モーターショーはまだ終わらない！ ➡ P.8

業界初 フリーペーパー
｜ FREE PAPER ｜ご自由にお持ち帰りください。
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★弊社 HP はこちらへ
https://www.basesystem.co.jp/

お客さまの要望にマッチした様々なメニューを用意し、納得いただけるメンテ

感動夢工場

ナンスを通じてお客さまに感動を与える整備工場を目指す感動夢工場（髙間専

第 42 回研究会

初日はGMOクラウドが展開する、標準装備でない車両をコネクティッドカー化

協賛：株式会社バンザイ

逸会長）は、去る10月16日・17日に、第 42 回研究会を松山にて開催した。
するシステム「リンクドライブ」
「〜 PRO」についてのプレゼン、2日目は同シス
テムをサービス展開している事例として、ガリレオコーポレーションを見学した。

り、そこから発信される情報を受信・

導入コストはLINK Driveコネクターの

活用できる店舗側のシステムが「LINK

購入費 6,000 円で、通信料はほぼ無視

DrivePRO」である。

できるレベルとのことである。

導入コストは 6,000 円
LINK Drive

店舗の管理システム
LINK DrivePRO

ユ ー ザ ー 側 の シ ス テ ム「LINK

このユーザーから（クラウドを通じ

Drive」は車 両のOBDⅡコネクターに

て）送られてくる情報を店舗側で管理

LINK Driveコネクターを取り付けて、

するシステムが「LINK DrivePRO」で

ムが増えてきました。その中の一つがエ

このコネクターとやり取りするためのス

ある。情報を受け取るだけでなく、入庫

ーミングだと思います。エーミングをどう

マホアプリをダウンロードする。

を促すメッセージを発信できる機能も

髙間専逸会長挨拶
当業界も最近は、色々と新しいシステ

するかということで、今盛んに色々な情

コネクターとスマホの 間 は

報が飛び交っていますが、何が本当でど

Bluetoothによる通信で車載コンピュ

初期費用・月額費用が無料な基本

うなるのか分からない。それが特定整備

ーターから各種データをやり取りする。

プランでは、カーオーナー情報の確認、

に結び付き、そして鈑金の新たな需要に

スマホが受け取ったデータはインター

車種情報の確認、バッテリーの状態確

結び付くというようなことも言われてお

ネット回線を通じてクラウドサーバー

認のみが可能だが、解析オプションを

りますが、そういった点が明らかになる

に、車の走行中 2 秒に1 回アップロード

付加すればエンジン回転数や水温の確

よう、感動夢工場の中で改めて情報交

される。

認などより細かい解析が可能になり、

換できればよいと思っております。

プレゼン

「LINK Drive PRO」について
GMOクラウド株式会社

有している（後述の集客オプション）
。

走行中、気になることがあれば（停

集客オプションを付加すれば、ユーザ

車して）車のセルフチェックをかけるこ

ーへのプッシュ通知や店舗情報の発信

とができ、その情報は逐一、自分がか

などが可能になる。

かりつけと決めた店舗にも送信され、

解析オプション、集客オプションはそ

その情報を元に店舗も的確なアドバイ

れぞれ初期費用 30,000 円（税別）
、月

スを遠隔で行えるという仕組みである。

額 10,000 円（税別）で利用可能。

搭載した通信端末を通じて、車両か
ら各種情報を取得し、入庫誘導などに
活用できるコネクティッドサービス。

LINK Drive
車両・走行データ

ディーラーへの入庫誘導が強化され

リアルタイムの車両・
走行データを取得！

るのは脅威だが、大半の既存車両は対
応していない。そこで、メーカー、車種
を問わず、手軽にコネクティッドカー化
できるシステムが「LINK Drive」であ
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アフターサービスなどの情報発信
クルマイレージポイントの付与

LINK DrivePRO

提供するケーキは特注品で毎日補充

ショップ見学
株式会社 ガリレオコーポレーション

サービステラス
（愛媛県松山市）

1977 年に創業し、1995 年に現在

飲み物を提供するカップへのこだわ
りもさることながら、提供するケーキは
地元の有名店から毎日取り寄せる、市
販されていない特別なものとのこと。

今期テーマは「つながる」
今期の同社のテーマは「つながる」

の社名に変更したガリレオコーポレー

を掲げており、その一環でLINK Drive

ション（森浩輔社長）。現在は5 拠点・

に着目し、導入した。まだ取り扱い台数

社員数 73 名（パート、アルバイト含む）

自体は多くないとのことだが、進化する

で車販、車検、保険、鈑金と自動車関

システムとして期待は高く、改善点を整

連事業を幅広く展開している。車販は

理しながら、お客さまとしっかり繋がっ

軽自動車の届出済未使用車からスター

ていきたいとしている。

トして、新車リース、中古車と、全店合
計で年間 1,600 台を販売実績がある。

安心カフェがコンセプトの最新店舗
今回おじゃましたのは本年 1月にオ

キッズコーナーは IKEA のもので統一

イベントや装飾は社員主導で行われる

県知事認定の保険大学を設立
6 年前から新卒採用（これにより平
均年齢は25 〜 26 歳に）や保険取り
組みの強化など、変革を迎えた同社。

ープンしたばかりの最新店舗サービス

ミスター保険の高島健太氏のサポート

テラス。道向こうの車販店ガリレオ・ケ

を受けたことをきっかけに、車検の声か

イランド（2017 年 4月オープン、50 台

けから保険を獲得する手法を確立。こ

を展示）の車検・整備受け皿工場であ

れを全国にも広めたいとの思いから、

る。
「整備工場でありながら、整備を待

県知事認定の保険大学なる研修施設

つ間くつろいでいただける」をコンセプ

を開設。毎月のように社員を派遣する

トに「安心カフェ」というスタイルの待

企業も現れるなど、お客さまと「つなが

合室が最大の特徴となっている。

る」術を提供している。

店内に掲げられた社員の行動指針

整備ストールは黒と白で清潔感を演出
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これがすごい！！
Wonderful
Products

2019

この 1 年は皆さんにとってどんな 1 年だっただろうか？ 今年も様々なメーカーからたくさんの商品が発表・発売された。本
誌でも「注目の商品」を通じて数々の新製品を紹介してきたが、新製品はそれがすべてではない。しかも、新製品＝ベストセラ
ー、話題を集めるとも限らず、既発売製品であってもじわりじわりと話題を集めた商品もある。この特集では、新製品、既発売
製品にこだわらず、
「これがすごい！」と思える商品の数々を一堂に集めて紹介する。果たして皆さんの会社ではどれだけ導入さ
れているだろうか？

安全自動車

タッチレスホイールアライメントテスター「ARGOS」
ターゲット不要（＝非接触式）の画

車両を測定エリアに乗り入れると約

期的アライメントテスター。車両を乗

5 秒でトー及びキャンバーの測定が可

ーな測定を実現した。

貢献する。

り入れるだけで、高精度・スピーディ

能なので、作業時間の短縮に大いに
しかも、測定手順はアイコンで分か

各コラムに搭載されたカメラによ

り、ホイールを 3 次元として測定する

りやすく画面表示され、また自己校正

異なり、各ホイールにターゲットを装

ごとの温 度 変 化にも適 応するなど、

ため、従来のアライメントテスターと
着する必要がない。

安全自動車株式会社

プログラムも搭載しているので、季節
環境変化にも柔軟な測定が可能。

東京都港区芝浦4-16-25

リフト（別売り）と組み合わせて使

うのに最適な Full タイプと、床上や
ピットで使うのに最
適な Pit タイプの 2

種類をラインナップ

している。

TEL：03-5441-3415 URL：https://www.anzen.co.jp

パーマンコーポレーション

LED テールランプ「シューティングスター・テール」
後付けでテールランプを LED 化で

をアピールできる。

きる LED テールランプ。LED ランプ

昨今ではランプを交換するのでも警

というと、いかにも LED ですという

告灯が点灯することは珍しくないが、

外 見 が 多 い中、ポジション部 分 や

バック部分は LED の粒が見えないの

本 商 品 は 警 告 灯 キ ャン セ ラ ー

で一見 LED であると感じさせない。

06

安心（必要ない車両は取り外して使

用可能）。

デザインと相まって小型ながら存在感

さ 133mm 奥 行 60.6mm。本 機

株式会社パーマンコーポレーション

せいび界
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要チェック。

（Canbus）を標準装備しているので

また、流れるシーケンシャルウィン
カーを採用しているので、元々の北欧

を紹介する動画も用意されているの

で、QR コードを読み取ってこちらも

ランプのサイズは幅 306mm 高

大阪府大阪市西区川口 4-1-5

TEL：0120-202-800 URL：https://pa-man.shop/

バンザイ

タイヤチェンジャー
「フォーミュラーレボリューションR-2500A・ASS」
大口径ホイールにも対応するタイヤチェ

ンジャー。クランプの爪部よりエアーを噴
出して充填するビードシーターを標準装

備。2 段階調整式ビードブレークアームを
採用し、ホイール径に合わせたビードブ

レーク作業が可能になった。

また、爪部開閉用エアーシリンダーリン

ク部（丸写真）を手動切替することにより、
株式会社バンザイ

東京都港区芝2-31-19

ターンテーブルを大きくすることなく、24

インチまでの大口径ホイールに対応可能と
なっている。

適用リム径は 10〜24 インチ、適用リム

幅は 3〜12 インチ、適用タイヤ径は最大
1,100mm。本体寸法は幅 1,230mm
奥 行き 1,760mm

高さ 2,000mm（最

大）、本体重量は約 250kg。

TEL：03-3769-6880 URL：http://www.banzai.co.jp

CO2 の混合配合により寒冷地などでも安

エムケーカシヤマ

定して噴射でき、最後までしっかり使いき

MK ブレーキ
& パーツクリーナー

れる。しかも、グリースなどの溶解力に優

れた高価なエタノールを増量配合。溶剤の

ブレーキ & パーツクリーナーは、ホー

ムセンターや通販でも安価で手に入るが、
同じ容量の缶でも価格を重視して溶剤量

が少なかったり、噴射剤が LPG のみだっ

たりと、銘柄によっては大きな違いがある。

MK ブレーキ & パーツクリーナーは、

840ml サイズ缶の超強力噴射仕様で最大

容量の 588ml を含み、噴射剤は LPG と
エムケーカシヤマ株式会社

品質、溶剤量、安定した噴射力のトータ

ルバランスで、安定した洗浄力を発揮す

る。まさに大容量、高品質、強力洗浄の
クリーナーである。

ブレーキメーカーがプロデュースしたブ

レーキ & パーツクリーナーだけあって、百

戦錬磨のベテランや、知見が深い玄人が

メンテナンスの定番ツールとして選んでい

る。

長野県佐久市小田井 1119

TEL：0267-65-7811 URL：http://www.mkg.co.jp/global/jp/

つは予定表などスケジュールに関する

ベースシステム

自動車整備業向けフロント支援システム
「MOTORJIM Cosmo」
独 自 開 発 の デ ー タベ ース「Plat

ン に 表 示 し な が ら、そ の 右 側 に

はそのままに、さらに「直感的でシン

うになった。これにより、画面切り替

に磨きをかけて誕生したのが自動車

ルや予約件数・内容などを円滑に把

Pro」を駆使し、異次元の動作速度

プルな操作性」と「効率的な拡張性」
整 備 業 向 けフロント支 援システム

「MOTOR JIM Cosmo」である。

お得意様や車両の管理画面をメイ

ベースシステム株式会社

もの、2 つ目は得意先に関するもの、
3 つ目は車両に関するもの、そして 4

つ目が連絡事項などを書き込み・表
示できる掲示板画面である。

Cosmo メニューを並列表示できるよ

えのストレスがなく、予約スケジュー
握しながら簡単に管理ができる。

Cosmo メニューは全部で 8 種類

で、大まかに分ければ 4 タイプ。1

東京都大田区大森西 3-31-8 ロジェ田中ビル 6F

TEL：03-3298-7051 URL：https://www.basesystem.co.jp
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去 る10月23日 か ら11
月4日まで、東京ビッグサ
イトにて第46回東京モー
ターショー 2019が開催
さ れ た。来 場 者 は130万
人 を 数 え る な ど、今 回 は
「体験」をキーワードとし
て 掲 げ、従 来 と は 異 な る
展 示 の 仕 方、イ ベ ン ト 内
イベントが功を奏したよ
う で、多 く の 家 族 連 れ も
目立つショーとなった。
だ か ら と い っ て、従 来
通りの側面が全くなくな
っ た か と 言 え ば、決 し て
そ う で は な い。こ こ で は
その一端を感じていただ
けるような写真の数々を
並べてみたい。なお、ここ
に収まりきらなかったも
のについては、弊社WEB
サイトにアクセス！

読者プレゼント 応募締切

2019年12月31日（火）17ページのアンケートにお答えの上、FAXにて応募ください。

１名様

撥水道場

エムケーカシヤマ株式会社

応募者全員

福岡モーターショー2019 特別招待券 MKブレーキ& パーツクリーナー
12月20日〜23日にマリンメッセ福岡等にて開催される、福岡

モーターショー 2019に、コーティング剤等を展開しているカーケ

ミカルメーカーの撥水道場が出展するのを記念して特別招待券を1

名様にプレゼント。本イベントは、クルマが人々のライフスタイルを
豊かにしてすばらしい未来を築いていく力があることを世界有数の

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、応
募者全員にサンプルをプレゼント！

自動車生産拠点である北部九州から発信する。

※他のプレゼントと併せての応募は不可

» 撥水道場

» エムケーカシヤマ株式会社

TEL:075-681-7868

https://hybridcoat-zero.com

http://www.mkg.co.jp/global/jp/

コバック 導入店レポート

有限会社 みちのく自動車鈑金塗装
コバック盛岡北滝沢店
岩手県滝沢市土沢310-15

TEL ： 019 - 687 - 2255

FAX ： 019 - 687 - 2257

一念発起し社長へ！
認証工場からのスタート
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 1990 年に設立して岩手県
滝沢市（以前は滝沢村）で自動車整
備鈑金工場を営んでおります。私自身
が入社した2001 年頃は一面田んぼ

て専門的に勉強していなかったことも
あり、業績が下がっていき、年間車検
台 数が 約 300 台から165 台 程にま
で落ち込んでしまいました。そんな現
状を変えるため、様々な勉強会や見
学説明会に参加していた中で出会っ
たのがコバックでした。
他の FC もありましたが、何故コバッ
クだったのですか？

取締役社長

井上智

今後の予定、目標を教えて下さい

一番の決め手は、勉強する中で見

車検台数を増やし、指定資格を取

でしたが、近年は人口増加しており、

学した会社でのお話です。その見学

得することです。実は前年までの車検

地域と共に少しずつ成長し歩んでま

先の会社は、弊社と同規模ながらコ

台数実績が足りずに、現在は認証工

いりました。

バックとは別の車検 FC を導入して非

場として業務を行っております。コバ

常に大きな成功を収めた会社でした。

ックのシステムを最大限に活用する

上働いてきました。そんな折、先代社

その見学中に「最初はコバックを

ためにも、指定資格の取得が最優先

長の亀ケ森が定年となり会社を継ぐ

導入しようと考えていたが、諸事情で

目標として社員一丸となって頑張って

者もいなかったため、
「もし、この店

出来なかったため、現在の FC を導入

おります。

を続けていく気があるなら社長にな

した」という話を聞きました。この話

また車検台数としては初年度 700

らないか？」と言われ、2015 年に一

を聞いて、他の FCもそれぞれの魅力

台を目標とし、数年をかけて2,000

念発起し社長に就任しました。

がありますが、その中で現在大きく成

台まで伸ばしていきたいと思います。

しかし、社長に就任したまでは良

功している方が最初に目を付けてい

また長期の計画にはなりますが、車

かったのですが、それまで経営につい

たコバックにこそ、より魅力があるの

検台数をしっかり伸ばして地盤を固

ではないかと考えました。

めた後、車販も含めた新規店舗を展

入社後はメカニックとして10 年以

同時に重要視したのがブランド力
です。自社の改善点を考えたときに、
営業力の強化がまず挙がりました。
そこを間違いなく補ってくれる「コバ
ック」という大きなブランド力は、決
め手の一つになりました。

開していきたいと考えております。

2019 年 9 月OPEN
OPENキャンペーンの実績
車検予約 ：283件
オイル交換：312件

無料
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。
コバック フランチャイズ事業部

FAX ： 0565- 3 5 - 2 5 5 9
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社名：
住所：

eメール：
上記3項目とも入力必須です
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誌上編集部ブログ
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。

時効商談、
オープンにしました

乗り換えから1年が経過して思い出す…
早くも年末である。昨年の今ごろは一大（台←誤変

ない。とはいえ、長年乗るであろう期間からすれば
たった1 年しか経っていないのである。このまま自分の
心にウソをついて乗り続けるのか？それとも…。
この時ばかりはかつてないほど、悩みに悩み続けて、

換でこの単語が出てきたが、こちらの方が合ってるか

出した結論は…「出たばかりの最高級グレードに乗り

も…）決心をして、愛車の乗り換えを決めたのだった。

換える！」だった。まあ、今振り返ってもバカだったよ

あっという間に1 年が過ぎたわけだ。このタイミングと

なあと思う選択ではあったが、決して後悔はしていな

いうのは私にとって実に深い思い出があって、否が応

い。事実、ここから11 年も付き合うことになったのだ

でも思い出してしまう。

から。

それは先代の愛車を新車購入して約 1 年が経った、

もちろん、すべてはタイミングである。この時はまだ

やはり年末のことだった。基本的に長く使うもの、自

独身だったので金銭的にまだ多少の無理は利いたし、

分にとってみればパソコンやクルマなのだが、長く使っ

さすがに店側も配慮してくれて高値で下取りしてくれた

ていればどうしても陳腐化は避けられないわけで、購

りなどのサポートがあってのことだった。

入する時にはその時点で最高かそれに準ずるスペック
のものを購入すべし！というポリシーを持っている。

一番大変だったのは（負担はかけていないが）いか
に両親にばれないようにするかだった。素直に白状し

例に漏れず、1 年前の時点で最高スペックのクルマ

てしまえば楽になったのかもしれないが、どんな反応

を買い、
「さあこれで向こう5 年〜7 年は大丈夫だぞ」

を示すか全く予想もできなかったため、1 年経った時

との思いを抱いていたのだが、その1 年後に早くも陳

点で乗り換えたという事実は敢えて伏せることにした。

腐化してしまった。すなわち、同じ車種がモデルチェ

ただし、全く同じ車両ではないので、ボディーカ

ンジを行い、さらに上のグレードが誕生したのである。

ラーも厳密に言うと同じ系統の似たような色でしかな

「何？ 排気量が 400ccアップ？ フォグランプが標準

く、しかも明らかにそれまで付いていなかったフォグラ

装備？ グリルもホイールもおしゃれだな。車内設備も

ンプが付いていたりと外観も異なるものだったが、何

さらに使い勝手がよくなってるなあ…」と変更点を挙げ

とかばれずにその生涯を全うしたようである。

れば枚挙に暇がなかった。これだけのものを見せられ
て、平常心で居られるわけもなかった。
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そりゃあ、何せ購入後 1 年のタイミングだから無理も

歴史は繰り返す…

ちなみに私の営業担当は、30 年来の付き合い。も

さて現代に戻って2019 年。何と同じく購入から1

ちろん仕事柄そうしなければならないというのもあるだ

年後に、モデルチェンジをしたではないか！とは言うも

ろうが、それまでも新車が出る度に冗談交じりに買い

のの、今回はさすがに心を動かされることはなかった。

替えを勧めてきていた。無論、提案される端から華麗

家庭を持ち、1 年で買い替えできるほど余裕はないし、

にかわしてきたのだが、その彼が「今回ばかりは無理

何より新モデルのデザインが良いとは思えなかったとい

には勧めないから」といつになく真面目に返してきた。

うのが一番大きいかもしれない。
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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/
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
〒4 3 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
〒3 2 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
〒3 8 6 −0 0 3 2 電 話 0 2 6 8 −2 9 −1 1 5 2

月刊現場：整備現場で働くメカニックの徒然なる日々

ッ
ク日
メカニ徒然
整備現場 で働く

の

なる

々

ビギナーメカニックの今年一番使えた工具
メカニックという職業は毎日当然のよ
うに工具を使う。ドライバーやレンチ、

す」とA 氏。
オイル交換という日常業務の中で多

ソケットといった工具から部品専用に

岐に渡る車両の作業を実施しているか

作られたSST（特殊工具）も合わせれ

らこその回答と言える。

ば様々な種類があることが伺える。
工具メーカーも作業環境、効率をよ

やはり最後は故障診断機
「一番使ったのは故障診断機になり
ます。輸入車ばかりを扱っているので、

エアツールよりも電動ツール

繋げば何らかの故障コードは入ってい
ます。診断機がなければ仕事が前に進

くするために日夜新しい工具の開発に

「基本的にエアツールよりも電動工具

まないことも多かったと思います。単純

勤しんでおり、それに呼応するようにメ

ばかりを使っています。インパクトもス

な交換作業もそうですが、交換後のプ

カニックも新しい工具を積極的に使う

ナップオンのものがエアツール同様に

ログラミングやリセットといった部分で

だろう。

使えますし、サンダーも電動の方が使

は必須の工具です。中でもAUTELの

今回は今年一年間を振り返りビギナ

いやすいです。何よりも作業効率がよく

製品はどれも使いやすくておすすめで

ーメカニックA 氏に「これがすごい」と

なると思います」と、主流は電動工具

す。輸入車に限らず国産車も見られる

思わせた工具を紹介していこうと思う。

であると強調するA 氏。

ので、そういった部分からも多くの整

JTC 製の SSTは使えるものばかり

ケルヒャーの洗浄機器は強力洗浄

「様々なサイズに対応したオイルフィ

「工具とは違いますが、ケルヒャーの

見れば、故障診断機は間違いなく整備

ルターレンチはよく使いました。また、

洗浄機器はどれも凄いです。美化作業

に必要な工具である。特定整備では必

サイズを無視して無段階で調整ができ

には欠かせないアイテムで、特に床面

須工具でもあり、今後の整備業界でも

るものもあり、こちらも重宝しておりま

を洗浄する機械と高圧洗浄機は欠かせ

当たり前のように使われていくだろう。
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備工場に親しまれていると思います」と
A 氏。クルマを整備するという観点から

ま せ ん」とA

A 氏おすすめのAUTEL 製品は、高い

氏。工 具とは

汎用性とプログラミング、コーディング

異なるが、工

といった作業まで兼ね備え、幅広い車

場内の整理整

種に対応した故障診断機である。巻頭

頓が出来てこ

カラーで 掲 載された「これ が すごい

その自動車整

2019」と合わせて今後の参考にされて

備と言える。

はいかがだろうか？

※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。

中古車店・整備工場専門のホーム

関谷 秋彦

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

整備工場のためのインターネット活用講座
チラシに代わる手間ながら効果絶大な広告媒体とは
整備工場が車検や点検の集客を行う際、地域で最初に

フォローや集客のアドバイスを行っている。

ホームページのご相談は

▶

http://digitalconvergence.jp

同じ内容の広告を出稿してしまいがちですが、フリーペー

パーは「読み物」として精読される傾向の媒体なので、い

わゆる「広告」は広告として認識されて敬遠される傾向に

あります。そのため「記事広告」という手法を検討してみて

考えるべき広告は「新聞折込広告」です。オーソドックス

ください。記事広とかタイアップ広告と呼ばれるものです。

反響が劇的に低下しています。

ラマンがお店に訪問して第三者目線でお店の紹介をしてく

で着手しやすい広告です。しかし、その新聞折込広告の

記事広告の場合は、編集部から依頼されたライターやカメ

れ、かつ読み物としてまとめてくれますので、読者も違和

死に体の新聞折込広告
若い世代が新聞を購読しなくなっているため、購読者層

は6〜70 代以上のいわゆる高齢者層に限定されています。

クルマを購入しようと考えている年代の多くは、既に新聞

を購読していないのが現状です。新聞を購読していないわ

けですから、折込広告を見ることも無いわけです。それで

感なくお店のことを理解してくれるようになります。フリー

ペーパーの場合は、この記事広告が非常に有効です。フ

リーペーパーの読者特性を考えると、記事広告を作りタイ
アップ広告として出稿することで、狙った地域の多くの世

帯にお店のことを知ってもらうことができますことができま

す。そんなフリーペーパーの記事広告ですが、難点もあり

も莫大な予算をかけて多くの地域に配布すれば、多少なり

ます。手間とコストがかかるのです。記事広告にするため

やめられない会社も多いのが現状です。
「新聞折込は麻薬

で作ることもできますが、当然費用もかかります。ホーム

そんな、厳しい状況の新聞折込広告ですが、実は今そ

ページから抜粋することもできますが、イチから作らない

とも反応があったりするもので、なかなか新聞折込広告を
のようだ」という経営者もいるくらいです。

れより効果のある地域媒体があります。それが「フリーペ
ーパー」です。

確実にポストに届くフリーペーパーを活用しよう
フリーペーパーは、基本的に各家庭に手配りしているた

めポストに届きます。新聞購読を行っていない世帯にも確

実に届くのが、地域のフリーペーパーです。おそらくあな

たのお家にもポスティングされていると思います。この、フ

リーペーパーの反応が良くなっています。そんな、新聞未

には、それなりの記事を作らなければなりません。丸投げ

ページが充実している会社は、多くのコンテンツをホーム

といけない会社も多いと思います。手間はかかりますが、
一度苦労して作った記事広告のコンテンツは使い回しをす

ることができますので、頑張って作ると良いでしょう。

手間とコストのかかるフリーペーパーの記事広告です

が、キチンと作ると多くの場合効果が見込まれます。アナ

ログの地域集客を考えているお店は、ぜひ
試して欲しいと思います。

購読世帯にも確実に届くフリーペーパーですが、特色があ

整備工場のためのインターネット活用講座

フリーペーパーは読み物。広告は記事広告で

中古車店・整備工場専門のホームページ制作会社

りますので押さえておきましょう。

フリーペーパーに広告を出すというと、新聞折込広告と

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。

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

一般の方でも
購読できます

年間購読料

5,400 円（税別）

お問い合わせは編集部まで（03-5713-7603）
せいび界
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業界トピックス

Topics

フェンシング女子フルーレの
梅津春香選手を採用内定
安全自動車株式会社

スポーツの価値やフェンシングの魅
力を私自身の言葉や行動で企業の
皆様方に伝えていきたいと考えてお
ります。入社後は社会人としての責
任と覚悟を持って競技に臨みます。
そしてオリンピックのメダルを目指

安全自動車株式会社（本社：東

しながら、全社員で梅津選手の活動

し、喜びや嬉しさを応援して頂いて

京都港区）は、公益財団法人日本オ

を応援し、競技に集中できる環境を

いる皆様と共に分かち合える選手へ

リンピック委員会（以下 JOC）が行

整備していくとしている。

と成長していきたいと思います。
」

っているトップアスリ−トの就職支援
※
を通じ、フェンシン
制度「アスナビ」

梅津春香選手のコメント

グ女子フルーレの梅津春香（うめつ

「この度「アスナビ」を通じてご縁

はるか）選手の採用を内定した（入

があり、安全自動車株式会社に内定

社予定日：2020 年 4月1日）
。

を頂きました。社会人になっても競

安全自動車としては初めてのトッ

技を続行させて頂ける環境に、心か

プアスリート採用となる。今後は梅

ら感謝しております。社会人アスリ

津選手の競技にかける想いを大切に

ートとして成果を残すだけではなく、

※アスナビ：企業と現役トップアスリートをマッチングするJOCの就職支援制度

梅津春香選手
略歴

法政大学国際文化学部（2020 年 3月卒業見込）
主な戦歴：
2017 年 全日本選手権大会 団体 優勝など

業界トピックス

Topics

第22回 全日本自動車整備技能競技大会
神奈川チームが初優勝
去 る 11 月 9 日、第 22 回 全
日本自動車整備技能競技大会が東

された故障箇所を特定・整備する、

京ビッグサイトにて開催され、全国

一般的な技能を審査する）
→アドバ

の各整備振興会を代表して 51 チー

イザー競技（納車説明）の流れで競

ムが一堂に集い、日々磨き上げた技

技を行った。

能を競い合った。

平均点 771.4 を記録する中、成

本大会は、整備事業の公共性と

績上位 3 チームは 920 点以上、中

業界の教育訓練・技能錬磨の姿勢

でも優勝・準優勝チームに至っては

を広く社会に示し、業界に対する正

960 点以上と高レベルの争いとな

しい理解と認識を高めてもらうことを

り、僅差で優勝を勝ち取ったのは神

目的に 2 年に一度開催されている。

奈川チーム（渡辺優樹選手、池田

今回は実際の業務になぞらえて、
アドバイザー競技（受入・問診）
→
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実車競技及び基礎競技（予め設定

せいび界
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実車競技に臨む渡辺優樹選手・池田誠司選手

誠司選手）
。長い大会の歴史の中、
初優勝を飾った。

初の栄冠に輝いたのは神奈川チーム

https://www.bandogrp.com

読者アンケート（プレゼント応募用）

締

切

2019 年 12 月 31 日（火） ※当日到着分まで有効

◆ 今月号の中で、興味深かった記事は？（複数回答可）

応募方法
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。

◆ 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）

◎ 今月の特集・注目記事

◎ 連載記事

□

感動夢工場

□

□

これがすごい！2019

□

編集部ブログ

□

第46回 東京モーターショー

□

月刊現場

□

コバック導入店レポート

□

整備工場のためのインターネット活用講座

□

業界トピックス

□

法務相談室

□

整備業界のシニア採用・シニア転職

第42回研究会

□

福岡モーターショー特別招待券

1名様

□

タフ・見守るクルマの保険プラス

□

ブレーキ & パーツクリーナー 応募者全員

□

NGP日本自動車リサイクル事業協同組合
第15回 通常総会 ・ 第33回 懇親会

□

第98回 イヤサカモデル工場バス見学・研修会

申込者情報

読者プレゼント

申 込 日

会社 名

電

部署 名

ＦＡＸ

氏

名

年

住

所

年

月

日

話

齢

歳

〒□□□−□□□□

e-ma il

送付先ファックス番号 ▶ 03-5713-7607

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。
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安全運転で

安全運転を

得する

楽しむ

安全運転で

お客さまの

保険料が割引に

安全運転をサポート

テレマティクス技術で、

いつもの運転が「安全」、
万が一のときも
「安心」。

MS&ADインシュアランスグループのあいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、
後付けの専用ドライブレコーダー型テレマティクス※1 端末で取得した走行データに
基づいて、安全運転の度合いを保険料に反映する、国内初※2 の新たな自動車保険
を開発し、2020 年 1 月以降保険始期契約より提供する。

安全運転を

見守る

もしもに備 え て 、
あ な たを見守る

同車種で同社の「タフ・クルマの保険」
の加入者と比較して事故頻度が 30％程
度抑えられており、交通事故の未然防
止効果が確認できている。
今回、発売する「タフ・見守るクル

※1「テレコミュニケーション（通信）
」と「インフォマティクス（情報工学）
」を組み合わせた造語で、カーナビや GPS 等の車載器と
移動体通信システムを利用して、様々な情報やサービスを提供する仕組み
※2「後付けのドライブレコーダーにより、安全運転の度合いを保険料に反映する」点が国内初となる（2019 年 7 月時点同社調べ）

マの保険プラス」は、幅広い車種に対
応し好評を博した「タフ・見守るクルマ
の保険」の「見守る」
（安全運転支援ア

ながるクルマの保険」を発売した。

開発の背景・狙い

ラート・事故緊急自動通知サービス・

本商品は、「安全運転のインセンティ

見守りサービス）
「楽しむ」
（運転診断レ

ブ（割 引）」と「安 全・安 心 の サ ービ

ポート）はそのままに、「タフ・つなが

に安心をご提供するだけでなく、「事故

ス」を提供することで交通事故を未然

るクルマの保険」にのみ存在した「得

を起こさないお客さま」にも安全という

に防ぐというコンセプトが高く評価され、

する」
（保険料の割引）というコンセプ

付 加 価 値 を 提 供 す ることを 目 指し、

2018 年度グッドデザイン賞（主催：公

トを文字通り「プラス」することでお客

2018 年 4 月に国内初の運転挙動反映

益財団法人日本デザイン振興会）を受

さまの安全運転を支援するとともに、

型テレマティクス自動車保険「タフ・つ

賞している。実際に本商品の加入者は、

万が一の事故の際には通信機能付きド

同 社は「事 故を起こしたお 客さま」

ライブレコーダー（以下、ドラレコ）を

安全運転スコアに応じて、

活用した、より高度な事故対応サービ

継続後のご契約の保険料が決まります。

スでサポートする商品である。これによ

ご契約のお車に設置したドライブレコーダーで計測された運転特性情報をもとに安全
運転スコアを算定し、
継続契約に適用する
「運転特性割引」
の割引率を決定します。

A 区分

B 区分

C 区分

り、誰もが安全・安心に暮らせる地域・
社会づくりに貢献していくことを目指
す。

NEW 安全運転で「得する」
「タフ・見守るクルマの保険プラス」

安全運転スコア

運転特性割引

点

点以上

%割引

%割引

点以下

加 入 者は、次 回 の 保 険 契 約 継 続 の 際
に、前契約の安全運転スコアに応じた
保険料割引が適用される。運転特性計

割引なし
（0％）

※継続後のご契約の保険料は、安全運転スコアによっては、同社が販売している他の自動車保険と比べて保険料が割高となる
場合があります。運転診断レポートや安全運転支援アラートをご活用いただき、安全運転を心がけてください。

測期間中の累計スコアベースで、「80
点 以 上」
「60〜79 点」
「59 点 以 下」の
3 段 階 で 評 価 され、最 良 の「80 点 以
上」の場合は 8％の割引が適用される。
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事故

❸ ご家族へ情報共有メールを送信

❶ 自動的にコールセンターに通知
お車が大きな衝撃を検知

登録されたメールアドレスにご連絡

事故映像を自動送信
（P10参照）

何をしたら
いいんだろう？

事故発生の
事実

❷ 安否確認コール

お知らせ
●●さまの
事故報告

事故の知らせ
が来たけど
大丈夫？

救急搬送の
有無

おケガの
有無

専任オペレータから

レッカー手配

事故受付（注4）

万が一の事故のとき、
ご家族にメールが届くので安心です

救急車の
出動依頼（注3）

お子さまが運転免許を
取り立てで心配

レンタカー
手配（注4）

お客さま
などを実施

遠方で暮らす両親の
運転が心配

あいおいニッセイ
同和損保

夫がクルマ通勤なので
事故が心配

心配かけて
ごめん。
大丈夫だよ

ご家族

万が一の事 故 時にも安 心の「 見 守る」機 能

安全運転で「楽しむ」
「見守る」

ドラレコを活用した事故対応

「タフ・見 守るクル マ の 保 険」同 様

ドラレコはもはやドライバーの必須ア

業界初「I'm ZIDAN」
と一体で、
24時間365日迅速に対応

に、ドラレコで取得した走行データを元

イテムになりつつある。万が一の事故の

ほとんどの保険会社が「事故受付」

に算出される運転診断レポートによって、

際には専用ドラレコを通じて取得した走

のみ 24 時間対応可能とする中、同社

自身の運転の振り返りが可能。また、車

行データ・画像データに基づき、テレマ

は、夜間・休日でも「事故受付」だけ

両の挙動に応じて注意喚起を促す安全

ティクス損害サービスシステムを活用し

でなく示談交渉を含めた平日と同等の

運転支援アラートや、事故の衝撃を契

担当者が正確かつスムーズに事故状況

「事故対応」が可能な業界初のサービス

機にコールセンターを自動で呼び出す事

を把握することでさらに迅速な事故対応

「I m ZIDAN」を提供しており、ドラレ

故緊急自動通報サービス、家族と事故

が可能。これにより、事故にあわれたお

コを活用したテレマティクス損害サービ

時の初期対応状況や運転診断レポートを

客さまの保険金請求手続きに関するご

スと一体で、事故にあって不安なお客さ

共有できる見守りサービスも健在。

負担を大幅に軽減できるようになった。

まを迅速かつ的確にサポートする。
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中澤雄仁

中澤雄仁弁護士の

光和総合法律事務所／弁護士

法 務 相 談 室

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。

各種ご相談、顧問契約の締結は

▶

http://www.kohwa.or.jp

〈受信契約を締結しなかった場合どうなるか〉

テレビ 機 能 付 のカ ー ナビを 設 置した 場 合、

受信契約も「契約」ですので、申込と承諾の意思表示が

NHK の受信料を払わないといけないか。

合致しない限り、つまりはテレビ等を設置した人が承諾し

昨今、NHKから国民を守る党の代表の言動がワイドシ

ない限り成立しないはずです。他方、放送法は、
「受信契

ョーなどで取り上げられ、何かと話題になっていますが、

約を締結しなければならない」と規定しているため、放送

テレビ機能の付いたカーナビ（以下、
「カーナビ」）を搭載

法を根拠に受信契約を強制できるのかが問題になります。

した場合、NHKの受信料を支払わなくてはならなくなる

高裁レベルでは、NHK が申込の意思表示をしてから、相

のでしょうか。

当期間が経過すると受信契約が成立するとした判決も出
されていましたが、最高裁平成２９年１２月６日判決は、

〈受信契約を締結している場合〉

そのような構成をとりませんでした。もっとも、最高裁判決

受信料は、世帯・住居単位で支払えば足りるとされ、

は、テレビ等を設置した者の敗訴判決が確定した時点で、

自家用車は、住居の一部だと評価されているため、既に受

その意向に関わらず受信契約が成立するとし、その場合

信契約を締結している方が、自家用車にカーナビを設置し

の受信料については、敗訴判決が確定して受信契約が成

ても別途受信料を支払う必要はありません。

立した時点からではなく、受信設備（テレビ等）を設置し
た時点から遡って支払う義務があるとしています。加えて

〈受信契約を締結していない場合〉

受信料は、督促されなければ５年で時効消滅するのです

この場合、カーナビを設置したことにより受信契約を締

が、敗訴判決により受信契約が成立する判決のケースで

結義務が生じるかが問題になります。放送法は、
「協会の

は、時効の起算点は判決確定の時からだとしていますの

放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協

で、例えば、テレビの設置が２０年前であれば、２０年分

会との受信契約を締結しなければならない」
（放送法６４

の受信料を支払わなくてはならなくなります。

条）と定めており、取り外しが容易なカーナビについて、
「設置した」と言えるかが問題となります。この点、カーナ

NHKは、
（自家用車と異なり）事業者が所有する自動

ビよりも、さらに「設置した」という概念からほど遠いワン

車については、自動車ごとに受信契約の締結が必要だとし

セグ機能付の携帯電話を所持しただけでも、
「設置した」

ています。最高裁判決等を受け、今後 NHK が事業用車両

とする最高裁判例が平成３１年３月１３日に出ていますの

を多数保有する企業等に、自動車ごとの受信契約の締結

で、カーナビを搭載することも受信設備を設置したものと

を強く求めてくる可能性があります。最高裁判決を受けて、

評価される可能性が高く、現に５月には、カーナビを搭載

NHKの受信契約を締結していない個人や、多数の事業用

したことにより受信契約を締結する義務が生じることを認

車両を保有する企業向けに、テレビ機能のないカーナビ

める内容の地裁レベルの判決が出ています。

の需要が高まる可能性があります。

株式会社せいび広報社主催

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

□開催日

□講

［申込み締切：11月30日］

株式会社せいび広報社
せいび界 編集部

令和元年 12月14日 ㊏
令和 2 年 1月25日 ㊏

［申込み締切：1月11日］
プレゼント

場

20

所

令和２年 2月8日 ㊏

［申込み締切：1月25日］

株式会社せいび広報社

せいび界
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会議室

師

八木正純・榊原慎

□定

員

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。

□受講料

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

□特

□時間

約４時間

13:00〜17:00

。
出張開催もいたします

て
同じ地域で5〜10名集め
いただくことが条件です。
お問い合わせください。

典

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）

② 自動車整備早わかりDVDシリーズ プレゼント

［所在地］東京都大田区西蒲田 6-36-11 西蒲田 NSビル 5F

お問い合わせ

せいび界 編集部 TEL：03-5713-7603

用・シニア転職
採
ア
ニ
シ
の
界
業
整備

いた
動
く
き
大
、
年
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2
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ア転 職
ニ
シ
の
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業
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整備業界のシニア転
ついに大手ディーラーの本部が、シニアの自動車整備
士の採用を本気で考える時代になった。私のところにも
既に相談が来ている。時代の流れは恐ろしく速い。少な
くとも1 年前までは、店舗はともかくディーラー本部の
相談などなかった。

シニア採用の増加は追いついていないのだ。

シニア転職の履歴書で「表彰」は NG
シニア転職の一番の関門は書類選考だ。同程度の経
験・スキルであれば、若い人材の方が圧倒的に有利であ

この分だと、すぐにシニア人材すら奪い合う時代にな

る。若い人材には成長を見込むなど、長い期間でのメリ

るだろうし、現役の働き手も老後のキャリアを考えなけ

ットを求めるが、シニア人材には即戦力を期待するから

れ ば ならない。年 金 だけでは 足りないことは「老 後

だ。その結果、シニアは書類選考でバンバン落とされる

2000 万円問題」として明らかになっている。

ことが珍しくない。

では、整備業界はどのようにシニア採用に向き合い、

ところで、50 代以上はどんな世代だろうか？ 50 代前

働き手はどう老後の仕事を考えるべきか？ シニア就業

半はいわゆる「バブル世代」だ。今ほど転職がポピュラ

支援の専門家としてまずはシニア転職市場の現状から説

ーでない上に、氷河期と比べて新卒の就職がしやすかっ

明したい。

た世代である。中にはこれまで一度も転職したことがな

「老後2000万円問題」
で焦り始めた現役世代

い方もいるだろう。そうした方が 20 年 30 年勤めて、初
めて転職に挑む。新卒の時には引く手数多だったのが、

今年春、
「老後 2000 万円問題」が出てから、シニア転

書類選考を突破するのも難しい。いきなり飛び込む厳し

職市場はさらに活発化した。一番活発になったのは60

いシニア転職戦線に、心が折れてしまう求職者も少なく

歳以上の世代ではない。50 代の不安が高まり、焦って

ない。

転職を急ぎ始めている。早めに給料のよい職場へ、ある

このように世代的な特性も含めて不利で不慣れな転職

いはシニアの採用や活躍の実績がある職場へ移り、少し

に50 代以上の方が挑むには、まず、心の準備から必要

でも安心したいという心理だろう。整備業界については、

なのかもしれない。その上で具体的にしっかりと準備し

他の業界より少し若めの40 代を含めた応募や相談が増

たいものが履歴書だ。シニアの転職は履歴書で決まると

加している。

言っても過言ではない。
しかし、シニアの転職は簡単では

履歴書を書くことも新卒以来で不慣れなシニアが多い

ない。企業もシニア採用を真剣に

ため、私たちシニアジョブは登録した求職者の履歴書を

考え始めたとは言え、シニア転

すべて代筆しているくらい、履歴書は重要だ。例えば、

職は完全に買い手市場。安

意外なことに「沢山の表彰歴」を書いたりしたが最後、

倍政権下で年々失業者は

そのシニアはほぼ落選してしまうだろう。

減っているが、65 歳以上

逆にシニアを採用する企業としても、履歴書の十分な

に限って言えば失業者数

チェックがミスマッチを防ぐ第一歩となる。次回は履歴

は 横 ばいで、つまり、高

書を含めた具体的なシニア採用・転職のポイントを挙げ

齢 者 人 口の増 加に

中島 康恵

ていきたい。
（株式会社シニアジョブ 代表取締役）

1991年茨城県生まれ。
シニアに特化した人材紹介、人材派遣を提供するシニアジョブを2014年設立。
サッカーに打ち込み、J1ユースチームでの活躍から一転、学生起業家に。
専門紙を中心にシニアの転職・キャリアプラン、
シニア採用等のテーマで連載・寄稿中。

シニアの採用・転職のご相談は

▶

https://senior-job.co.jp/
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㈲道又自動車部品 0196-47-4521

㈱神栖部品

0299-96-0678

㈲小林商会

0479-72-1361

㈲盛岡自動車部品 019-641-1933

東海部品㈱

029-274-2222

㈱登戸

043-241-3311

㈱ムラセ

04-7125-1241

㈲五香商会

047-385-6121

盛岡市北天昌寺町9-2

全国部品商電話帳
新品部品のお求めは
あなたの町の部品商へ

盛岡市月が丘1-28-20

㈱ヤシマ部品

019-635-1331

㈱ユニオンパーツ

0197-65-3161

盛岡市南仙北1-17-15

北上市北鬼柳33地割80番地5

宮城県

石巻パーツ㈱

0225-94-7424

㈱佐藤部品

022-286-4281

石巻市東中里2丁目10-15

■ 北海道・東北
北海道

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

旭川モータース㈱

0166-24-5188

岩見沢日通自工㈱

0126-22-3600

旭川市東7条4-2-1

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

仙台日新自動車㈱

022-232-6491

㈱千葉商会

022-236-6347

仙台市若林区卸町4-7-19

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

佐藤車輛部品㈱

011-721-1311

角田市佐倉字雁小屋56-1

三和商行㈱

011-786-7101

仙台市宮城野区銀杏町41-19

㈱シバタ

0155-22-4618

大成自動車㈱

0138-42-7376

札幌市東区北47条東8-2-1
札幌市東区伏古8条4-7-22
帯広市東1条南10-17
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

㈲三浦自動車部品 022-296-1151
㈲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

松島部品販売㈱

022-235-3434

㈱大徳

022-236-2277

石巻市湊字大門崎135-3

仙台市宮城野区日の出町3-3-1

0157-24-7446

北見市常磐町3丁目4-19

鶴岡市美咲町23-5

長井市十日町1-4-14

酒田市東両羽町4-14

㈱三和部品

023-631-1691

㈱最上部品(鶴岡)

0235-23-9511

㈱最上部品(酒田)

0234-23-6422

㈱パレス

0238-43-6221

㈱ヤマト部品

0166-22-1105

㈲ユニオン北海道

0155-34-1133

㈲古川部品

0173-53-2829

㈲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

弘前市境関1-1-7

0172-27-4221

秋田県

南陽市赤湯2159番地の1

大館市根下戸新町19-59

㈲日東パーツ

大仙市若竹町23-55

0187-62-2002

㈲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

㈲三栄商会

0192-27-7711

生内商事㈱

0195-23-3175

大船渡市盛町字下舘下6-13
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

一関市地主町8-3

0191-23-2320

㈱丸高自動車部品 0198-24-7151
花巻市末広町2-16
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㈱笠井パーツ商会

027-251-4121

㈱共立商会

0279-22-1950

前橋市大友町1-20-4
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

㈱三喬商会

027-234-6633

前橋市駒形町1511
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
高崎市芝塚町206

前橋市西片貝町1-239-1
前橋市東片貝町901-14
太田市藤阿久町918-9
伊勢崎市上諏訪町2113-18
高崎市上佐野町1021

埼玉県

相川部品㈲

0480-34-1144

㈲小田切部品

048-986-0516

㈲カーパーツ小泉

048-255-0666

㈲コタミ商会

048-542-2221

㈲後藤商会

0480-22-0271
049-242-2816

北葛飾郡杉戸町本郷1438
越谷市大間野町2-8
川口市南町2-6-25
鴻巣市宮地5-1-3

久喜市上町20-27

024-945-5585

中央部品㈱

㈲カンノパーツ

0244-23-4065

㈲野本自動車部品 0480-43-3751

郡山市安積1-138

南相馬市原町区日の出町243

㈲重光自動車商会 024-944-6850

川越市かし野台2-22-10
幸手市東3-4-1

橋本自動車部品㈱ 048-831-3489

郡山市安積町日出山2-23

さいたま市浦和区常盤2-10-13

郡山市安積町日出山3-288

草加市八幡町163-31

㈱東北ブレーキ商会 024-944-1214
㈲マルミ商会

0248-22-4321

㈱水上パーツ商会

0248-75-3186

㈱大和商会

024-546-9141

須賀川市卸町35
福島市南町225

■ 関東・甲信越
㈲石橋自動車商会 0299-23-0175
㈱東京ブレーキ

029-822-9117

㈱タイヨー

0280-32-4742

土浦市下高津3-8-23
古河市南町10-32

㈱二葉部品商会

㈱八洲トレーディングス 0299-82-4192

048-936-4820

平成自動車部品㈲ 048-839-4108

さいたま市南区文蔵2-10-8

千葉市中央区登戸3-12-8
野田市山崎1976
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㈱

船橋市習志野台8-20-8

047-466-3351

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

㈱コイズミ

03-3959-1211

㈱湯浅商会

03-3722-4765

㈲山東部品商会

03-3658-9341

㈱あきば商会

03-3880-0111

㈱水上商会

03-5737-7151

港区高輪3-22-4
板橋区熊野町33-3
大田区田園調布1-21-3
江戸川区南小岩2-3-12
足立区足立4-7-3

大田区萩中3-20-8

神奈川県
㈱桜川商会

042-742-4225

㈱第一商会

045-622-8021

㈱ミヤマ

045-576-3601

相模原市南区旭町11-9
横浜市中区上野町2-49

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

㈲伏見部品商会

046-221-3438

㈱鶴見商会

042-752-3515

横浜市西区平沼1-40-17
厚木市戸室1-36-1

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

㈲アルプス部品

0263-25-1241

飯田部品販売㈱

0265-22-3971

岡谷市赤羽2-4-8

松本市高宮中1-30 ＡＭビル１Ｆ
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㈱
松本市笹賀7918

0263-25-5661

㈱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

(資)大道商会

026-228-1345

飯田市伝馬町2-23
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

048-886-1701

㈱丸徳商会

048-571-3135

中山部品商会

武蔵野部品㈱

049-281-1297

㈲長野小型部品商会 026-222-2844

森川部品㈱

048-667-3535

㈱キタザワ

04-2944-5125

日本部品工業㈱

㈱シンカ埼玉

048-783-1200

松本自動車部品㈱ 0263-27-1433

さいたま市浦和区領家3-5-5
深谷市大字国済寺500-3

さいたま市大宮区大成町3-690
所沢市新郷202-2
上尾市平方領々家401-1

千葉県

04-7093-1111

茨城県常陸太田市木崎二町1746-3

043-225-1711

茨城県取手市新町3-3-33

鴨川市滑谷758-2

常北部品㈱

0294-72-2261

日新自動車部品㈱

㈱宇田川商事

0297-73-1234

㈲梅原自動車部品 0436-22-9304

千葉市中央区本町2-8-9
市原市青柳2-7-3

㈲中島自動車部品商会 0263-26-4433
松本市高宮北1-15

長野市南高田1-1-3

026-243-2614

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
上田市常田2-4-6

松本市野溝木工1-10-25

㈱マツライ

㈱タイセイ

鹿嶋市谷原1413

匝瑳市八日市場ホ74番地

ほづみ自動車㈱

坂戸市関間1-3-12

茨城県

石岡市貝地1-1-44

岩手県

0277-73-2777

みどり市大間々町大間々32-4

㈱エスビー商会

白河市字米村道北8-4

㈱大館自動車部品商会 0186-42-1086
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酒田市両羽町5-3

福島県

五所川原市金木町朝日山416-4

0238-84-1609

近野自動車部品㈱ 0234-22-9331

鶴岡市宝田2-9-92

青森県

アライ商会㈱

027-323-4726

東根市中央3-3-3

0143-44-8634

帯広市西20条北1丁目24-1

群馬県

㈱共立商会

0238-37-7055

㈱オートパーツ山形 0237-42-2511

室蘭部品㈱

旭川市1条通5丁目右6号

028-658-6370

宇都宮市八千代1-14-10

㈱川村部品

東機工㈱

山形市五十鈴1-1-12

室蘭市日の出町1-2-16

宮パーツ㈱

0270-26-3456

仙台市宮城野区扇町4丁目1-5

㈱宮田自動車商会 011-261-3451
札幌市中央区北1条東11-22

028-637-3121

宇都宮市簗瀬町1592-1

中央パーツ㈱

0125-53-3391

松田部品㈱

㈱ユアサ

宇都宮市大和2-1-1

㈲オート部品サービス 0235-23-1244

浜中車輛部品㈱

0146-42-3398

028-645-4059

0276-31-1362

米沢市中田町1404-27

㈱前谷商会

㈱カトー

㈱渡辺商会

0166-26-3266

日高郡新ひだか町静内木場町2-10-36

0284-72-7055

足利市福富町975

027-243-0611

長尾部品㈱

室蘭市寿町1-6-21

協立産業㈱

㈲前橋京和商会

山形県

藤田自動車興業㈱ 0143-44-6671

028-656-3131

宇都宮市問屋町3172-70

0272-31-8345

0154-23-8171

砂川市空知太西1条3-3-48

㈱カネマス

㈱関口ライニング

㈱中谷部品商会
旭川市東5条6-2-21

栃木県

027-326-2119

0155-24-6200

釧路市白金町9-7

茨城県ひたちなか市勝田本町33番8号

㈱須藤商会

帝北自動車㈱

帯広市大通南3-13

茨城県神栖市知手610番地3

松本市宮田4-3

0268-22-6226

0263-25-2000

㈲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

水野商工㈱

0268-22-4477

佐久市本新町94

上田市中央1-8-13

モモセ部品㈱

松本市深志3-4-13

新潟県

0263-35-7773

愛知県

大澤自動車用品商会 0748-52-2602

豊橋市下地町字若宮44

㈱河長部品商会

愛知自動車商事㈱ 0532-55-5171
㈱安藤部品

052-604-6411

㈲桑山商店

0564-22-6556

㈱信越自動車商会 0258-33-8400

㈱交輪社

052-481-9541

神竜自動車部品㈱ 0256-33-0621

㈱スヤマ

0566-23-3011

㈱スヤマ岡崎

0564-23-5151

㈲下越部品

0254-24-2162

クラウン工業㈱

025-273-0181

新発田市中曽根町1-7-17

新潟市東区卸新町1-842-21
長岡市美沢2-51-1

三条市一ノ門2-10-29

東海市東海町7-3-12
岡崎市八帖北町10-10
名古屋市中村区千成通4-23
刈谷市恩田町1-151-27

㈲新和商会

025-544-4898

㈱大和商会

025-283-5686

㈱鈴木商店

0563-56-3438

㈲十日町パーツ

025-752-5385

㈱竹川商店

052-331-4331

㈱新潟テエス

025-274-2171

玉田自動車部品㈱ 0586-44-1717

新潟部品㈱

025-283-8171

チトセ自動車㈱

㈱松沢商会

025-280-6800

㈲豊橋小型部品店 0532-54-5611

㈲丸山部品商会

0258-33-5519

菱川自動車工業㈱ 0586-71-2233

上越市黒井2598-11
新潟市中央区出来島2-4-7
十日町市高山826-6

新潟市東区上木戸1-2-12
新潟市中央区東出来島4-3

新潟市江南区両川1-1201-13
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
魚津市江口10-1

岡崎市末広町1-1

西尾市今川町落17

㈲池田自動車部品商会 0766-24-2558

0766-21-1728

㈲山西商会

0765-24-3201

高岡市広小路2-2
魚津市本江980-1

石川県

和歌山自動車㈱

073-444-5254

和光商事㈱

0739-22-1337

㈲東山商会

高島市鴨3150-81

0740-36-1801

㈱松尾自動車部品 077-545-8781
大津市大萱6-8-9

近江八幡市西宿町207

0748-37-0188

田辺市上の山2-30-27
和歌山市秋葉町2-11
田辺市東山2-1-7

兵庫県

078-912-5103

一宮市北園通3-3

京都府

㈲岡本部品商会

079-422-5978

㈲碧南部品

0566-41-2798

㈱細野商会

052-871-5175

彦根市長曽根南町459-35
長浜市神照町947-3

草津市東草津2-1-41

077-562-3700

神戸市西区玉津町今津633-3
洲本市桑間576-2
明石市樽屋町9-2

加古川市加古川町北在家2685

㈱オート商会

075-681-6501

神尾部品商会

06-6417-0856

名古屋市昭和区村雲町18-24

㈲共立商会

075-541-3121

㈲甲陽部品商会

0798-47-5800

名古屋市昭和区滝子通1-12

㈱三協商会

075-692-3636

㈱柴田商会

06-6416-4741

㈱大恵

075-605-2239

神姫産業㈱

078-651-7601

㈱タイヨー

0772-62-1211

竜野自動車部品

0791-63-2222

㈱ダイサブ

075-632-1556

㈲タルモト商会

079-422-5656

名古屋市瑞穂区瑞穂通6-28-3

㈲田中商会

075-671-6181

㈲東播パーツ商会

078-927-1535

半田市清城町2-1-14

㈱大黒商会

075-312-6655

㈱巴商会

078-576-5160

㈱大同商会

075-691-6161

㈲パーツ・ハリマ

0791-22-0714

㈱竹田商会

075-311-4755

阪神自動車用品㈱ 06-6401-3388

㈱伏見商会

075-641-6196

㈱兵庫商会

㈱森商会

075-414-0515

㈱山徳商会

075-681-1501

㈱山中商会

075-621-3171

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

碧南市幸町2-60

㈱メイゴ

052-931-7361

㈱名発商会

0564-31-4343

㈱明和商会

052-653-1131

㈱渡辺部品商会

052-853-1141

㈲日進商会

0569-21-1272

名古屋市東区芳野2-1-26

岐阜県

㈱エムエストーカイ 058-245-7441
岐阜市竜田町1-8

058-387-2151

大同部品㈱

0768-82-0080

㈲沢田商会

058-245-8589

㈱つかさき商会

076-264-0231

三興部品㈱

058-493-3510

東京自動車㈱

076-262-0171

清水パーツ商会

0575-67-1520

㈱橋本商会

076-291-1441

西濃産業㈱

0584-81-1323

三野部品商会

0767-52-5178

七尾市本府中町ヲ部14-6

0739-24-9040

野洲市小篠原376-4

㈲上島商会

コンマン部品㈱

金沢市高畠3-251

長野啓商会

㈲中野自動車部品商会 077-587-0084

和歌山市小松原通2-3-1

㈲横田商店

076-233-1277

金沢市長土塀1-15-14

073-424-3131

彦根市芹川町410

豊橋市大橋通3-97

㈲大一商会

金沢市示野中町1-33

㈱第一パーツ商会

㈱大進自動車部品商会 0749-22-2751

和歌山市舟大工町1

0799-24-0234

076-294-3252

鳳珠郡能登町字天坂へ21

073-431-4116

0749-64-1182

淡路部品㈱

052-651-7421

㈱嶋田商会

金沢市二ッ屋町10-24

㈱杉村商会

長浜市勝町54-1

㈲矢野自動車部品商会 0749-63-5000

名古屋市港区九番町4-1-11

076-256-0160

野々市市郷2-18

滋賀部品㈱

和歌山市小野町1-26

078-917-2105

㈱小山商会

金沢市問屋町2-72

073-433-1312

紀の川市黒土305-01

㈲餅川自動車部品商会 0749-22-1693

名古屋市港区本宮町2-26

㈱双葉商会

昭和部品商会

長浜市平方町246-2

一宮市大和町馬引字古宮30

富山市西公文名町6-31
富山市問屋町1-7-43

小林自動車用品㈲ 0749-63-5011

0748-22-3131

アカシブレーキ㈱

岡崎市矢作町字小河原23-3

㈱藤木自動車商会 076-451-4731

0736-77-5682

㈱ミナミ部品

高岡市本郷1-2-6

㈲協和自動車商会 0764-25-0255

和歌山県
紀泉商会

東近江市幸町1-16

名古屋市中区千代田３丁目６番１号

㈱マルゴ自動車商会 052-882-0501
0765-22-3536

蒲生郡日野町松尾1572

㈲太田パーツ商会
美濃加茂市島町1-5-20

0574-26-3258

華陽オートテック㈱ 058-389-0233
各務原市金属団地43
岐阜市金園町8-11

岐阜市野一色3-8-3
大垣市熊野野233-1

郡上市八幡町瀬取72-1
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

京都市南区四ツ塚町30

京都市伏見区深草上横縄町18

京都市南区吉祥院観音堂南町1-21

京都市伏見区下鳥羽西芹川町77番地
京丹後市峰山町長岡463-1
久世郡久御山町森川端23-1

京都市南区上鳥羽上調子町16-2
京都市右京区西院平町10

京都市南区吉祥院石原堂ノ後西町12
京都市右京区西院月双町56-3

京都市伏見区深草西浦町4-82
京都市北区紫野宮西町17-1

京都市南区東九条上御霊町67

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

㈱イケモト

06-6458-5351

岩崎産業㈱

06-6454-8960

茨木市中河原町6-10

大阪市福島区鷺洲2-12-15
大阪市福島区福島8-1-16

尼崎市大庄川田町43

西宮市甲子園高汐町6-1
尼崎市西難波町3-25-23

神戸市兵庫区鍛冶屋町1-2-23
たつの市龍野町堂本136-3
加古川市野口町野口759-1
明石市大道町1-17-7

神戸市兵庫区大開通6-3-16
相生市佐方1-3-2

尼崎市杭瀬南新町4-6-27

姫路市青山4-24-8

㈲ヤマヲ商会

078-575-5727

八木産業㈱

06-6413-0061

神戸市兵庫区三川口町3-1-1
尼崎市崇徳院1-13

奈良県

㈱ホンダ商会

0745-52-5531

㈱日之出商会

0745-52-0028

大和高田市旭南町5-8

福井県

斐太自動車部品㈱ 0577-32-1702

ウエイ商會

06-6581-0221

福井市文京7-7-25

㈱ホソノ部品東濃
瑞浪市一色町2-122-2

0572-68-4135

㈱永大部品

06-6702-2883

㈱名神

0584-81-3274

京阪部品㈱

06-6996-8771

琴平自動車㈱

06-6451-8011

㈲共栄部品

㈱オートショップ福井 0776-24-7903
㈱村中パーツ

福井市御幸4-17-23

静岡県

0776-24-1650

㈱イワマワークス

0545-21-1757

㈱桂巻商会

0544-27-2990

㈱木村商店

0545-52-2190

㈱ノセパーツ商会

053-454-7221

㈱日之出商会

0544-27-0550

㈱稲葉商会

0545-61-3008

糸川商店

0557-38-7003

富士市今井285-1

富士宮市弓沢町82
富士市今泉1-17-34

浜松市中区菅原町13-7
富士宮市三園平325
富士市平垣本町10-34

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

高山市下岡本町2950-1

大垣市安井町6-4

三重県

大倉自動車部品㈱ 0598-23-1313

大阪市西区千代崎2-23-10
大阪市平野区西脇1-2-28
守口市大枝南町18-10
大阪市福島区福島2-9-5

078-576-3222

神戸市長田区御蔵通5-5

大和高田市神楽254-7

■ 中国・四国
鳥取県

0859(32)7488

米子市両三柳2902-6

㈱城東部品

06-6746-5930

㈲川北商会

059-225-3235

岡山県

ダイヤ自動車㈱

06-6452-0131

㈲水谷商会

059-331-1011

岡山市北区大供2-3-10

㈱大一用品商会

06-6458-2112

㈱ヤマギワ部品

0596-23-2006

広島県

㈱森下商会

072-259-1331

山陽商事㈱

0848-22-9161

四日市市日永5-12-10

㈱四日市モータース商会 059-345-1265

アライズ㈱

072-885-4610

山陽部品販売㈱

082-277-1401

■ 近畿

大喜部品販売㈱

06-6458-7881

㈱大成部品

082-291-8282

ナカジマ部品㈱

06-6451-2141

太陽オート㈱

082-270-5700

㈱田宮パーツ

082-261-4111

松阪市久保田町170-1
津市丸ノ内21-13
四日市市川原町19-4

伊勢市鹿海町1648-7

滋賀県

青木自動車部品㈱ 0748-62-0076

甲賀市水口町北脇255

東大阪市楠根1-5-7

大阪市福島区福島3-10-1
大阪市福島区福島3-7-26
堺市堺区向陵中町6-1-9
門真市四宮6-2-29

大阪市福島区福島8-7-2

大阪府大阪市福島区福島3丁目4番1号

㈱金辺商会

尾道市新浜1-4-40

086-223-4400

広島市西区商工センター4-4-3
広島市中区舟入中町5-25

広島市西区商工センター1-9-17
広島市南区金屋町3-13
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トキワ自動車㈱

0824-72-2155

香月商事㈱

㈱フセパーツ

084-922-7092

九州エスエスケイ㈱ 092-621-2063

庄原市東本町3-17-22
福山市南手城町4-19-3

㈱福山自動車用品商会 084-923-2200

福岡市博多区上牟田1-8-14

092-411-2031

熊本県

福岡市中央区赤坂2-1-45

熊本市南区田迎6-11-45

092-711-9146

杉村部品㈱

092-431-4934

㈲田中パーツ商会

092-411-1883

島根県

㈱東亜商会

092-761-6121

益田市有明町6-23

東部部品㈱

福岡市東区社領1-13-10

092-629-0522

㈲原パーツ商会

092-561-5831

㈲福岡部品販売

092-503-5500

㈱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

三原市古浜1-7-11

0848-64-5757

三協自動車部品㈲ 0856-22-3208
㈱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

浜田市朝日町113-6

山口県

㈲山口自動車部品

山口市宝町2-27

0855-22-3511

083-924-0707

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

㈱北光社

088-665-5300

諫早市永昌町10-8

福岡県糟屋郡志免町御手洗1-1-8

㈱新光商会

福山市南本庄1-3-16

㈲諫早部品商会

福岡市博多区榎田2-3-48

福岡市博多区東比恵2-18-14
福岡市中央区警固1-8-7

福岡市南区清水2-1-37
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

㈱モトシマ商事

092-411-1465

飯塚パーツ㈱

0948-22-5440

飯塚部品㈱

0948-22-3333

共和自動車㈱

0947-44-6129

豊福パーツ

0949-32-0905

福岡市東区多の津5-27-9
福岡市博多区半道橋2-7-51
飯塚市片島2-18-25
飯塚市吉原町9-7

0957-26-1618

曙実業㈱

096-378-2235

三栄輪業㈱

096-353-3451

㈲セイコー商事

096-213-3721

㈲太陽実業

096-357-6223

㈱永瀬パーツ

096-355-2161

㈱日米商会

096-354-1166

㈲畑上商会

096-357-0288

㈱フタバ

096-377-2811

㈲サンワ部品商会

0966-63-4424

高橋部品商会

0966-63-8464

橋本部品

0966-86-2180

熊本市中央区練兵町18
熊本市東区下南部3-14-8
熊本市南区八幡5-11-8
熊本市中央区本山4-3-3
熊本市西区二本木2-16-16
熊本市南区島町2-7-8
熊本市南区流通団地1-10-1
水俣市港町2-3-15
水俣市港町2-1-8

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

㈱太陽

0969-23-7247

香川県

直方自動車商事㈱ 0949-22-3225

山田機材工業

0969-23-4020

高松市中央町5-29

㈱井上商会

久留米市御井籏崎4丁目4番3

0942-45-3611

伸和部品㈱

0968-73-4111

㈱イーエム九州

0942-34-6232

㈲東京部品

0968-25-3101

徳島市富田浜3丁目5番地

徳島市川内町平石流通団地30

㈱四国自動車部品商会 087-833-3120

愛媛県

住吉商事㈱

0897-34-1000

㈲明和パーツ

089-971-6777

㈱谷川商会

0895-22-4810

㈱ネクスタ

0897-53-2414

㈲勝山商店

0895-22-4741

㈲伊予部品商会

0896-23-4588

新居浜市八雲町5-58
松山市空港通1-5-24
宇和島市坂下津甲407-54
西条市古川甲61-1
宇和島市恵美須町2-4-13
四国中央市村松町163-3

高知県

㈲安芸東亜

田川市伊田3568-2
宮若市長井鶴425-2
直方市新知町6-43

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

㈲東亜商会

0942-32-8345

久留米市諏訪野町2341-10
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

㈱大栄

0944-55-2020

みやま市瀬高町下庄1465-7
大牟田市不知火町2-4-1

㈱平尾自動車商会 0944-56-2111
㈱ランテル

0944-73-2111

パーツセンター高知㈱ 088-843-8311

ケイディ㈱

0942-83-1300

㈱東亜

㈲中央自動車部品 0955-74-8175

安芸市伊尾木214-2

高知市朝倉丙2159-1
高知市大津乙1820-3

0887-34-4165

大牟田市日出町2-1-9

088-866-1210

■ 九州・沖縄
福岡県

鳥栖市神辺町1556-3

唐津市和多田先石12-31

㈱松浦商会

0955-72-2151

㈱ヨネクラ

0954-63-2211

唐津市和多田大土井1-9

㈲共和部品

0930-23-1966

㈱小倉部品商会

093-931-2186

小倉モータース㈱

093-931-6931

㈱佐藤商店

093-331-1104

行橋市東大橋4-10-6

柳川市三橋町枝光369-5

鹿島市大字中村1618-7

長崎県

北九州市小倉北区片野新町1-7-29

㈲石橋パーツ商会

北九州市小倉北区吉野町11-25

㈱オートパーツミヤチ0957-54-3141

北九州市門司区東門司1-4-3

㈲神吉商会

0956-23-6166

北九州市八幡西区陣山3-1-7

㈱寿

0957-22-2343

北九州市八幡西区萩原3-1-5

㈲大東部品

0956-32-1345

北九州市小倉北区西港町89番15号

㈲長崎中央部品

095-845-3111

北九州市八幡西区紅梅1-1-6

古川電機㈱

095-844-8164

北九州市八幡西区小嶺台4-14-12

前田部品商会

0956-65-2468

北九州市八幡東区川淵町15-17

㈲松尾部品商会

095-883-8422

福岡市博多区西春町2-2-1

㈲丸三商会

0956-22-4158

自動車部品販売㈱ 093-671-4533
㈱白水商会

093-631-2361

綜合部品㈱

093-581-0585

㈲守田パーツ商会

093-642-2525

吉住商会

093-612-1212

綿勝自動車㈱

093-651-3331

㈲安部商会

092-591-1210

㈱上杉スプリング商会 092-411-6147
福岡市博多区上牟田1-16-5
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095-882-6223

西彼杵郡時津町日並郷3449-27
大村市古賀島町522-2
佐世保市松浦町1-8
諌早市天満町17-1
佐世保市干尽町5-32
長崎市目覚町13-12
長崎市目覚町18-1

佐世保市江迎町上川内973-25
西彼杵郡長与町岡郷456-3
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

八代市大手町1-9-16
天草市大浜町7-7

天草市今釜町3333
玉名市寺田134

菊池市隈府501

大分県

㈲えびはら商会

0982-52-7138

㈲小林部品

0984-23-3606

㈱鈴木部品商会

0985-26-2616

㈱大都部品商会

0986-23-1689

㈲髙見部品商会

0982-35-4355

日向市鶴町1-4-13

小林市大字細野9-7

宮崎市橘通東5-7-38
都城市松元町4-27

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

㈲豊守部品商会

0985-24-5571

㈲日東商会

0984-23-2110

㈲髙原部品商会

0984-23-3443

㈱みのる商会

0987-23-5205

平成パーツ

0984-22-3369

宮崎市江平東町4-12

宮崎市橘通東5-1-29

小林市大字堤並松添2977-10
小林市堤2789

日南市吾田東8-8-58
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

㈲城南部品商会

099-226-1205

㈱川内モータース

0996-22-3195

㈲高原部品商会

099-257-2855
099-422-0217

奄美市名瀬有屋町2-7
鹿児島市甲突町18-2
川内市西向田町4-5

鹿児島市真砂本町29-8

㈱アサヒ

097-552-0008

中央部品㈲

㈲木下部品

097-536-5903

㈱中島自動車部品 0993-53-3338

㈱九州明治商会

097-558-5353

㈱サンキューケン

097-555-9889

㈲成正パーツ

097-503-0160

㈱日米自動車商会

0977-23-3164

㈱ユタカ商工

097-536-5088

㈲サガラ部品

0979-25-0162

㈲都甲産業

0978-34-7117

大分市西新地2-6-39
大分市中島中央3-2-29
大分市中津留1-3-4

大分市西新地1-5-28
大分市日吉町2-10

別府市船小路町4-23
大分市新町3-37

中津市下池永720-3
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

ライオンズ部品㈱

0978-32-0456

㈲赤峰パーツ

0972-23-1110

㈲安東商会

0972-82-0215

㈲黒川商店

0972-62-9121

㈲新聖パーツ

0972-23-6531

㈲田部商会

0974-63-3311

㈱佐藤商会

097-574-8241

日田市南元町20-5

宇佐市大字川部字荒田647-1
佐伯市鶴岡町3-1-19
津久見市地蔵町6-2

臼杵市大字市浜字馬渡1191-3
佐伯市城南町395

竹田市大字拝田原242-5
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

大分市向原東1-7-4

宮崎県

097-552-4721

池崎部品店

0982-72-2462

えびの部品商会

0984-33-1338

西臼杵郡高千穂町大字三田井806

えびの市大字杉水流91-1

肝属郡錦江町馬場367

南さつま市加世田村原1-1-17

㈲日伸

0994-43-3143

㈲林部品商会

0995-62-4535

㈲ハラグチ部品

099-258-7041

鹿屋市札元2-3755-2
姶良市加治木町木田2357-1
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

鹿児島市新栄町25-2

099-256-0253

㈲丸共自動車部品商会 0995-74-2418
姶良郡湧水町木場360

㈱モリ

大島郡徳之島町亀津128-3

沖縄県

0997-82-1331

㈱石川部品店

098-867-3034

㈲エスケイ商事

098-878-2402

㈲金城部品店

0980-53-0277

(資)渡久地部品店

098-939-1123

㈲第一部品店

098-856-4621

㈱那覇部品

098(877)2429

㈱南海部品商会

098-856-1921

那覇市港町2-7-22
浦添市内間1-8-22
名護市大北2-7-2
沖縄市東2-3-11

豊見城市宜保166-3
浦添市内間1-8-19

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
沖縄市松本6-7-3

098-937-0380

NGP Nippon Good Parts

NGP日本自動車リサイクル事業協同組合
第 15 回通常総会・第 33 回定期総会懇親会
グループ創立から間もなく35 年を迎える、
NGP日本自動車リサイクル事業協同組合。
平成 30 年度は「100 年に一度の大変革期

「急速に変化する時代」を
切り開くために

を勝ち抜くために」を活動テーマに掲げ、

第 16 期（令和元年度）のテーマ

様々な取り組みを行ってきた。

佐 藤 幸 雄 理事 長

具体的には4つの事業方針として、
①入口
の課題として「車両仕入の拡大」
、
②中間の
品質として「お客様満足度向上によるNGP

2018 年 10月4日、トヨタとソフトバンクが「モビリティー」という言葉を使い、

のファン作り」
、
③出口の課題として「リサイク

未来の交通サービスの実現に向けた提携を明らかにしました。自動運転の車な

ル部品の販路拡大」
、
④人材育成「自動車

ど、次世代の車の開発を進めるトヨタ、そこに、ソフトバンクのIT 技術を融合させ

業界の変化に対応すべく、将来を見据えた

世界的な競争に生き残ることが狙いです。

人材育成計画」
、を掲げ、組合員各社が一
致団結して各事業に取り組んできた。

今、自動車産業では「CASE」に代表される様々な技術やサービスが生まれて
おり、国境を越えて、各社が網の目のように提携関係を結び、しのぎを削ってい

去る10月28日には第 15 回通常総会並

ます。次世代の自動車産業の覇権は、テクノロジー企業が握る可能性があり、２

びに第 33 回定期総会懇親会が品川プリン

つの大企業が手を組んだ今回の提携は、車の生産だけでは競争に勝ち残れない

スホテルにて開催された。ここでは、同組

というトヨタの強い危機感が背景にあると言われています。

合の今期の方針並びに、役員体制を紹介
する。

総会では、
「創立 33 年を迎えられた感謝を示すとともに、急速に変化している
時代を切り開くためには、その変化を受け入れ今までの考え方を変えていかなけ
ればならない。時代が変化していく中でも忘れてはいけないのは、“お客様第一”

❖理事一覧❖
理 事 長
副理事長
副理事長
副理事長
専務理事
理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

というNGPの理念だ。お客様に必要とされ、頼りにしていただける存在であり続
け、組合員が各地域でNo.１の事業者になることが NGPの将来の目指す姿だ」と

佐藤

幸雄

青木

金也

略立案と実行が重要と考えております。

成幸

売」この3つの事業基盤を更に強固なものにするために、車両の確保が必要不可

沼﨑

誠公

の車買取サービス「廃車王」を、引き続き強化していきます。今の世の中多様なメ

金子

治樹

小林
藤原
鈴木
岡﨑

信夫
庸正
豊

述べました。組合員個社だけの対応ではなく、NGPグループの総力を結集した戦
本年度は、我々の事業の柱である「国内部品販売・海外部品販売・素材販
欠であると考えております。そのための一つの施策として、一般カーユーザーから

剛史

ディアがあふれる中で、様々なメディアへの露出、PR 施策を検討し、「廃車といえ

横井真津乃

また、「SDGs」に基づいた社会、経済、環境の発展に貢献するための活動を

塩谷

藤村
福原
胡

斎木

博志
光宣
定晃

崇司

ば廃車王」を認知するための活動を継続していきます。
推し進めていきます。この世界のあるべき姿を、2030 年までに達成するために、
自動車リサイクル事業を通じて未来のために今できることをコツコツと積み重ねるこ
とが大切です。そのための一つの取組として、香川県豊島の産業廃棄物不法投棄
により失われた自然を取り戻すべく、環境再生活動を積極的に行い、環境保全の
大切さを後世に伝える活動を継続してまいります。

（一部抜粋）
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第98回

イヤサカ

モデ ル 工 場
見学・研修会

大変革時代を生きる次世代工場を見学
株式会社イヤサカ

代表取締役社長

斎藤智義氏

常日頃、自動車業界の皆様の

期し、今回は

ご支援、ご協力、そして参加され

首都圏の優良

去 る 11 月 7

る皆様方のお蔭をもちまして、こ

店舗をご案内

日・8 日 の 2 日

の度も開催できることを深く感謝

致します。

間、
（株）
イヤサ

申し上げます。

この度の見
斎藤智義氏

カ（斎藤智義社

近年、自動ブレーキ、自動車線

長）主催のモデ

維持機能等の普及拡大に伴い、

しい店づくりを反映した次世代店

自動車技術の電子化・高度化が
開会挨拶

舗」
「地域に調和した店作り」を

ル工場見学・研
修会が首都圏

安藤潤二部長

（東 京 都、千 葉 県）で開 催された。

学先では「新

急速に進展し、今後は加速度的

目指し、他には真似の出来ないオ

に拡大する見通しとなります。
株式会社イヤサカ 代表取締役

リジナル企画を満載した店舗を巡

斎藤 智義 氏

2 日間でディーラーを中心とした合計

100 年に一度の大変革の時代

り、次世代工場として「清潔感あ

5 軒のサービスショップを見学すると

に「お客 様に選ばれるお店づく

る工場、安全、快適な工場を見

共に、初日には見学先の 1 社（2 日

り」
、高度化していく自動車整備、

学して頂きます。そして空港特殊

目に見学）でもある ANA 成田エア

鈑金塗装についての対応等新たな

車両整備を実施されている ANA

ポートサービス
（株）
の安藤部長・佐

明日を築くために必要なものは何

成田エアポートサービス株式会社

藤課長による特別講演も行われた。

か、そのヒントが得られることを

様をご紹介致します。

見学先 ①

トヨタモビリティ東京 高井戸桜上水店

旧ネッツトヨタ東京（株）高井戸店を
リニューアルし2018 年 4月より営業開
始。2019 年 4月には販売会社 4 社が融
合し、同社の「新しい店づくり」の考え
方を反映した次世代店舗である。
拠点のある杉並区と災害協定を締結
し、大災害時帰宅困難者 100 人を受け
入れ可能なショールーム、断水時にも飲

70インチ 4の巨大モニターがお出迎え

撮影用の照明にも配慮した納車式スタジオ

水道配管の途中にあるため常に新鮮な貯蔵水

物を置かないようにキャビネット天面は斜めに

料水 900Lとトイレ用 540L が確保でき
る「マルチアクア」などを設置している。
2 階は「安全・快適で環境にやさしい
テクノショップ」としオール LED 照 明、
完全空調管理、近隣騒音対策にも配慮。
収納スペースにはイギリス製のオーダー
メイドキャビネットを設置し、快適で働
きやすい作業空間を実現している。
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見学先 ②

ホンダカーズ西千葉 浦安店

市川市香取にあった行徳バイパス店の
老朽化に伴っての移転新築で、2019 年
4月浦安市初めてのホンダカーズ店、し
かも2020 年から始まる新 VIを先取りし
た新世代店舗としてオープンした。
発展著しい浦安地区への初出店なが
ら新 VIなどの採用により多くの新規顧客
を獲得することに成功している。新 VIは

白と黒で彩った新VIを体現した店舗外観

商談スペースは落ち着いた雰囲気で統一

床面の白とリフトの黒が織りなすコントラスト

キャビネットも床面との対比で黒に統一

2 階のサービス工場にも採用され店舗と
同様、白と黒を基調とした明るく、清潔
感のあるサービス工場となっている。
また安全、快適そして効率的に整備が
できるようにキャビネットや最新機器を
導入し働きやすい空間を実現しているな
ど、これからのホンダカーズを体現してい
る店舗となっている。

見学先 ③

ANA成田エアポートサービス

2019 年 6月に竣工した新車両整備工
場（成田国際空港内）
。特殊車両から一
般車両まで航空機の運航に必要なGSE
( 地上支援機材 )の全てに対応が可能な
車両整備工場を完備している。
空港関連車両全般に熟知した整備士
が、的確なメンテナンスを行う。大型車
対応の整備レーン（
「ドック」と呼称、耐

共用の整備機器は定位置管理（小型ドック）

塗装ブースはカーテン式で多車種に対応

器材も重量物が多いためリフトにて昇降

洗車場のグレーチングも重量物に対応

荷重 50トン（黄）と70トン（赤）に分か
れ色で識別）を8レーン、小型車対応の
整備レーンを5レーン備えており、車両に
関するあらゆるオーダーに応える万全の
体制を整えている。ハンディーターミナル
（バーコード管理）を使用した部品在庫
管理システムにより、部品入庫から出庫
まで作業の効率化を図っている。
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見学先 ④

シュテルン品川 メルセデス・ベンツ浦安
ショールーム

近年発展が進んでいる千葉県新浦安
地区の商業施設内へ 2017 年 4 月にオ
ープンした店舗。解放感のある明るいシ
ョールームにはシンボルツリーを配し、
アーバンリゾートと呼ばれる新浦安に調
和した店舗づくりとなっている。
自然を彩る「火･水･木」をコンセプト
にデザインされ、カフェテリアが併設さ

緑があふれる癒しの空間となっている

トイレの洗面台もこだわりの逸品を採用

納車式ではプロジェクションマッピングが可能

テラス側からもアプローチできるカフェスペース

れるなど、暖炉や樹木のある素敵な空間
となっている。常時 8 台の展示車両と
20 台のサーティファイドカーを用意し、
またキーリングやゴルフグッズ、マグカッ
プなどメルセデス・ベンツコレクションを
多数展示する物販コーナーも設けるな
ど、お客さまの様々なライフスタイルに
対応する店舗づくりとなっている。

見学先 ⑤

シュテルン品川 メルセデス・ベンツ浦安
ALL TIME STARS ／サービスセンター

メルセデス･ベンツ浦安のサービス拠
点として 2017 年 11 月にオープン。ま
た、メルセデス・ベンツのクラシック及び
ヤングクラシック専用サイト「ALL TIME
STARS」の 実 店 舗として、
「メルセデ
ス・ベ ン ツ 浦 安 ALL TIMES STARS」
も併設している。1 階ショールームには
レセプションベイと往年のメルセデス･ベ

ショールームには往年の名車がずらり

ALL TIME STARS用に納車式スペースも

昨今のトレンドかこちらのキャビネットも黒

省スペース用に工夫した検査ライン

ンツ車を展示し新車店舗同様の店内環境
となっている。2 階作業ベイは完全屋内
工場とし 7 ベイと検査ライン、門型洗車
場を設置し限られたスペースを効率よく
活用するレイアウトとなっている。ベイ正
面には同社こだわりのキャビネットを配し
て空間を有効活用するとともに、整理整
頓が行き届いた環境を実現している。
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MK KASHIYAMA CORP.
高信頼ブレーキ部品を世界へ

超売れてます！

シムの取り付け、グリースの塗布で

ブレーキ鳴きに対する

しっかりした整備を！

好 評

発売中

買ってね！

ブレーキ鳴き止めグリス

ディスクローター

そのため

パーツクリーナー
使用の必要がなく

すぐに装着可能

■ 防食塗装（ハット側面部／ディスク端面）
■ 製品梱包（VCIペーパー／乾燥剤）
一般的な他社製品（防錆油塗布＋ビニール袋）と比較し、長期保管が可能

環境 ISO14001 認証取得
品質 ISO9001 認証取得

お買い得クーポン
｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

クーポンの有効期限は

株式会社

令和元年12月31日までとなります。
１社様１回限りの利用になります。

N

PO

CU

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜
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

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

N

PO

CU

辻商会

▶ 北海道旭川市永山北2条11丁目30番地2

0234 - 43 - 1275
www.nagata-p.co.jp

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

w ww .f -r epar ts .co .jp

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜
社会に貢献するリサイクル業

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

N

PO

CU

0120 - 16 - 6969
0166 - 49 - 2020

爆光サンターンを前後1台分で2セットお買い上げ
の方にT10バルブ１セットをプレゼント！

サービス・取り扱いパーツの詳細は

0120 - 727 - 969

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

024 - 946 - 1180
024 - 937 - 0023
www.f-reparts.co.jp

リビルドコンプレッサー1,000円引き

ISO4001 取得

茨城県内全域

引取り ・ 査定 伺います

｜ リサイクルパーツ販売 ｜
環境にやさしくすることは、人に優しくすること

株式会社 アートパーツ長野
▶ 長野県松本市島立1132-21

N

PO

CU

0263 - 40 - 2100
0263 - 40 - 2230
www.artparts.net

ビスカスカップリング500円引き

｜ 車買取／リユース・リビルト部品販売 ｜
96%エネルギーの真価を人の力が教えてくれた̶̶

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

N

PO

CU

0120 - 577 - 814
029 - 264 - 2424
http://4r-plus-e.jp/

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）

優良品・リサイクル品・リビルド品・各種工具・タイヤ

クルマのことでお困りなら

☎を下さい

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

｜ リサイクル・リビルトパーツ販売 ｜
北埼玉を中心に県内５店舗

株式会社

丸徳商会

▶ 埼玉県深谷市国済寺

N

PO

CU

30

500-3

048 - 570 - 5511
048 - 572 - 1217
www.marutoku-shokai.co.jp

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）
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｜ リサイクルパーツ販売 ｜
車の社会環境を考える

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

N

PO

CU

03 - 3736 - 0431
03 - 3736 - 1301
www.yupic.co.jp

リビルトオルタネーター、セルモーター500円引き

お買い得クーポン

リビルドエンジン・軽自動車エンジンを主に多数品揃え

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

｜ リサイクルパーツ販売／廃車 ｜
株式会社

紀南パーツ

N

PO

株式会社

www.ngp.gr.jp/k707

多田自動車商会

N

PO

CU

※１社につき１か月１回有効

ぱ

業界初 !! デジタルでエンジン圧縮比を測定

エンジン圧縮比測定器
っ

www.118-2.com

廃車引き取り１台につき心ばかりの粗品プレゼント

PAPATT 測太郎
ぱ

0794 - 89 - 2019

▶ 兵庫県神戸市西区神出町田井266-1

リビルド商品お買上げ500円引き

新発売

0120 - 980 - 557

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！

0739 - 84 - 2233

▶ 和歌山県日高郡みなべ町山内５６

CU

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

0739 - 84 - 2222

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

と

そ く た ろ う

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

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

京都府宇治市槙島町十六12-1 ) 0774 - 24 - 8885

taiyoshokai.co.jp

カーズターミナルでは、ELV の適正処理と、
リサイクルパーツの有効活用を目指しています。
ELV ＝ END OF LIFE VEHICLE（廃車）

株式会社

カーズターミナル

環境マネジメントシステム
ISO14001 認証取得工場

) 053-444-0002

〒430-0843

静岡県浜松市南区福塚町 325-6

株式会社 吉田商会

廃車買取り
パーツ販売 ▶

▶リサイクル

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

愛知県豊橋市下地町字新道 29 番地

0532533907
www.yoshida-shoukai.com

リサイクルパーツ
（部品）
販売

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。

廃車受入

オリジナルバッテリー

http://nakashima.gr.jp/

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
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● 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）
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）

参考施工上代

16,000円

施工一台原価
利益

512円

1台施工15,488円

※追加リキット 500㎖（12,800円）

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
総発売元：G-STYLE

お求めは正規販売代理店まで

■ 東邦自動車株式会社

Co.,Ltd

TEL.04-7187-4405

■ 株式会社ワールドパーツ

■ 辰巳屋興業株式会社

本社 大阪府大阪市西成区南津守2-1-1

東京支社 東京都品川区西五反田5-5-7

本社 大阪市西成区南津守2-1-14

東京支店 東京都葛飾区西新小岩3-8-4

TEL ： 06-6652-2400
FAX： 06-6652-2413

TEL ： 03-5719-6811
FAX： 03-5719-6812

TEL ： 06-6659-0167
FAX： 06-6659-0762

TEL ： 03-3696-6101
FAX： 03-3696-6106

プログラミング、コーディング、ADAS に必要不可欠なツール
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5つの機能

① バッテリーサポート： 診断作業中などの自動車用バッテリーを12V（液体またはゲル）
で維持充電
② バッテリーメンテナンス ： 最新自動車モデルバッテリーに対応し、理想的なメンテナンス充電を保証
③ ショールームモード： ショールーム展示など長期間使用しない自動車バッテリーをメンテナンス充電
④ バッテリーチェンジ ： 電気供給を維持し、
自動車のメモリー設定をそのまま保存
⑤ 安定したハイパワー供給 ： 電圧&電流の調整が可能

ファンレスで静粛性に優れ、
リチウムイオンバッテリー対応
100V入力100Ah出力
（200V入力 120Ah出力）
■ 付属ケーブル5m
■
■

日本総輸入元：G-STYLE

Co.,Ltd

お求めは正規販売代理店まで
■ ㈱ 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
TEL：029-246-1261

■ ㈱ ゼクセル販売九州

■ テーエス商会 ㈱

■ 東邦自動車 ㈱

［本社（長野県）］ TEL：026-227-2232

［本社
（福岡県］ TEL：092-963-3485

［本社］
TEL：06-6652-2400

［新潟第一営業所］TEL：025-265-2233

［大分 SC］

TEL：0975-53-5053

［東京支社］
TEL：03-5719-6811

［宮崎 SC］

TEL：0985-51-6255

■ ㈱ 新生商会
［本社 営業部］ TEL：03-3433-7236
■ 協和自動車 ㈱

■ 高輪ヂーゼル ㈱
［本社］

TEL：03-3799-6666

［パーツ部 東京本部］ TEL：03-6458-6401

［埼玉支店］

TEL：048-290-0123

［江東営業所］

TEL：03-3682-7301

［群馬支店］

TEL：0270-26-7701

［世田谷営業所］ TEL：03-3483-7201

［栃木支店］

TEL：0285-56-2601

■ ㈱ オルタライフ
［本社］

［宇都宮営業所］ TEL：028-658-1230
［水戸営業所］

TEL.04-7187-4405

■ 長坂バロック ㈱

TEL：048-449-6570

■ ㈱ ワールドパーツ
［本社］TEL：06-6659-0167

■ 浅間自動車部品 ㈱
［本社］

■ 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：048-615-1280

［商品部］

TEL：03-5664-3533

■ SPK ㈱

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：023-674-0017

TEL：03-3990-3854

■ シナジー ㈱
［営業部］

TEL：03-3696-6101

■ ㈱ 山形部品
［Y-PIT 天童］

TEL：03-3501-0271

■ ㈱ 阿部商会
［商品課］

■ 辰巳屋興業 ㈱
［東京支店］

［本社］

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

TEL：06-6454-2580

［広島営業所］

TEL：082-545-0124
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