました。
　さらに数点の帳票の出力も可能とし、
合わせてトレーサビリティ体系、エビデ

ンス体系を充実・強化し、同業他組織に
先駆けて車体整備作業の安心・安全が
担保できるよう、本年9月中旬に必ず展
開してまいります。
　しかし、残念ながら高度化した次世代
自動車ではこれまで培ってきた作業経
験、勘、コツでは対処できません。そこ
で必要となってくるのが、次世代自動車
の高度な整備技術情報でありますが、こ
の情報を得て対応するには次世代自動
車技術に長けた、スキルの高い整備技
能者が求められます。
　BSサミットはこれらのことを当然視野
に入れており、次世代自動車の高度な
技術、車の強度に関わるスポット溶接、
半自動溶接研修の継続やリベット&ボン
ディングなどの新素材に関わる修理技術
や検証など、新しい形の、オンリーワン
で次世代自動車車体整備に特化した教
育システムを検討中です。具体的な内容
は今年度中に皆さまにご案内できると考
えております。
　平成の時代から年号も新たに令和とな
りました。BSサミット事業協同組合は
次世代自動車の車体整備工場として、
今回ご説明いたしました特定整備認証資
格の全組合員工場での取得、そして次
世代自動車の車体整備に必要なエビデ
ンスの徹底を図ってまいります。
　オンリーワンな教育体制については、
次世代自動車プロジェクトが担当し、同
業他組織に先駆けて展開してまいりま
す。また、安全な自動車の車体を確保す
る議員連盟におきましても、わが国の車
体整備業界の諸問題解決をリードすべ
く、議員の先生方と共に早急なる展開を
進めてまいります。
　皆さま方のご期待に応えるべく、安
心・安全な次世代自動車社会を生き抜く
ため、最高の車体整備技術力の確保と
サステナビリティを兼ね備えた、時代の
先端を行く世界基準の車体整備工場経
営に本部も努めてまいります。

次世代自動車時代を議員連盟との協調と 特定整備認証全組合員取得で乗り切る！
2019年BSサミット事業協同組合 全国大会特集

磯部君男理事長挨拶 
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を行ってまいりました。

　今年は優先度の高い項目から順次関
係業界をはじめ、具体的な議論を行い、
組合員の皆さまにとってより良い結果を
生み出してまいりたいと思います。

■ 全組合員での特定整備認証と
　 トレーサビリティの仕組み構築

　改正道路運送車両法が5月17日に成
立し、同月24日に公布されております。
また自動運転レベル3についても今回の
改正で対処できる法案として可決・成立
しております。道路運送車両法を次世代
自動車社会に適合すべく、自動運転シス
テムに関連するカメラやセンサーなどの
装置の整備事業の認証及び自動運転シ
ステムの実用化をにらみ、従来の分解整
備の範囲を拡大し、名称を「分解整備」
から「特定整備」に変更いたしました。
　いずれ改正道路運送車両法がスター
トする時点で、我々車体整備業は経営
者の判断により現在の認証工場取得か
ら特定整備認証資格への申請が必ず必
要になります。

　それでは具体的な3つの資格取得パタ
ーンについて、お話させていただきます。
特定整備工場パターン1では、従来車
の分解整備作業は可能です。ところが
2024年に実施予定のOBD検査でエー
ミング調整作業が新たな特定整備作業
項目となれば、パターン1の工場では自
動ブレーキ装着車のエーミング調整作業
はできません。結果的に見ると、パター
ン1の工場では次世代自動車の整備業
務をお願いしたにも関わらず、他社に外
注することになり、損害保険会社やお客
さまからも信頼を失うことになります。
　特定整備工場パターン2は現時点で
分解整備の認証を取得しておらず、かつ
新たに特定整備に該当する整備業務の
みを事業として実施する工場が該当しま
す。現時点でガラス脱着作業を行い、エ
ーミング調整作業を行っている工場など
が想定されます。
　一方、特定整備認証工場パターン３
は、現在実施中の分解整備作業に加え
て、新たに特定整備に該当する作業を実

施する工場を想定しており、次世代自動
車の整備作業内容としてはすべての作業
を網羅しております。当然、エーミング
調整作業を実施する、所定の設備、機
械工具など諸条件を満たしていることは
言うまでもありません。
　BSサミット組合員工場におかれまして
は、パターン3の資格取得が必要です。
また国土交通省は新たに特定整備に該
当する作業を行う事業者に対し、一定の
技能・知識を持った者の配置を検討して
います。
　国土交通省の定めた研修を受講した
一定レベル以上の自動車整備士をこれに
カウントすることを1つの案として今、考
えているようです。
　現在、無認証の車体整備工場は数多
くありますが、これからは特定整備認証
資格を取得していない工場は生き残るこ
とはできません。
　さらに特定整備認証の看板については
各地の運輸局長が発行し、自動車ユー
ザーにも分かりやすいものになります。
その結果、自動車をお使いになっている
お客さまへのアピールになることは間違
いありません。
　特定整備認証資格取得は次世代自動
車社会の一翼を担うBSサミット組合員
工場としてはぜひ取得を目指してまいり
ますが、越えるべき大きな課題もござい

ます。それはDTC、すなわち故障コード
の取扱であり、これは大変重要です。
DTCは次世代自動車整備のエーミング
調整作業を実施するに当たり、必ず確認
しておくべき重要項目です。
　それは修理責任の明確化とトレーサビ
リティとエビデンス、すなわち修理した
証拠書類の管理です。具体的にはまず
修理車両が入庫した時点で、スキャンツ
ールを使用します。この作業を実施しな
いまま、エーミング調整作業が終了し、
DTCを最終確認した場合、このDTCは
過去の故障が処置されていなかったもの
なのか、それともエーミング調整作業終
了時のものなのかが判別不能となり、責
任の所在を含む整備作業に混乱を来た
します。
　これは単なる修理実施作業の実施履
歴の問題に留まらず、2024年10月1
日開始予定のOBD検査にも関わる問題
でもあります。保安基準に不適合となる
DTCが記録されておりますと、OBD検
査に不合格となります。
　このためBSサミットはこのDTCエビ
デンス対策として、スキャンツールで読
み取った残留DTCを出力、最終検査の
結果表示を行う仕組みを業界で初めて
策定いたしました。
　さらに数点の帳票の出力も可能とし、
合わせてトレーサビリティ体系、エビデ

ンス体系を充実・強化し、同業他組織に
先駆けて車体整備作業の安心・安全が
担保できるよう、本年9月中旬に必ず展
開してまいります。
　しかし、残念ながら高度化した次世代
自動車ではこれまで培ってきた作業経
験、勘、コツでは対処できません。そこ
で必要となってくるのが、次世代自動車
の高度な整備技術情報でありますが、こ
の情報を得て対応するには次世代自動
車技術に長けた、スキルの高い整備技
能者が求められます。
　BSサミットはこれらのことを当然視野
に入れており、次世代自動車の高度な
技術、車の強度に関わるスポット溶接、
半自動溶接研修の継続やリベット&ボン
ディングなどの新素材に関わる修理技術
や検証など、新しい形の、オンリーワン
で次世代自動車車体整備に特化した教
育システムを検討中です。具体的な内容
は今年度中に皆さまにご案内できると考
えております。
　平成の時代から年号も新たに令和とな
りました。BSサミット事業協同組合は
次世代自動車の車体整備工場として、
今回ご説明いたしました特定整備認証資
格の全組合員工場での取得、そして次
世代自動車の車体整備に必要なエビデ
ンスの徹底を図ってまいります。
　オンリーワンな教育体制については、
次世代自動車プロジェクトが担当し、同
業他組織に先駆けて展開してまいりま
す。また、安全な自動車の車体を確保す
る議員連盟におきましても、わが国の車
体整備業界の諸問題解決をリードすべ
く、議員の先生方と共に早急なる展開を
進めてまいります。
　皆さま方のご期待に応えるべく、安
心・安全な次世代自動車社会を生き抜く
ため、最高の車体整備技術力の確保と
サステナビリティを兼ね備えた、時代の
先端を行く世界基準の車体整備工場経
営に本部も努めてまいります。

次世代自動車時代を議員連盟との協調と 特定整備認証全組合員取得で乗り切る！
2019年BSサミット事業協同組合 全国大会特集

磯部君男理事長挨拶 
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　世界標準の車体整備技術で、お客さ
まに安全・安心を提供するプロ集団のネ
ットワークであるBSサミット事業協同組
合（磯部君男理事長）は、去る7月8
日、9日の2日間に亘って2019年全国
大会をANAインターコンチネンタルホテ
ル東京にて開催した。
　ここでは同組合の今年度の方針が凝
縮された磯部理事長の挨拶を一部抜粋
して紹介する。
　先進的な車体整備業者の団体だけに、
今後の車体整備事業者がどうあるべきか
の1つの指針となるだろう。

■ 迫る次世代自動車時代に向けて
　 議員連盟を設立

　現在の自動車社会は、134年前、ド
イツのダイムラーとカールベンツが内燃
機関であるガソリンエンジンを考案し、
これを動力源とした自動車が発売されて

以来、改良を重ねて現在に至っておりま
す。この長らく続いてきた内燃機関、す
なわちガソリンエンジン、ディーゼルエン
ジンはCO2削減、大気汚染の解決とい
う世界的な地球環境問題改善の観点か
ら終止符を打たざるを得なくなり、今や
世界の自動車メーカー各社の大勢は電
気自動車に大きくシフトしております。
　それと並行して衝突安全性能の確保、
省燃費・省エネルギーの観点から自動車
の車体を構成する材料に、これまで使用
されてきました軟鋼板から板厚が薄くて
も剛性のある超高張力鋼板や炭素繊維
樹脂が採用されております。
　しかしこれらの新材料を修理するには、
車体整備業がこれまで培ってきました修
理経験則、コツでは限界があり、新たな
修理技法が要求されております。
　さらに追い討ちをかけるように、次世
代自動車の出現がオーバーラップし、車
体整備業が抱える諸問題も数多く山積し
ており、この車体整備業に関わる諸問題
をBSサミット組織単体では解決できな

いことが多くなっ
てきていることも
また事実でありま
す。
　そこで多くの議
員の先生方にご
賛同いただきまし
て、平成29年12月12日に「安全な自
動車の車体を確保する議員連盟」を立ち
上げていただきました。議員連盟の骨子
は、大きく変わりつつある自動車車体整
備業が、お客さまからお預かりしたお車
の確実な修理が遂行できること、そして
安全・安心な次世代自動車時代において
車体整備業が抱えた諸問題の解決手段
を構築することであります。
　設立の基本要件としては、① 先進安全
技術への対応、 ② 自動車整備の高度化
による安心・安全な車体整備技術の確
保、 ③ 車体整備事業環境の確立という
3つをコンセプトとしております。
　議員連盟の会長には自由民主党衆議
院議員 細田博之先生、副会長に公明党

幹事長・衆議院議員 斉藤鉄夫先生、事
務局長に自由民主党衆議院議員 佐藤ゆ
かり先生、主監に公明党参議院議員 西
田実仁先生、議長に自由民主党参議院
議員 赤池誠章先生、顧問に元衆議院議
員 中川秀直先生、その他58名の国会
議員の先生方から構成されております。
　立ち上げから2年間、車体整備業界
がサステナビリティ、すなわち持続的な
経営を確保するのに必要な要件の洗い出
しを優先し、それに必要な項目の選別を
していただきました。
　当然ではありますが、次世代自動車特
有の新技術・新素材の多様化への対応
も考慮していただいたこと、議員連盟の
究極の目的である自動車ユーザーへの安
心・安全な車体整備の提供をコンセプト
としていることは言うまでもありません。
　さらに目的達成を促進するため、国土
交通省、金融庁、日本損害保険協会、
中小企業庁、公正取引委員会にご参画
いただき、業界課題の解決に向けた活動
を行ってまいりました。

　今年は優先度の高い項目から順次関
係業界をはじめ、具体的な議論を行い、
組合員の皆さまにとってより良い結果を
生み出してまいりたいと思います。

■ 全組合員での特定整備認証と
　 トレーサビリティの仕組み構築

　改正道路運送車両法が5月17日に成
立し、同月24日に公布されております。
また自動運転レベル3についても今回の
改正で対処できる法案として可決・成立
しております。道路運送車両法を次世代
自動車社会に適合すべく、自動運転シス
テムに関連するカメラやセンサーなどの
装置の整備事業の認証及び自動運転シ
ステムの実用化をにらみ、従来の分解整
備の範囲を拡大し、名称を「分解整備」
から「特定整備」に変更いたしました。
　いずれ改正道路運送車両法がスター
トする時点で、我々車体整備業は経営
者の判断により現在の認証工場取得か
ら特定整備認証資格への申請が必ず必
要になります。

　それでは具体的な3つの資格取得パタ
ーンについて、お話させていただきます。
特定整備工場パターン1では、従来車
の分解整備作業は可能です。ところが
2024年に実施予定のOBD検査でエー
ミング調整作業が新たな特定整備作業
項目となれば、パターン1の工場では自
動ブレーキ装着車のエーミング調整作業
はできません。結果的に見ると、パター
ン1の工場では次世代自動車の整備業
務をお願いしたにも関わらず、他社に外
注することになり、損害保険会社やお客
さまからも信頼を失うことになります。
　特定整備工場パターン2は現時点で
分解整備の認証を取得しておらず、かつ
新たに特定整備に該当する整備業務の
みを事業として実施する工場が該当しま
す。現時点でガラス脱着作業を行い、エ
ーミング調整作業を行っている工場など
が想定されます。
　一方、特定整備認証工場パターン３
は、現在実施中の分解整備作業に加え
て、新たに特定整備に該当する作業を実

施する工場を想定しており、次世代自動
車の整備作業内容としてはすべての作業
を網羅しております。当然、エーミング
調整作業を実施する、所定の設備、機
械工具など諸条件を満たしていることは
言うまでもありません。
　BSサミット組合員工場におかれまして
は、パターン3の資格取得が必要です。
また国土交通省は新たに特定整備に該
当する作業を行う事業者に対し、一定の
技能・知識を持った者の配置を検討して
います。
　国土交通省の定めた研修を受講した
一定レベル以上の自動車整備士をこれに
カウントすることを1つの案として今、考
えているようです。
　現在、無認証の車体整備工場は数多
くありますが、これからは特定整備認証
資格を取得していない工場は生き残るこ
とはできません。
　さらに特定整備認証の看板については
各地の運輸局長が発行し、自動車ユー
ザーにも分かりやすいものになります。
その結果、自動車をお使いになっている
お客さまへのアピールになることは間違
いありません。
　特定整備認証資格取得は次世代自動
車社会の一翼を担うBSサミット組合員
工場としてはぜひ取得を目指してまいり
ますが、越えるべき大きな課題もござい

ます。それはDTC、すなわち故障コード
の取扱であり、これは大変重要です。
DTCは次世代自動車整備のエーミング
調整作業を実施するに当たり、必ず確認
しておくべき重要項目です。
　それは修理責任の明確化とトレーサビ
リティとエビデンス、すなわち修理した
証拠書類の管理です。具体的にはまず
修理車両が入庫した時点で、スキャンツ
ールを使用します。この作業を実施しな
いまま、エーミング調整作業が終了し、
DTCを最終確認した場合、このDTCは
過去の故障が処置されていなかったもの
なのか、それともエーミング調整作業終
了時のものなのかが判別不能となり、責
任の所在を含む整備作業に混乱を来た
します。
　これは単なる修理実施作業の実施履
歴の問題に留まらず、2024年10月1
日開始予定のOBD検査にも関わる問題
でもあります。保安基準に不適合となる
DTCが記録されておりますと、OBD検
査に不合格となります。
　このためBSサミットはこのDTCエビ
デンス対策として、スキャンツールで読
み取った残留DTCを出力、最終検査の
結果表示を行う仕組みを業界で初めて
策定いたしました。
　さらに数点の帳票の出力も可能とし、
合わせてトレーサビリティ体系、エビデ

ンス体系を充実・強化し、同業他組織に
先駆けて車体整備作業の安心・安全が
担保できるよう、本年9月中旬に必ず展
開してまいります。
　しかし、残念ながら高度化した次世代
自動車ではこれまで培ってきた作業経
験、勘、コツでは対処できません。そこ
で必要となってくるのが、次世代自動車
の高度な整備技術情報でありますが、こ
の情報を得て対応するには次世代自動
車技術に長けた、スキルの高い整備技
能者が求められます。
　BSサミットはこれらのことを当然視野
に入れており、次世代自動車の高度な
技術、車の強度に関わるスポット溶接、
半自動溶接研修の継続やリベット&ボン
ディングなどの新素材に関わる修理技術
や検証など、新しい形の、オンリーワン
で次世代自動車車体整備に特化した教
育システムを検討中です。具体的な内容
は今年度中に皆さまにご案内できると考
えております。
　平成の時代から年号も新たに令和とな
りました。BSサミット事業協同組合は
次世代自動車の車体整備工場として、
今回ご説明いたしました特定整備認証資
格の全組合員工場での取得、そして次
世代自動車の車体整備に必要なエビデ
ンスの徹底を図ってまいります。
　オンリーワンな教育体制については、
次世代自動車プロジェクトが担当し、同
業他組織に先駆けて展開してまいりま
す。また、安全な自動車の車体を確保す
る議員連盟におきましても、わが国の車
体整備業界の諸問題解決をリードすべ
く、議員の先生方と共に早急なる展開を
進めてまいります。
　皆さま方のご期待に応えるべく、安
心・安全な次世代自動車社会を生き抜く
ため、最高の車体整備技術力の確保と
サステナビリティを兼ね備えた、時代の
先端を行く世界基準の車体整備工場経
営に本部も努めてまいります。

2019年 BSサミット事業協同組合 全国大会特集

令和の時代のBSサミットの活動

「特定整備認証」資格の取得を全組合員工場で目指す1

同業他組織に先駆け新たに
オンリーワンな教育体制の策定を目指す3

安心・安全な車体整備作業にはエビデンス（証拠）の
作成とトレーサビリティ修理履歴の徹底を図る2

時代の先端を行く
世界基準の車体整備工場となる
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コバック 導入店レポート

何故コバックに加盟しようと思った
のですか？ きっかけは何ですか？

　弊社は1976年よりこの兵庫県西
脇市で自動車整備工場を営んできま
した。当時のモータリゼーションの波
に乗って成長を続け、2005年頃には
会社としては小さいながらも、年間車
検台数800台余りを記録しておりま
した。
　しかし、車検事業で提携していた
自動車部品量販店が、同じ2005年
に自社で車検サービスを始めたこと
を皮切りに年間車検台数は右肩下が
りになっていきました。もちろん手を
こまねいていたわけではなく普通車
の車検整備以外にも、トラック等の大
型車の整備や鈑金塗装事業、車両の
販売も行い、業績回復のために手を
尽くしておりました。ですが業績回復

は上手く行かず、2016年には年間車
検台数が400台程になってしまいま
した。
　このままでは数年以内に会社が立
ち行かなくなるのではないかという大
きな不安と焦りの中、郵便物の中に
あった「整備工場成功事例大全」が
ふと気になり手に取って読んだとこ
ろ、まさに弊社と同じような境遇の他
社様の体験談が赤裸々に書かれてお
り、非常に共感を覚えました。このこ
とがコバック加盟のきっかけとなって
おります。

他のFCもありましたが、何故コバッ
クだったのですか？

　説明会等に参加させていただいて
多くのメリットを感じましたが、その
中でも特にお客様だけではなくスタッ
フにも分かりやすく、明朗なシステム
に惹かれました。
　実はコバック加盟前に他のFCに
加盟しており、お客様にも足を運んで
いただいておりましたが、価格面での
判断などは私自身が一度確認しなけ
ればならない状況でした。
　しかしコバックのシステムは明確な
マニュアルがあり、スタッフが安心し
て自信を持ってお客様へ提案できる
ようになり、スタッフのモチベーショ

ンも向上しました。そして何よりも私
自身が居なくとも問題なく店舗運営
ができるようになったことで、経営に
注力できるようになったことが大変嬉
しいです。

今後の予定、目標を教えて下さい

　まずは車検台数を増やすことです。
これまでは車検の土台を作らずに車
検以外にも手を出した結果、中途半
端になってしまいました。今回のコバ
ック加盟を契機にまずは車検に注力
し地域で一番を目指した上で、鈑金
や車販、保険へと拡大させていきま
す。今年の車検台数は700台を目標
にし、来年以降は1,000台を超えて
いきたいと思っております。

兵庫県西脇市野村町415-1
TEL ： 0795 - 23 - 3506
FAX ： 0795 - 23 - 5619

株式会社 東田自動車
コバック西脇店

起死回生！
整備工場成功事例大全
に見出した光明

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

代表取締役 東田貴光

2019年4月OPEN
OPENキャンペーン5日間の実績
車検予約　：127件
オイル交換：131件
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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
2045年の御社の商圏を予測する！2045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　※価格は税別

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

詳細はお問合せください ▶ 03-5713-7603

人口、保有台数、整備工場数など

監修　佐藤和彦 （一般財団法人 日本総合研究所 客員主任研究員）

自動車社会の従来モデルを踏襲した
自動運転システム導入への問点

　前回紹介した通り、SAE（Society of Automotive 
Engineers）が定める自動運転レベルにおいて、世界的
にはレベル３まで一部実用化されているが、運転手のシ
ステム過信によって、自身の運転を交代する能力を著し
く損なって、かえって事故を起こしてしまう危険性があ
る。自動車会社の従来のビジネスモデルに影響が出な
いように、運転支援を発展させる形で自動運転を導入
するアプローチは、走行する地域や路線は限定化させ
ない代わりに、機能を限定化させて、一部を人間に任
せることで、人間と自動機械の相互作用という、自動運
転技術の本質とは異なる問題を生み出している。

集中力が保たれるのは30分まで

　そもそもシステムに対する過信が及ぼす一番大きな
問題は、運転手の安全確保に対する集中力の欠如であ
る。これは従来の手動の自動車にも起こる問題で、「だ
ろう運転」やよそ見、居眠りといった危険な行為は、
いずれも運転手が安全確保に対して集中力を欠如させ
てしまった結果である。そうした中で、自動運転へのシ
ステム過信が問題となるのは、集中力の欠如が起こる
までの時間の短さにある。これまでの研究から、運転
手に対してシステムから注意喚起をする仕組みがない場
合、30分で多くの運転手が過信状態に陥ることが分か
っている。これは手動での運転によって集中力が欠如す

るまでの時間よりずっと短い。
　そもそも手動の運転は、個人差はあるが、一般的に
運転という行為そのものに刺激がある。この刺激が安
全確保に対する集中を維持するわけだが、自動運転は
どうだろうか。レベル３以下の自動運転は、レベルによ
って程度の違いこそあるが、最終的には運転手が安全
を確保するため、システムを監視する立場にある。しか
しながら、運転よりも監視の方が刺激は少なく、その
分集中力は早く低下する。
　つまり、レベル３以下の自動運転は、その対策を行
わない限り、運転するよりも運転手が安全に利用でき
る時間は短くなる。
　もちろん自動車会社もこの問題を認識しており、対策
が検討されている。運転よりも監視の方が、刺激が少
ないのであれば、別の刺激を与えて集中力を維持させ
ることとなる。いわゆる運転手モニタリングシステムで
ある。例えば運転手がよそ見をしたら警告音を鳴らした
り、居眠りを検知したらシートが振動したりするといっ
た機能がある。こうした機能があれば、たしかに別の刺
激によって監視の集中力が保てるようになるはずであ
る。
　しかしこの対策はもう一つの難しさがある。それが利
用者の受容性と言われる問題である。この話を次回は
進めたい。

小木津武樹（おぎつ たけき）
慶應義塾大学大学院政策・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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双方納得の提案ができていますか？

整備現場で働く

メカニック
徒然なる日々

の

　自動車整備業界は一年を通じて季節
商品というものがいくつかある。3月は
車検シーズンであるし、一昔前のディ
ーゼル車は冬場によく噴射ポンプなど
が壊れ、夏場はエアコンコンプレッサ
ーの修理案件が多い。整備現場の声
をお届けする今回の月刊現場では、そ
んな夏場の売れ筋商材を紹介していこ
うと思う。今回も例によってビギナーメ
カニックA氏の工場にお邪魔した。

ボッシュのACS751を活用し予防整備

　A氏の働く工場ではボッシュのエアコ
ンクーリングサービス機器のACS751
を活用している。施工一台当たりの利
益も高く、配管に繋いだ後は機械が全
て作業を行うので、有り体に言ってし
まえば楽に稼げる商材というわけだ。
　「ACSは高圧、低圧の配管にホース
を繋いで1時間ほどで作業完了します。
車検時に提案をすると非常に好感触を
得られます。何よりも効果を体感でき
るサービスなので車検で整備した内容
よりも喜ばれます。コストとしてはクー
ラーガス程度で、車両に残っているガ
スを再利用するのでガスが抜けている
車両でもなければ極端な高額請求とは

ならず、この点も喜ばれています」とA
氏は語る。
　ACS751は本誌でも度々紹介してお
り、整備業界の夏ボーナスを稼ぐ商材
としても取り上げている。

顧客のニーズに応える提案力

　また、持ち込みパーツの取り付けを
積極的に行っているA氏の工場では社
外品の外装パーツの取り付け依頼が
度々、来るという。
　「メーカーとしてはアウディが多いで
すが、内容としてはグリルやバンパー、
ミラーカバーといった細かい部品の取
り付け依頼が多いです。ものによっては
大きな加工をしなければ取り付けが難
しいパーツもあるため、持ち込みの場
合は工賃を割増して取り付けを行って
おります。この場合、通常よりもリスク
が伴う作業なので、お客さまに対して
説明を行うことで納得した上で作業を
ご依頼いただけます。
　また、社外品を使いたいけれども探
し方が分からないお客さまも中にはい
らっしゃいます。この場合は、お客さま
と一緒になってどのパーツが良いか探し
たり、その部品は取り付けできるもの

かどうか？ といったことで会話が弾むこ
ともあり、自社の固定客化に繋がって
いると思います。
　場合によってはお客さまがインター
ネット等で直接購入されるよりも安い
値段でパーツを提供できることもありま
すので、喜ばれる機会も多いです」と
実体験を語るA氏。
　持ち込みパーツの場合、部品におけ
る利益が見込めないため、整備工場か
らは余り好まれないことが多い。しかし
一方でお客さま側には持ち込みパーツ
を使いたい理由がある。
　双方の利害がぶつかり合うケースだ
が、「納得」というキーワードでうまく
立ち回れば乗り越えることが可能であ
ることを今回の事例が示している。
　今回紹介した事例は、前者が実際に
体感させることでユーザーの「納得」を
得たもの、後者は説得力のある説明に
よってユーザーの「納得」を引き出した
ものである。アプローチこそ違えどいず
れも導き出したのは「納得」感で、この
納得感をいかに引き出すか？ は、ユー
ザーに直接触れる現場で働くメカニッ
クならではと言える。

※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

 新幹線の充電事情 

　いつでもどこでもインターネットにアクセスできる便
利なツール、スマートフォン。電車やバスに乗れば、
あるいは喫茶店に入れば、はたまた道を歩けば（こ
りゃあかんのですけれども）小さな画面と格闘している
方 と々遭遇しないことが珍しい状況になっている。
　ただし、使い過ぎるとあっという間にバッテリーのエ
ネルギーがなくなっていくため、外出時はある意味い
かに充電環境を確保するか？との戦いになっていると
言っても過言ではない。
　先日、仕事とプライベートで立て続けに東北方面に
行く用事があった。つまりは2往復で合計4回、新幹
線に乗る機会があったのだが、それぞれ片道1回ずつ
合計2回、乗った車両に何と充電用のコンセントがな
かったのである。
　この話を知り合いに披露すると、彼も同じ東北方面
の新幹線でやはりコンセントがない車両に、しかも往
復両方でぶち当たったというではないか（ご愁傷さ
ま）。お互いに、「今時コンセントがない新幹線がある
のか！」と驚いたのだが、考えてみたらこれは慣れの問
題なのかもしれない。
　というのも、一昔前までは新幹線でコンセントとい
うと、各車両の一番前もしくは一番後ろにしかなかっ
たものだが、東海道・山陽新幹線では今でこそ各列
両窓際にコンセントを備えたN700系がだいぶ増え、
それどころか各座席に個別にコンセントを備えた車両
すら走り始めている。
　つまりこれが当たり前だと思っていたからこそ、「東
北新幹線だって少なくとも窓際だけでもコンセントが

あって当たり前」と思っていたものの、現実には･･･と
いうわけである。慣れとは恐ろしいものである。

 自動車の充電環境も整えるべし！ 

　さて話は変わって、この雑誌らしく自動車の話題。
今やシガーソケット経由でスマートフォンなどが充電で
きるケーブル等が多数市販されている。正確に計測し
たわけではないが、自分の体感で言うとシガーソケッ
トでの充電は意外と充電効率がよいようで、短時間で
も「えっ、もうこんなに充電できたの？」という経験が
ある。それは家庭用の100V電源で充電するのと同じ
ぐらいの効率のように感じた。
　一方で先ほど話題に上った新幹線での充電は、こち
らは逆にあまり効率がよいとは感じられない。体感で
言えば、パソコンのUSBコネクタでの充電と同じくら
いだろうか、結構時間がかかるイメージがある。例え
るなら、（新幹線＝パソコン）＜（自動車＝家庭用電源）
といった具合だろうか。
　とにもかくにも、乗り物での移動中にスマートフォン
の充電をするのは今や必須事項とも言える。しかし、
自動車でも充電ができるという事実を知らない人もま
だまだいるようだ（私の家内もつい最近まで知らな
かった）。
　自動車でも充電ができることをその人が知っていて
も知らずとも、その環境をさりげなく整えて差し上げる
のは、地味ながらもポイントが高いのではないだろう
か。例えば、新車の納車時にシガーソケット用の充電
ケーブルをプレゼントするというのも、昨今の充電事
情を考えればお客さまを喜ばせる１つの手段になるだ
ろう。ケーブル自体はさほど高額なものではないし、
仮に既にお持ちだとしても予備としてあるいは2台同
時充電用として重宝するのではないだろうか。　

電源確保＝快適生活

（  　　）MASA　　 UMI
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　去る7月22日、あいおいニッセイ同
和損保株式会社（以下、あいおいニッ
セイ同和損保）は同社のセンチュリー
ホールにて、SS（サービスステーション）
油外事業拡大セミナーを開催した。本
セミナーはSS事業者がガソリンの販売
以外でも利益を得られる、鈑金、車検、
保険事業に関する様々な提案を行うも
のとなっている。今回は油外事業につ
いて3つの提案が行われた。
　一つ目は「SS業界の市場予測と成
功の要諦」と題し、株式会社カービジ
ネス研究所の代表取締役社長　堀越勝
格氏が現状から2030年までの車両台
数の予測などを交え、今後の業界につ
いて解説した。EV・PHVの普及予測
などの業界全体予測だけではなく、こ
れから取り組める、実際の店舗で成果
の上がった複数の事例を紹介した。
　二つ目は「SSにおける鈑金事業の決
定版（ファストリペア）」と題し、ユー
キ塗料株式会社の部長　田中雄二氏が
ファストリペアの実演を交えながら解説
した。ディーラー等の既存の店舗に修
理に出した場合と、ファストリペアで修

理した場合の金額や時間なども比較提
示し、整備工場とお客さまにどれだけメ
リットがあるかも説明した。また鈑金修
理作業の他に、鈑金塗装のデリバリー
サービスも紹介した。
　三つ目は「車検ビジネスの方向性と
今やるべき準備」と題し、あいおいニッ
セイ同和損保執行役員　大桃守氏とあ
いおいニッセイ同和自動車研究所 整備
技術グループ長 小島一郎氏が今後の車
検ビジネスにおける注目事項と今から取
り組める準備について解説した。話の
中では「OBD車検」「特定整備制度」「エ
ーミング作業」をピックアップし、それ
ぞれの現状や今後の予測についても説
明した。　
　その他にも、あいおいニッセイ同和損
保が「最先端の保険商品でSSの保険
事業収益を拡大」「外国人技術実習制
度の活用した取り組み」として、利益ア
ップに欠かせない保険事業と、業界で
叫ばれている人材不足に対する1つの
解決策として外国人技術実習生の活用
について提案した。

あいおいニッセイ同和損保が
SS油外事業拡大セミナーを開催

カービジネス研究所 堀越勝格社長

ファストリペア実演の様子を中継し
大型モニターに表示

持ち運び用塗料。
希釈することにより１リットル程になる。

外国人技術実習生の活用状況を動画で紹介
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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 9月 30日（月）　※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）

□ マーキュリークリーニングプロ 0.5ℓ（青） １名様

□ ブレーキ & パーツクリーナー 応募者全員

◆　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）

□ 自動運転革命

□ 月刊現場

□ 編集ブログ

□ 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

◎  今月の特集・注目記事

◎  連載記事

□ ベースシステムユーザーリポート

□ BSサミット2019年全国大会特集

□ コバック導入店レポート

□ あいおいニッセイ同和SSセミナー

□ 第5回　業界問題座談会

□ 業界トピックス

□ イヤサカ　モデル工場見学・研修会

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

Q1 御社では分解整備の認証資格（全部認証・
部分認証問わず）を持っていますか？

□ 持っている

□ 持っていない

Q２ 改正道路運送車両法の施行後、新規追加の
自動運行装置の特定整備認証資格を取得
しますか？

□ 取得する

□ 取得しない

□ 未定

Q3 （Q2で「取得する」と答えた方のみ）
取得に向けて準備していることや不安なこと
があればお書きください。

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

令和元年10月26日 ㊏

令和元年11月9日 ㊏

令和元年12月14日 ㊏

□ 開 催 日

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

八木正純・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12日］

［申込み締切：10月26日］

［申込み締切：11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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　一般社団法人東京都自動車事業振興
協会（板橋一男会長）では、このほど第
5回の業界問題座談会を同会事務局に
て開催した。板橋会長、渡辺副会長、和
田専務理事、藤田委員、今回初参加の
平賀委員の他、本誌入村代表の６人が
参加、活動成果をはじめ今後の事業の進
め方など討議した。

和田成生専務理事挨拶

　本日で業界問題座談会は5回目となり
ます。原則、自由討議となっております
が、まず議題資料のご説明をいたします。
　議題1は、今年度の法令研修について
の通知文です。議題2は、整備事業の諸
問題について、議題3は、渡辺副会長か
らの問題提起もあった今後複雑化する業
界問題関連の資料、そして議題4は、10
月からの消費税10%へのアップに関係
して、本会から販売する帳票類の価格改
定を添付しております。

　議題に入る前に、今日から初めて参加
いただいた平賀健史さんをご紹介しま
す。前会長の大岩さんのレース関係方面
に従事されていたこともあり、事業は手
広く手がけられている上、業界問題にも
色 と々精通されているということで、委員
にお入りいただきました。
　また、直近では大阪に整備工場を立ち
上げようと計画されていたのですが、地
元の反対を受けて方向性を変えるご苦労
も味わわれています。業界問題の検討議
題になることもあり、委員にご参加いた
だきました。近場に所有されている工場
は神奈川県にあります。

　本年度より東京運輸支局より事業者
の元に通知されることがなくなりました。
そのため、研修の時期が近づきましたら、
支局のホームページや直接支局に電話し

て、申込する必要があります。8月下旬に
は日時・会場などが掲載されると見てお
り、注意して申込してください。支局のホ
ームページのURL、電話番号は次の通
りです。
URL ▶ http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_tokyo/
電話 ▶ 03-3458-9231

＜車検予約業務の問題点＞

　車検予約業務の問題点の1つは、本
業務が既存団体の会費徴収手段化され
ており、課税上の問題と見なされる心配
があることです。2つ目は、既にオンライ
ン上で処理する仕組みが可能であり、今
日に合った仕組みに改善できることです。
　以上のこともあり、去る平成29年3月
には持込車検予約業務は自動車検査登
録事務所での実施方お願いについて、会
長名により独立行政法人自動車技術総

合機構の理事長柳川久治殿宛てに可及
的速やかな改善実施方を働きかけてまい
りました。

＜認証取得が困難な地域＞

　現在、平賀委員の会社が大阪地区に
整備工場を開業しようと準備する中で、
基本的に認証の取得そのものが困難な
状況にあるようです。こうした実態を改善
する方策について、弁護士を使った法的

手段を使うことも検討してまいります。

＜特定整備対策＞

　改正道路運送車両法が、去る5月17
日に成立し、同24日に公布されました。
ただし、施行日が1～ 4年に分かれてお
り、別表の改正事項ごとに中長期の対応
が求められます。

　当会からも適宜情報を提供しますの
で、会報などの情報に注意して欲しいと
思います。

　保安基準適合証などの価格改定をい
たします。ただし、事業者の皆さんがご
存知の通り、仕入先を工夫するなどして
東整振などの販売価格を下回る価格を
維持しています。

一般社団法人東京都自動車事業振興協会

第5回業界問題座談会を開催
大きな変化の時に留意しましょう

令和元年度の法令研修
（整備主任者研修）

議題1

消費税10%に伴う価格改定議題４

整備事業関係の諸問題議題２

業界情報提供の方策議題３

関連した車両法の主な改正内容

改正事項 施行日

（注）施行日は公布の日（5月24日）から起算

改正内容

（5） 自動車検査証の電子化
・ 自動車検査証をICカード化する
・ 国からのICチップ記録等事務の委託制度を創設する

4年以内

1年以内（1） 保安基準対象装置への自動
 運行装置の追加

・ 自動車の保安基準（省令）の対象装置に「自動運行装置」を追加
・ 自動運行装置が使用される条件（走行環境条件）を当該条件ごとに国土
 交通大臣が付す

1年以内
（2） 自動車の電子的な検査
 （OBD検査）に必要な技術
 情報の管理に関する事務を
 行わせる法人の整理

・ 自動車の検査における電子的な基準適合性審査に必要な技術情報の管理に
 関する事務を自動車技術総合機構に行わせ、全国の検査実施機関が活用で
 きる環境を整備する

1年以内
（3） 分解整備の範囲の拡大及び
 点検整備に必要な技術情報
 の提供の義務付け

・ 認証を要する「分解整備」の対象装置に「自動運行装置」を追加すると
 ともに、対象装置の作動に影響を及ぼすおそれのある整備・改造にまで定
 義を拡大し、名称を「特定整備」に改める
・ 自動車製作者等に対し、点検整備に必要な型式固有の技術情報を特定整
 備を行う事業者等へ提供することを義務付ける

1年6カ月以内
（4） 自動運行装置等に組み込ま
 れたプログラムの改変によ
 る改造等にかかわる許可制
 度の創設

・ 自動運行装置等に組み込まれたプログラムの改変による改造であって、
 その内容が適切でなければ自動車が保安基準に適合しなくなるおそれのあ
 るものを電気回線の使用等によりする行為等（特定改造等）をしようとす
 る者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない
・ 許可に関する事務のうち、技術的な審査を自動車技術総合機構に行わせる
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に従事されていたこともあり、事業は手
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　車検予約業務の問題点の1つは、本
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があることです。2つ目は、既にオンライ
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的速やかな改善実施方を働きかけてまい
りました。
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　現在、平賀委員の会社が大阪地区に
整備工場を開業しようと準備する中で、
基本的に認証の取得そのものが困難な
状況にあるようです。こうした実態を改善
する方策について、弁護士を使った法的

手段を使うことも検討してまいります。

＜特定整備対策＞

　改正道路運送車両法が、去る5月17
日に成立し、同24日に公布されました。
ただし、施行日が1～ 4年に分かれてお
り、別表の改正事項ごとに中長期の対応
が求められます。

　当会からも適宜情報を提供しますの
で、会報などの情報に注意して欲しいと
思います。

　保安基準適合証などの価格改定をい
たします。ただし、事業者の皆さんがご
存知の通り、仕入先を工夫するなどして
東整振などの販売価格を下回る価格を
維持しています。
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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

㈱田宮パーツ 082-261-4111
広島市南区金屋町3-13

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

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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■ 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

㈱田宮パーツ 082-261-4111
広島市南区金屋町3-13

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

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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■ 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

㈱田宮パーツ 082-261-4111
広島市南区金屋町3-13

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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機工協が機械工具販売実績等の記者発表を開催

　一般社団法人日本自動車機械工具協
会（柳田昌宏会長）は去る７月30日に
都内で会見を行い、2018年度の自動
車機械工具の販売実績等を発表した。
　それによると、2018年度の機械工具
総売上金額（輸出含む）は1,089億円
で6年連続の1,000億円を超えとなっ
た。対前年度比は2.1%の増加となり、
4年連続で前年実績を上回る結果とな
った。
　総合計金額に占める輸入販売金額の
割合は4.2%。販売金額は46億2,130
万1千円で、7.7%の増加。また、輸出
販売の総合計金額に占める割合は
2.7%。販売金額は29億2,821万円で
こちらは15.9%の減少となった。

19項目中10項目が対前年を上回る

　大きなカテゴリーで見ると、全19項
目中、右表の10項目で対前年度を上回
った。
　このうち、リスト・ジャッキ・プレス
（194億円）、バッテリー・クーラーサ
ービス機器（26億円）、エンジン用整備
機器（14億円）は過去14年間で最高
金額を記録した。
　また、会見では5月に開催された第
36回オートサービスショー 2019の結
果報告と交通遺児育英会及び交通遺児
等育成基金に寄付金の贈呈式も行われ
た。

Topics業界トピックス

業界トピックス　Topics

日整連が自動車整備記者懇談会
（会長会見）を開催

　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、去る7月10日、都内にて総会
後恒例となっている自動車整備記
者懇談会（会長会見）を開催した。
　懇談会では4つの話題（特定整
備、外国人人材の活用、OSS、自
然災害の支援）が取り上げられ、その他、記者会が事前に
用意したものを含めて質疑応答が行われた。懇談会の冒頭
で竹林武一会長は、「現在の自動車整備業は次 と々採用さ
れている先進技術への対応や、整備士の人材不足問題、あ
るいは自動車を取り巻く制度見直しへの対応と、大きな変
化が生じております。先進技術への対応をはじめ、ユー
ザーニーズに適切に対応することは、自動車の安全・安心
を支えるカードクターの整備業界として最も重要だと捉え
ているところです」（抜粋）と挨拶し会見に臨んだ。

Topics業界トピックス

全軽自協が会長会見・記者懇談会
を開催

　一般社団法人全国軽自動
車協会（堀井仁会長）は、去
る7月23日、都内にて会長
記者会見・記者懇談会を開
催した。冒頭の堀井会長の挨
拶に引き続き、記者会が事前
に用意したものを含めて質疑
応答が行われた。
　会見の冒頭で堀井　仁会長は、「昨年度の軽自動車の
販売は安全運転支援機能を充実させた新型車の投入がプ
ラス要因に働き、2年連続のプラスで192万台（前年対比
で3.4%の増加）という結果でした。今年度もここまで比
較的堅調に推移しております。ただし10月には消費増税
も控えておりますので、状況がどうなるかは読みきれませ
んけれどもまずは186万台という目標を上回れるよう努力
していく所存です」（抜粋）と挨拶した。

Topics業界トピックス

挨拶に立つ堀井仁会長
挨拶に立つ竹林武一会長

冒頭で挨拶する柳田昌宏会長

・自動車総合診断装置
・車検機器
・リフト・ジャッキ・プレス
・エアーコンプレッサー
・バッテリー・クーラーサービス機器
・エンジン整備用機器
・ディーゼルエンジン用機器
・注油脂機器
・各種システム
・環境整備機器
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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。

ランディングページと
無料相談の組み合わせが最強

　整備工場がインターネットを使って集客しようとした場
合、多くの経営者が考えることは、「割引やキャンペーンの
告知をホームページで行うこと」です。自社ホームページ
にキャンペーンや割引の内容を掲載して、お客さまからの
問い合わせを待つ方法です。果たしてこの方法で新しく集
客ができるでしょうか?
　既にあなたも、ホームページに新規集客のためのコン
テンツを追加することを試したことがあると思います。しか
し大方の予想通り、これでは全く集客に寄与しません。
集客できない原因は2つあります。１つは、キャンペーン
の内容に魅力が無いこと。もう一つはそもそも、そのペー
ジを見てもらえないことです。

今のホームページを直してもダメな理由

　ホームページに新規割引をいくら掲載しても、単なる割
引では新規のお客さまは動きません。新規ユーザーを動
かすためのコンテンツを考え直す必要があります。さらに、
ホームページに新規客向けの情報を公開したところで、
新規客に見てもらうことができません。新規ユーザーに対
するオファー（特典）を見直す必要があるということ、そ
のコンテンツをどうやって新規客に知ってもらうのか？とい
う、２つの問題を解決する必要があるということです。

無料診断を活用すること

　実は、これらの問題を、簡単に解決する方法がありま
す。それが「無料診断」というオファーを入れたランディ
ングページ（LP）を作り、そのページを広告する方法で
す。新規客に特化したLPを作って広告するのです。

　LPは、あなたが集客したいビジネス(車検点検・オイ
ル交換やタイヤ交換など)に特化した専用ページとして作
り、地域でこれらのサービスを受けるならあなたの整備工
場が間違いないということを伝えます。その上で、LPの
オファーは「無料診断」にすることです。無料診断にする
ことで、お客さまが気軽に来店して頂けるようになります。
　車検や点検などのサービスを直接売るのではなく、無
料相談会に集客するという方法です。そしてそのLPをイ
ンターネット広告します。エリアを限定して広告すること
で、広告費を抑えつつ、商圏エリアの見込み客だけに広
告することができます。
　手っ取り早く整備工場の新規集客を行うためには、そ
のビジネスに特化したLPを作ること。オファー（特典)を
無料診断にすること。そのLPをインターネット広告する
こと。この要素を意識して新規客の集客にチャレンジして
ほしいと思います。

　当社のクライアントでもLPを活用して広告を行っていま
すが、かけた広告費を上回る売上を上げることができて
います。今の集客できないホームページをこねくり回すの
ではなく、新たにその事業に特化したページを作り、無
料オファーでお客集めをすることです。どんな事業にも当
てはまりますが、インターネットで失敗しない集客の方法
です。ぜひあなたも実践してみてください
ね。

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

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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 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 2019
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 2,500円（税別）B5版／ 132ページ

2045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

相続人の一人が、故人の預金を勝手に引き出
していたことが判明した。遺産分割の手続の中
で、勝手に引き出された金額分、勝手に預金を
引き出した者の取り分は減らされるのか？

　前回、葬儀費用の支払等のため、死亡後に預金を引き
出す方法について説明しました。今回は、勝手に預金を引
き出されてしまった場合に、その他の相続人が、どのよう
な手続を使って、解決を図るのかという点について、相続
法（民法）の改正の話も含めて説明します。

〈遺産分割の手続の中で、解決できるか〉

　遺産分割の手続は、遺産分割をする際に、実際に存在
する遺産を分ける手続ですので、遺産分割の際に、既に引
き出されて存在しない預金については、原則として、遺産
分割の対象とはなりません。
　そのため、遺産分割は、引き出された後に残った残金に
ついて行われ、勝手に引き出した者以外の相続人におい
て、勝手に引き出した者に対して、別途、不法行為に基づ
く損害賠償請求訴訟等を提起するなど、別の手続で争う
のが原則でした。

〈改正後に、どうなったのか〉

　相続法の改正前でも、相続人全員が、当該預金について
一部の相続人により引き出される前の金額で、遺産分割の
対象とすることについて同意していた場合には、その意向
に沿う形で遺産分割が行われる運用がとられていました。

　改正法では、「遺産の分割前に遺産に属する財産が処 
分された場合であっても共同相続人は、その全員の同意
によって、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産とし
て存在するものとみなすことができる」とされ（民法９０６
条の２、第１項）、これまでの運用が法制化されました。さ
らに、同２項では、預金を引き出した張本人の同意を得ら
れなくても、他の相続人全員の同意がある場合、当該処分
された財産についても遺産分割の対象とすることができる
よう改正されました。なお、民法９０６条の２は、「遺産に
属する財産」が処分された場合の規定ですので、故人が
亡くなった後に、一部の相続人が預金を払い戻したケース
を想定しており、故人が亡くなる前に、一部の者が預金を
引き出していたケースでは、改正前と同じく、預金を引き
出した者に対し、不法行為に基づく損害賠償等の別手続
で請求するのが原則となろうかと思います。今回の改正に
より、故人がなくなった後、相続人の一人が預金を勝手に
引き出したというケースでは、遺産分割の手続を利用して、
抜本的な解決を図ることができる可能性があります。

〈遺産である預金の調査〉

　預金の使い込みがあったのか否か、通帳等を見られる
場合には通帳を確認して調べます。通帳が見られない場
合、相続人であれば、金融機関に、取引明細を単独で申
請することができますので、取引明細を取得して調査する
ことになります。なお、取引明細を取得する際には、亡くな
った方の、生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本
等や、請求する方の印鑑証明書などが必要なるケースが
多いですが、金融機関によって必要書類が違うこともある
ので、金融機関に問い合わせるのがよいと思います。
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斎藤 智義 氏
株式会社イヤサカ 代表取締役

開 会 挨 拶

　地方の整備工場では、輸入車

に関しても様々なメーカーの車が

入庫します。それに対応するため

に色々な所から技術を吸収してい

るボッシュの看板を掲げれば、皆

さんが入庫してくださるのでは？と

いう考えでボッシュカーサービス

に加盟しました。現在は地域のモ

デル工場になるという強い決意を

持って様々な取り組みをしており

ますが、人口が減っていくこれか

らの時代の経営は「スマートにす

ること」だと思っています。ムダな

ものはなくし、空いたスペースに

は新しいものをどんどん取り入れ

てそれに触れさせることを1つの

ビジョンとして

考えています。

会社の設備に関

してはできる限

り最高位のもの

を用意しています。外部の研修所

には良い設備があって、自分の会

社に戻ると古い設備しかない。社

長にお願いしても導入してくれな

い。このようなケースって、よく見

られませんか？ そんなストレスを

なくすために、良い設備を入れる。

そこに良いメカニックが居れば、

良いメニューがどんどん増やせると

いうイメージで設備投資は精一杯

やっております。

　車検検査コース2ラインを備え、1日

平均100台の検査を行っている予備検

査場。これだけの台数をこなすため、

ヘッドライトテスターは通常仕様ではな

く、より耐久性の高い検査場仕様を導入

している。また、ヘッドライトテスターに

検査車両をぶつけるお客さまも多いとの

ことで、壊れて検査ラインの機能がス

トップしないよう、手前と奥2列配置して

いる。

　平成7年の創業以来、ホイールアライ

メントテスターも導入。整備専業工場か

らの測定・調整依頼を受けていたが、近

年ではホームページがきっかけで一般客

も増加中で、1日平均5台の利用がある

という。

有限会社オーケイヨビケン見学先 ①

デモも行ったが実際に利用客もあった

人気を集めているアライメントテスター

万一に備えてヘッドライトテスターは2台体制

荒井自動車株式会社　代表取締役　荒井宏治氏

研修を活かすのは最高の自社設備

　去る７月18・

19日の２日間、

株式会社イヤサ

カ（斎藤智義社

長）主催のモデ

ル工 場 見 学・

研修会が宮城

県、福島県で開催された。２日間で

ディーラーを中心とした合計５軒のサ

ービスショップを見学すると共に、初

日には見学先の１社でもある荒井自

動車株式会社の荒井宏治社長による

特別講演も行われた。

モデル工場
見学・研修会

イヤサカ第97回

斎藤智義社長
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　創業昭和35年の老舗整備工場で、小

型車から大型車・バス・重機まで対応

し、特に輸入車は評判が高く、県外から

のお客さまもいらっしゃるという。

　販売・整備・鈑金・リース・各種保

険と幅広く「トータル・カーサポート」を

実現している。

　元々、創業者は整備技術に特化するこ

とを経営理念に掲げていたため、現社長

もこれを堅守。「技術は最新のものを学ん

でこそ」のポリシーの下、社員を外部研

修に積極的に参加させ、そこで学んだ最

新技術を活かすには自社でも同じ環境が

必要との考えにより、最新設備機器の導

入を盛んに行っているなど、さながらイヤ

サカの研修センターの趣きだ。

荒井自動車株式会社 駒ヶ嶺工場見学先 ③

診断ストールも用意するなど細分化

最新機器が並ぶ様はまさに研修施設

検査ラインには埋め込みピットも併設

社長自ら奮闘した自作の大型塗装ブース

　敷地面積8,400坪、延べ床面積700

坪という同社の宮城県内3ヵ所のBP工

場の中で最大のBP工場。

　メカニックの交差作業（応受援）を取

り入れ、鈑金と塗装どちらでもできる体

制を取ることで滞留を解消するなど、徹

底した効率を追求し、成果を上げてい

る。

　BPのみならず、新車納車時の用品取

り付けも行っている関係上、メーカーか

らの配送・納車も多く、広大なヤードを

管理するのも一苦労。そこでヤードの各

区画にRF-IDタグを埋め込んでおり、車

両に付随するバーコードを専用の端末で

読み取ってその情報をRF-IDタグに書き

込むという手法で在庫管理している。

ネッツトヨタ仙台 おおさとテクノセンター見学先 ②

溶剤との併用だが水性塗料を9割方使用

車両に付随する管理タグ（左）と
ヤードに埋め込まれたRF-IDタグ（右）

長期滞留在庫も一目で分かる管理ボード

読み取り・書き込みに使う専用端末
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　旧西多賀店を移転・新築し、2018

年 12月にオープンした店舗。「お客さま

に選ばれる店舗」をコンセプトに作られ

ている。ショールーム内の明るく広いキ

ッズ・コーナー、メンテナンスパック会

員専用の無料ドライブスルー洗車、冷暖

房完備の整備工場など、「社員にも選ば

れる店舗」も目指している。

　また、メンテナンスパック会員のお客

さまの、小学6年生までのお子さんを対

象とした「そらっこくらぶ」なる会員組

織も展開している。鈑金塗装体験など各

種イベントも豊富で、条件によっては運

転免許取得費用のサポート特典もあるな

ど、将来顧客の囲い込みの側面も備えて

いる。

ネッツトヨタ仙台 太白286店見学先 ⑤

エアコン完備の屋内整備ストール 屋内の洗車機はマットで雪対策もばっちり

休日には列ができるという無料洗車機 充実のキッズスペース

　3年前に本社敷地内の鈑金塗装セン

ターを全面刷新し、水性塗料に完全移

行したBP工場。

　宮城トヨタグループ33店舗（宮城ト

ヨタ20店舗、ネッツトヨタ宮城10店

舗、レクサス2店舗、VW1店舗）のう

ち、仙台市や仙台市近郊の19店舗に

入庫した車両を中心に小ダメージ（工賃

5～ 13万円未満）をメインに扱ってい

る。入庫台数は月間200台。

　これだけの台数をこなすだけあってス

トール数もかなりのもの（全16ストー

ル）だが、効率・回転率を重視してか、

アライメントは外注で対応している。し

かも単に外注に出すだけでなくその進捗

も社内で管理している。

宮城トヨタ自動車　BPセンター見学先 ④

防塵のため機器収納のシャッターを完備

社内の作業進捗はSMBでデジタル管理

スライダーと可動式ブースで移動もスムーズ

外注作業もボードで進捗管理
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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

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

｜ 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

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 ｜

お買い得クーポン
クーポンの有効期限は令和元年9月30日までとなります。
１社様１回限りの利用になります。

CUPON

セット購入で販促用ライジングⅡ 点灯ディスプレイ進呈

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

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

0120 - 727 - 969

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

▶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

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。

お買い得クーポン
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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

応募締切  2019 年 9月 30日（月） ※当日到着分まで有効読者プレゼント読者プレゼント
FAX. 03-5713-7607

　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

Present ①　１名様

Present ②　応募者全員

» 株式会社せいび広報社　https://seibikohosya.com

中性液剤対応のダブルアクショントリガースプレー
マーキュリー クリーニングプロ 0.5L（青）
 » 編集部
　中性液剤対応のダブルアクショントリガースプレー。清掃、飲食等業務か
ら一般家庭での掃除・洗車など様々な場面で利用可能。
　トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーな
ので、作業効率が格段にアップする。調整可能ノズルノズルを回すことで噴
射をミスト～ストレートに調整可能。液体量が一目で分かる液量確認スリッ
トと目盛りが付いている。安定･保護ベースリングにより、タンクの安定が抜
群で、破損しにくい構造となっている。【使用可能液性範囲】pH6-8（目安）
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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

■ 辰巳屋興業株式会社
東京支店 東京都葛飾区西新小岩3-8-4
TEL ： 03-3696-6101
FAX ： 03-3696-6106

お求めは正規販売代理店まで

利益シミュレーション
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



■ ㈱ 小田オート （ 大阪府 ）
［本社］ TEL：06-6998-8550
■ ICIN ㈱ （ Dr. 輸入車 ）
［本社］ TEL：045-903-0911
■ アウトハーフェン（ 関東ヂーゼル ㈱ ）
［部品事業部］ TEL：043-208-5775
［水戸営業所］ TEL：029-241-8671
■ ㈱ カトー
［宇都宮営業所］ TEL：028-658-1230
［水戸営業所］ TEL：029-246-1261

■ 長坂バロック ㈱
［本社（長野県）］ TEL：026-227-2232
［新潟第一営業所］ TEL：025-265-2233
■ ㈱ 新生商会
［本社 営業部］ TEL：03-3433-7236
■ 協和自動車 ㈱
［パーツ部 東京本部］ TEL：03-6458-6401
［江東営業所］ TEL：03-3682-7301
［世田谷営業所］ TEL：03-3483-7201
■ ㈱ オルタライフ
［本社］ TEL：048-449-6570
■ ㈱ ワールドパーツ
［本社］TEL：06-6659-0167

■ ㈱ ゼクセル販売九州
［本社（福岡県］ TEL：092-963-3485
［大分 SC］ TEL：0975-53-5053
［宮崎 SC］ TEL：0985-51-6255
■ 高輪ヂーゼル ㈱
［本社］ TEL：03-3799-6666
［埼玉支店］ TEL：048-290-0123
［群馬支店］ TEL：0270-26-7701
［栃木支店］ TEL：0285-56-2601
■ 浅間自動車部品 ㈱
［本社］ TEL：03-3501-0271
■ ㈱ 阿部商会
［商品課］ TEL：048-615-1280

■ 東邦自動車 ㈱
［本社］TEL：06-6652-2400
［東京支社］TEL：03-5719-6811
■ 辰巳屋興業 ㈱
［東京支店］ TEL：03-3696-6101
■ ㈱ 山形部品
［Y-PIT 天童］ TEL：023-674-0017
■ 中村オートパーツ ㈱
［練馬営業所］ TEL：03-3904-5441
■ ニューエンパイヤ商事 ㈱
［本社］ TEL：03-5664-3533
■ SPK㈱
［商品部］ TEL：06-6454-2580

■ テーエス商会 ㈱
［本社］ TEL：03-3990-3854
■ シナジー ㈱
［営業部］ TEL：052-202-0022
■ FAIAファイア 外国自動車輸入協同組合
［部品事業部］ TEL：049-228-5300
■ ㈱ 宮田自動車商会
［外車パーツ課］ TEL：011-876-2301
■ ㈱ 津田商店
［本社］ TEL：027-361-5287
■ ㈱ ウィズフォーメイション
［本社（福岡県）］ TEL：092-504-0124
［広島営業所］ TEL：082-545-0124

お求めは正規販売代理店まで

日本総輸入元：G-STYLE Co.,Ltd　TEL.04-7187-4405
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