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INTELLIGENTADAS

よりスピーディーに、より正確に

高性能カメラ、ホイールクランプ、ターゲットによる測定

6 HIGH RESOLUTION CAMERAS

Provides 3-Dimension Optical Recognition
for most accurate frame measurement

WHEEL CLAMP & TARGETS

2 Wheel Clamps for ADAS Calibration
4 Wheel Clamps for Alignment Verification

POWERED BY AUTEL DIAGNOSTICS

Faster frame positioning without
mechanical measurement

MaxiSys ADAS CALIBRATION

MaxiSys ADAS OPTION IA800

MaxiSys MS909 MaxiSys ULTRA MaxiSys MS919

http://www. autel.jp



プログラミング、コーディング、ADASに必要不可欠なツール

B A T T E R Y  C H A R G E R

■ 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

■ ㈱ 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



よりスピーディーに、より正確に

高性能カメラ、ホイールクランプ、ターゲットによる測定MaxiSys ADAS OPTION IA800

MaxiSys 進化を遂げた診断機MaxiSys3タイプが登場 !



　幅広い車種対応の故障診断機
「MaxiSys」及びADASキャリブレー
ションシステムでおなじみのAUTEL
より、ＡＤＡＳオプション及び故障診
断機が登場。AUTELを日本国内市
場に広めた功労者である有限会社
G-STYLEのプロデュースにより、この
3月から大々的に販売を開始するとい
う。

ADASオプション「IA800」

　最新式のキャリブレーションシステ
ム「IA800」は、カメラによる計測に
より、最大わずか1分でフレームの設
置ができ、すぐにキャリブレーション
作業に入れるシステムとなっている。
　その秘密は6つの高解像度カメラ
と2輪ないし4輪に装着するクランプ
付きターゲットにある。6つのカメラ

が発する光を各ホイールに取り付けた
ターゲットに当て、その反射光により
正確な3次元計測が瞬時に行われ
る。
　その真価は同社の故障診断機
「MaxiSys」と組み合わせることでよ
り一層引き出すことが可能で、IA800
本体の上部には「MaxiSys」を丁度
よい高さ・傾きでセットできるフレー
ムも設けられている。

AUTELより新タイプのADASキャリブレーション
システム及び診断機3種が間もなくデビュー！
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機器のお問合せはG-STYLEまで　TEL. 04-7187-4405

　MaxiSys MS909　
8（オクタ）コアプロセッサ搭載、ストレージ容量128GBを備えたモデル。
　MaxiFlash VCIと最新Bluetooth2.1+EDR により車両との通信をよりスピー
ディーに！ 診断画面が色付きツリー表示されるため「どこの何が悪いのか」が一
目瞭然。プログラミング/コーディングも最新Bluetooth2.1+EDRにより
Pro/Eliteよりも格段に早くなりました。

　MaxiSys MS919
8（オクタ）コアプロセッサ搭載、ストレージ容量128GBを備えたモデル。
　MaxiFlash VCMIと最新Bluetooth2.1+EDRにより車両との通信をよりスピ
ーディーに！ 診断画面が色付きツリー表示されるため「どこの何が悪いのか」が
一目瞭然。プログラミング/コーディングも最新Bluetooth2.1+EDRにより
Pro/Eliteよりも格段に早くなりました。「4チャンネルオシロスコープ」「波形発生
器」「マルチメーター」機能が使えるMaxiFlash VCMI付属。

　MaxiSys Ultra
8（オクタ）コアプロセッサ搭載、ストレージ容量256GB、13インチモニター
左右分割（スプリット）表示、バッテリー18000mAH搭載の最上位モデル
　MaxiFlash VCMIと最新Bluetooth2.1+EDRにより車両との通信をよりスピ
ーディーに！「4チャンネルオシロスコープ」「波形発生器」「マルチメーター」機能
が使えるMaxiFlash VCMI付属。Ultraだけに搭載されたスプリット表示で作業
しながらエラーコード検索など、マルチにお使いいただけます。

新しいキャリブレーションシステムの登場に合わせて
進化を遂げた診断機MaxiSys3タイプが登場!

スプリット表示 （Ultra）オシロスコープ画面 （919／Ultra）ツリー表示 （3機種とも対応）
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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

■ 株式会社阿部商会
商品課 埼玉県さいたま市南区辻5-9-24
TEL ： 048-615-1280
FAX ： 048-615-1271

■ ヤマト自動車株式会社
営業支援室 大阪府東大阪市長田東1丁目3番47号
TEL ： 06-7670-0002
FAX ： 06-7670-0003

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





新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から3月17～19日はセミナーをライブ配信すると共に、
出展各社のWEBブースが閲覧可能になる。ここでは、そのWEBブースに出展予定企業の中から
注目の数社を厳選して紹介する。

厳選！ 注目出展企業

ブースNo. 205PRODUCT

　ハンドツール、自動車整備専用工具メーカーとして自動車整備業界のみなら
ず、一般のツール好きの方にも知られる京都機械工具（KTC）。近年では、作
業支援システムの開発販売も手掛けており、その発展形としてT&M（つなが
る・見える）事業の立ち上げを発表したばかりだ。
　さて今回はWEBブースでの展示に合わせて、同クラスでは最小・最軽量※

のコンパクトなコードレスラチェット「9.5sq.コードレスラチェットセット」をリリ
ースした。エンジン内等の狭所作業に最適なコンパクトさで、しかもLEDライ
トの採用で対象物の視認性も向上。さらに内蔵バッテリーの残量が30%以下
になると、LEDライトが点滅して充電のタイミングを知らせる便利な機能も持
ち合わせている。また、ヘッド先端部はH形状を採用し、過大負荷時のヘッド
の開きを防止する。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージ
ングスロットルも装備している。

京都機械工具株式会社（KTC）

9.5sq.コードレス
ラチェットレンチセット

エアホース不要でストレスフリー！

https://ktc.jp

※ 2020年12月現在 同社調べ

同クラス最小、最軽量※

● LEDライト採用で対象物の視認性を向上

LEDライト

● ヘッドの開きを防止

一般的なヘッド 新H形ヘッド

● バッテリー内蔵式（交換可能）

充電中/充電完了

　車検も整備もネット予約でＯＫ！ 入庫管理をネット・リアル
問わずすべて一元管理ができるシステム、それがtotoco（とっ
とこ）です！
　クラウドだからどこにいても常にリアルタイムで情報共有が可
能！年間6000台の車検実績を持つ整備工場で生まれた、実
践的かつ使いやすさを追求した整備工場特化型の商品です！1
日あたり903円～でご利用できます。是非ブースへお立ち寄り
くださいませ！ 

株式会社ヤマウチ

ブースNo. 122SYSTEM

車検ネット予約管理サービス totoco
車検も整備もネット予約でOK！ 現場目線で作り上げられたシステム

日時：3月18日11:00 ～　場所：ライブ配信
システムの発案者・人見いづみ氏によるセミナーを開催。
20～23日も録画映像を後追い聴講可能。

http://totoco.biz

入庫車両の状況が
管理できる

営業時間外でも
予約が入る!!

オプション設定で
単価UP!

フロント業務低減♬ 現在お使いの顧客管理システム
と連動可能で簡単便利

自動返信メールで
手間なし

導入店のメリット

経費削減 ＆ 売上UP

導入検討者必聴！    セミナー開催案内

有限会社G-STYLE

ブースNo. 135PRODUCT

　G-STYLE は診断機 MaxiSys シリーズの新タイプ３種と ADAS キ
ャリブレーション用の新システムを発表した。

特定整備時代の到来を見据えてパワーアップしたMaxiSysシリーズ

　最新式のキャリブレーションシステム「IA800」は、カメラによる
計測によって最大わずか１分でフレームの設置ができ、すぐにキャリ
ブレーション作業に入れる。その秘密は６つの高解像度カメラとクラ
ンプ付きターゲットで、カメラが発する光をターゲットで反射させ 3
次元計測が瞬時に行われる点にある。
　３タイプの MaxiSys はベーシックモデルの「909」、オシロスコー
プ機能等が使える「919」、すべての機能を網羅する最上位モデル
「Ultra」となっている。（➡詳細は３ページ）

MaxiSysシリーズ & 
ADASキャリブレーションシステム

特定整備に対応した作業環境を提供する

http://www.gstyle510.jp

IAAE2021 ONLINE Vol.1
　・セミナーのライブ配信
　・WEB出展の全ブースが閲覧可能

セミナーのアーカイブ配信
　・録画済みセミナーが聴講可能
　　（ただし一部セミナーのみ）

IAAE2021 ONLINE Vol.2
　・約20社が「1」に引き続きWEB出展

3月17日
～3月19日

3月19日
～3月23日

3月24日
～4月30日
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愛車広場カーリンク　新春全国大会開催！
今回はオンラインにて開催

　全国約 140店舗の中古車委託
販売のフランチャイズチェーンであ
る「愛車広場カーリンク」（運営は株
式会社チームエル：堀越勝格社
長）。クルマを売りたい方と買いたい
方を直接結び付けるという新しい試
みで、利用者から高い支持を得てい
る。同 FCでは半年に一度全国大
会を開催することが恒例となってい
るが、去る1月21日には2021
年新春全国大会がオンラインにて開
催された。
　大会は堀越社長の挨拶に始まり、
次いで2020年下半期セールスコ

ンテストの表彰が行われた。優秀店
舗賞のMVPは基盤客数ごとに分け
られた3つのグループの基盤代替率
で争われ、グループ①（基盤客数
5,000 人以上）はウッドベル花岡
店、グループ②（同1,000～4,999
人）はひたちなか佐和駅前店、グル
ープ③（～999人）は松本空港通り
店がそれぞれ受賞した。
　基盤代替台数で競う優秀個人賞
はひたちなか佐和駅前店の枝弘士さ
んが、また委託販売台数賞は松江
南店が受賞した。
　続く事例発表では、グループ②で

MVPに輝いた、ひたちなか佐和駅
前店（小野瀬自動車株式会社）の成
功事例が披露された。カーリンクの
指標である基盤代替台数が加盟後
4年間で5.7 倍にまで伸びた秘密
は異業種から戻った社長の成長にあ
った。
　最後は再び堀越社長が登壇し、
総括講演を行った。

Topics業界トピックス

　クラス最小「全長 143mm」の小型・軽量・充電式
インパクトレンチ。小型モータから繰り出されるパワー
は何と最大締付トルク 280N・m（実用トルク範囲 50
～260N・m）。ブラシレスモータの採用で長寿命を誇る。
打撃モードが3段階（強・中・
弱）に調節でき、電池の残容
量が確認できる残容量表示も
付いている。
　耐環境性能 IP56 にも対応
し、暗所での作業に効果を発
揮する LED ライトも装備する
など、様々な小径ボルトの脱
着作業に威力を発揮する。

空研
12.7mmSQ充電式インパクトレンチ
「KW-E160pro」

Pick-Up Product

株式会社空研
TEL : 072-953-0601　URL ▶ www.kuken.co.jp

注目の商品

撥水道場
アレル物質対策スプレー
花粉ZERO

　花粉やハウスダストなどのアレルゲン物質を、スプレー
した瞬間シャットアウト。人と環境にやさしい成分でつく
られた、安心安全なアレル物質対策スプレー。
　就寝前のお部屋全体に空間噴霧、布団にもスプレー
しておくだけでスムーズに眠りにつくことができ、朝まで
グッスリ快適。カーテンやソファ、衣類に付着しても色
褪せの心配がなく、赤ちゃん
やペットのいる家庭でも安心
して使用でき、外出時にはマ
スクにも最適（安全性テスト
異常なし）。ラインナップは
100ml、500ml、5L 詰 替
用の3種類。

撥水道場（有限会社田辺鈑金）
TEL：075-681-7868　www.hybridcoat-zero.com

Pick-Up Product注目の商品

業界トピックス・注目の商品 Topics & Pick-Up Product

堀越勝格社長（写真は昨年の新春大会）

プレゼント➡P.32
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国内メーカーとしてナンバー1の商品ラインナップを誇る
ブレーキパーツメーカー

　アフターマーケット専業メーカーとして、
MKブランドでブレーキシュー・パッドの製
造、及び販売に携わり60周年を迎えたエム
ケーカシヤマ株式会社（樫山剛士社長）。近
年はシュー、パットだけではなくローター、
大型車用ライニングの販売、産業機器で使
われる摩擦材製品の製造、販売も手がけて

いる。国内メーカーとして№1の商品ラインナップを誇り、摩擦材開
発に関しても国内・外問わず高く評価され、現在80を超える国と地
域で販売を行っている。MKブランド、スポーツ用パッドの
WINMAXブランドに加え、一昨年よりFCマテリアルブランドでのブ
レーキシュー、パッド、ライニングの製造・販売もスタートしている。
直近では、クリップオンシム付きパッドの対応車種も増えた。

Topics業界トピックス

Topics　業界トピックス

エムケーカシヤマ株式会社　www.mkg.co.jp

オール水性 有機則フリーシステム
 ＆ AIカラーシステム

　関西ペイントグループは３つのキーワード「Evolution
（進化）」「Innovation（革新）」「Solution（課題解決）」
に沿った提案を行うことで、昨今の自動車補修業界の大
変革期に対応するための様々なサービスを提供している。

「Evolution（進化）」・・・ベースコートに加えて、プラ
サフ、クリヤーのすべてにおいて水性化と有機則フリー化
を達成した業界初の「オール水性有機則フリーシステム」。

「Innovation（革新）」・・・経験に関係なく誰でも簡
単に、短時間で調色作業が可能となるコンピューター調
色システム「AI（アイ）カラーシステム」である。同社は
12月にAIカラーシステムの新規エンジン開発を発表して

Topics業界トピックス

関西ペイント販売株式会社　www.kansai.co.jp

大変革時代に対応したシステム群で幅広いニーズに応える

おり、画期的な新技術による調色精度の大幅な向上と、
さらなる調色時間の削減が今後大きく期待されている。

「Solution（課題解決）」・・・顧客が抱える課題に対
して、現地に寄り添った提案やサポートを行うことで、顧
客の持続的な成長を後押している。

せいび界
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TEL 048-449-6570（代表）　FAX 048-421-3266
〒335-0034 埼玉県戸田市笹目8-15-1 オルタライフ

https://www.altlife.jp/

古物商 〈第305550807881号> ／ 劇物毒物一般販売業 20板保生 〈第11号〉 ／ 産業廃棄物収集運搬業許可証 〈第110060138号〉 ／ 経営革新計画承認書 〈産支 第 708号〉

愛車の気になるニオイ、 ウィルスやカビなどの細菌、 新型コロナウイルスにも効く！

契約20ℓ、売価2,000円で販売した場合

（売価2,000円ー原価252円）×施工台数91台＝粗利 159,000 円／月

￥12,500

￥15,000

￥23,000

22台

45台

91台

¥568

¥333

¥252

¥44,000

¥90,000

¥182,000

¥31,500

¥75,000

¥159,000

6.25台以上

7.5台以上

11.5台以上
※普通乗用車のみ施工 ※人件費・電気代は除く ※各コース共にご契約期間は２４ヶ月 ※月間の契約量は変更することができます。　※月の途中での追加購入は10ℓ単位で可能です。

「初期費用 ０ 円」「原価約 250 円」「施工時間最短 10 分」

はじめませんか！ 新サービス！

※20ℓコース

販促ツール（のぼり1本、ハンドルリング20枚）もサービスします

オリジナルのぼり と
ハンドルリング（20枚）

施工可能台数
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0から始める特定整備認証取得⑤
ゼ ロ

　

　自動車の分解整備を行うとする者は、有償、無償にかかわらず、また本業であってもなくても作業を行う※

事業場ごとに、運輸局長の認証を受けなければなりません。認証の基準は大別すると次の通りです。

2.　認証とは

本連載は、 従来の分解整備認証（＝認証工場資格）を持たない事業者が、 特定整備（分解）及び特定整備（電子）

の定めた時期に実施する点検整備をいいます。
法　令

メーカー

に実施する点検整備をいいます。
故障時

不良箇所発見時

※ 「作業を行う」この意味は、定期点検整備及び一般整備と、これに付随する分解整備を
　 実施することをいいます。

◎　定期点検整備　とは

◎　一般整備　とは

（
　認
　
　証
　）

自
動
車
分
解
整
備
事
業
を

開
業
す
る
た
め
に
は

事
業
者
が
申
請

運
輸
支
局

運
輸
局
長
決
裁

適合している

① 整備主任者の選任及び整備従業員

② 事業場の面積（作業場の面積）

③ 機械工具類

④ 申請者が自動車分解整備事業者
　 として適格であること
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認　証　と　は両方の取得を目指すための情報をお伝えします。 連載終了の暁には資格取得マニュアルが完成するイメージです。

＜自動車の整備事業＞

認証を受けるためには、申請書を地方運輸局長に提出します。

（認証）

第78条　自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び第
90条の検査を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。

2　自動車分解整備事業の認証は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限
定して行うことができる。

3　自動車分解整備事業の認証には、条件を附し、又はこれを変更することができる。

4　前項の条件は、自動車分解整備事業の認証を受けた者（以下「自動車分解整備事業者」と
いう。）が行う自動車の分解整備が適切に行われるために必要とする最少限度のものに限り、且
つ、当該自動車分解整備事業者に不当な業務を課することとならないものでなければならない。

（申請）

第79条　自動車分解整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請
書を地方運輸局長に提出しなければならない。

（1）氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その役員の氏名

（2）自動車分解整備事業の種類

（3）事業場の所在地

（4）前条第2項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあっては、対象
とする自動車の種類その他業務の範囲

2　前項の申請書には、その申請が次条第1項条号に掲げる要件に適合するものであることを証
する書面を添付しなければならない。

3　地方運輸局長は、自動車分解整備事業の認証を申請した者に対し、前2項に規定するもの
の外、事業登記簿の謄本その他必要な書面の提出を求めることができる。

道路運送車両法＜抜粋＞

せいび界
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送付先ファックス番号 ▶ 03-5713-7607

申　込　日　　　　年　　　月　　　日

会社名

部署名

氏　名

住　所

e-mail

電　話

ＦＡＸ

部　数

今後の新製品等のご案内等に利用させていただきます。

〒□□□－□□□□ 
冊

そこが知りたい特定整備 Q&A

株式会社 せいび広報社発  行

好評発売中！

※弊社Webサイトと連動

東京都大田区西蒲田6-36-11 西蒲田NSビル5F　https://www.seibikohosya.com/　FAX. 03-5713-7607

数々の疑問にお答えするQ&A集が登場！
今後、 自動車整備業界で生き残っていく上で避けては通れない 特定整備認証制度 の

本体 500円＋税

《収録内容》
Q.そもそも特定整備とは何か？
Q. 追加されたのは自動運行装置？ 電子制御装置？
Q. 特定整備制度はいつからスタートするのか？
Q. 整備主任者講習と同等に扱う学科講習とは？
Q.自社設備で対応できない車両は断るしかない？
Q. 離れた作業場の具体的な基準は？
Q. 具体的な申請の仕方は？
Q.なぜ特定整備（両方）だけが新しい標章？

（一部抜粋）

B5判・36ページ ※ 送料別（100円）

そ
も
そ
も
こ
の
制
度
は

　ど
う
い
っ
た
も
の
な
の
？

こ
ん
な
時
は
ど
う

対
応
す
れ
ば
よ
い
の
？

そこが知りたい
Q&A

特定整備認証を申請（新規・変更共に）する際に必要な申請様式書類は、
弊社Webサイトの特設ページよりダウンロードが可能となっています。

資料では解決しない質問は運輸支局や国土交通省にて直接ヒアリングを敢行。

理解が難しい内容には、ワンポイント解説を設け、 図表も多数用意しました。

初歩的な質問だけでなく、 説明会や参考書では解決しない細かな質問も。
質問全50問を掲載しています。

重箱の隅をつく質問まで対応POINT ①

図表やワンポイント解説も充実　POINT ②

国土交通省や運輸支局に直撃した最新情報を網羅POINT ③

申請様式のダウンロードも可能　POINT ④
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静　岡　工　場

真岡商品課

上田商品課

静 岡 県 菊 川 市 赤 土 1 2 2 0
〒43 7－1 5 0 7　電話  0 5 3 7－7 3－2 9 1 1
栃 木 県 真 岡 市 松 山 町 8 － 1
〒32 1－4 3 4 6　電話  0 2 8 5－8 0－6 1 3 1
長 野 県 上 田 市 諏 訪 形 1 4 8 6
〒38 6－0 0 3 2　電話  0 2 6 8－2 9－1 1 5 2

本社 ： 東京都港区赤坂1-1-12 明産溜池ビル9F 〒107-0052 電話 03（6684）4181
ホームページ ： https://www.seiken.com/

札　　幌　011（822）0155
仙　　台　03（5574）7860
宇　都　宮　03（5574）7860
大　　宮　03（5574）7860
新潟デポ　03（5574）7860

● 営業所／デポ
東　　京　03（5574）7860
千葉デポ　03（5574）7860
横浜デポ　03（5574）7860
名　古　屋　052（331）8621
大　　阪　06（6458）7451

広　　島　082（292）8511
四　　国　087（804）7011
福　　岡　092（411）0836
沖　　縄　098（856）6880
鹿　児　島　099（257）5052



　あいおいニッセイ同和損害保険株式会
社では、保険販売手法を指導する株式
会社ありがとうミスター保険の代表高島
健太氏を講師に招き、保険商談のロー
ルプレイング（ロープレ）を野球の
1000本ノックのように繰り返す研修を
実施している。それが「保険商談必勝
ロープレ1000本ノック」である。
　この1000本ノックの卒業生かつ、あ
いおいニッセイ同和損保が2019年度及
び2020年度に展開した自動車保険獲
得キャンペーン（R1グランプリ）※の上位
入賞代理店から選ばれた31名（昨年度
大会が延期のため合同開催となった）
が、日頃の営業活動における商談スキル
と優れた顧客対応力をロープレ形式で競
う大会、「 R1グランプリ2019・2020
ロープレ全国大会」がオンラインで開催
された。

事前提出された動画を元に審査

　今回は新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から通常の集合開催を取り止
め、選手から提出されたロープレ動画を

元に審査を行う形式で開催された。
　また、去る2月3日にはYouTubeに
て、優績者発表番組を放映した。ここで
は各参加者の紹介映像及び、入賞者の
ロープレ動画をノーカットで放映した。
　開催に当たって、主催者を代表してあ
いおいニッセイ同和損害保険モーター営
業開発部の水越靖部長は「先に開催しま
したR1グランプリキャンペーンは７回目
を迎え、過去最多830社の代理店さま
にエントリーを頂きました。この度成績
上位31名の精鋭の皆さまにてロープレ
大会を無事開催出来たことを嬉しく思い
ます。創意工夫を凝らしたロープレは、
業界の最先端であり、保険商談手法の礎
になると確信しております」とコメント。
　また、各選手の師匠にして1000本ノ
ック研修の考案者であるありがとうミス
ター保険の高島健太代表は、「いつも多
くのお客さまに保険のご提案を頂きあり
がとうございます。コロナ禍においてマス
クやパーテーションに阻まれる中での商
談は本当に大変だと思いますが、共に頑
張っていきましょう！」とコメントした。

最優秀賞は鈴木　渚さん
二度目のエントリーで悲願達成！

　気になる最優秀賞は大久自動車販売
株式会社の鈴木渚さん。鈴木さんは前
回大会でも決勝戦に駒を進めるなど指折
りの実力者であり、今回は念願叶って初
の栄冠に輝いた。
　また、優秀賞をエスエスオート株式会
社の中川一也さんと株式会社西自動車
商会の名嘉真めぐみさんが受賞した。
　優績者発表番組は合計で約1,000回
視聴された。特に放映当日は出場者や
代理店、あいおいニッセイ同和損保営業
担当者がWEBチャットでコミュニケーシ
ョンを取りながら視聴したため、貴重な
学びの場としても機
能し、大きな盛
り上がりと
なった。

小山秀樹さん
（株式会社七洋）

北澤雅貴さん
（大久自動車販売株式会社）

北山光太郎さん
（大久自動車販売株式会社）

片山裕一朗さん
（株式会社カーショップドンキー）

出山末樹さん
（堀江自動車工業株式会社）

遠藤大地さん
（株式会社ホリエオート）

深谷明生さん
（有限会社幸オートサービス）

鈴木勝也さん
（株式会社クローバーランド）

野口昇馬さん
（株式会社クローバーランド）

竹浪敦敬さん
（株式会社クローバーランド）

川野真大さん
（株式会社トーサイ）

鈴木一良さん
（株式会社オートギャラリー新生）

井上裕美さん
（鈴木自工株式会社）

加藤民雄さん
（有限会社いずみ自動車）

石中貴美江さん
（株式会社ヨシダオートサービス）

和泉拓摩さん
（株式会社ひまわりコーポレーション）

飯干義和さん
（北摂オート株式会社）

野口文栄さん
（野口自動車株式会社）

小笠原忠智さん
（有限会社カーテックウカイ）

吉川高宏さん
（株式会社ベネフル）

加藤寛太さん
（株式会社ベネフル）

山崎俊介さん
（西村株式会社）

中村雄也さん
（西村株式会社）

公森信太さん
（西村株式会社）

谷義弘さん
（株式会社新和自動車）

濱田純也さん
（株式会社シンユウ）

酒井友彰さん
（株式会社シンユウ）

矢野優子さん
（有限会社カードックサービス）

※ドライブレコーダー付自動車保険「タフ・見守るクルマの保険プラス」のセット率で上位を表彰

1000本ノック卒業生によるロープレ形式で
保険商談スキルを競う大会ロープレ全国大会 

最優秀賞

鈴木 渚 さん
（大久自動車販売株式会社）

優秀賞

名嘉真めぐみ さん
（株式会社西自動車商会）

優秀賞

中川一也 さん
（エスエスオート株式会社）

入賞者のみなさま、おめでとうございます！

その他出場者のみなさん
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社では、保険販売手法を指導する株式
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　今回は新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から通常の集合開催を取り止
め、選手から提出されたロープレ動画を

元に審査を行う形式で開催された。
　また、去る2月3日にはYouTubeに
て、優績者発表番組を放映した。ここで
は各参加者の紹介映像及び、入賞者の
ロープレ動画をノーカットで放映した。
　開催に当たって、主催者を代表してあ
いおいニッセイ同和損害保険モーター営
業開発部の水越靖部長は「先に開催しま
したR1グランプリキャンペーンは７回目
を迎え、過去最多830社の代理店さま
にエントリーを頂きました。この度成績
上位31名の精鋭の皆さまにてロープレ
大会を無事開催出来たことを嬉しく思い
ます。創意工夫を凝らしたロープレは、
業界の最先端であり、保険商談手法の礎
になると確信しております」とコメント。
　また、各選手の師匠にして1000本ノ
ック研修の考案者であるありがとうミス
ター保険の高島健太代表は、「いつも多
くのお客さまに保険のご提案を頂きあり
がとうございます。コロナ禍においてマス
クやパーテーションに阻まれる中での商
談は本当に大変だと思いますが、共に頑
張っていきましょう！」とコメントした。

最優秀賞は鈴木　渚さん
二度目のエントリーで悲願達成！

　気になる最優秀賞は大久自動車販売
株式会社の鈴木渚さん。鈴木さんは前
回大会でも決勝戦に駒を進めるなど指折
りの実力者であり、今回は念願叶って初
の栄冠に輝いた。
　また、優秀賞をエスエスオート株式会
社の中川一也さんと株式会社西自動車
商会の名嘉真めぐみさんが受賞した。
　優績者発表番組は合計で約1,000回
視聴された。特に放映当日は出場者や
代理店、あいおいニッセイ同和損保営業
担当者がWEBチャットでコミュニケーシ
ョンを取りながら視聴したため、貴重な
学びの場としても機
能し、大きな盛
り上がりと
なった。

小山秀樹さん
（株式会社七洋）

北澤雅貴さん
（大久自動車販売株式会社）

北山光太郎さん
（大久自動車販売株式会社）

片山裕一朗さん
（株式会社カーショップドンキー）

出山末樹さん
（堀江自動車工業株式会社）

遠藤大地さん
（株式会社ホリエオート）

深谷明生さん
（有限会社幸オートサービス）

鈴木勝也さん
（株式会社クローバーランド）

野口昇馬さん
（株式会社クローバーランド）

竹浪敦敬さん
（株式会社クローバーランド）

川野真大さん
（株式会社トーサイ）

鈴木一良さん
（株式会社オートギャラリー新生）

井上裕美さん
（鈴木自工株式会社）

加藤民雄さん
（有限会社いずみ自動車）

石中貴美江さん
（株式会社ヨシダオートサービス）

和泉拓摩さん
（株式会社ひまわりコーポレーション）

飯干義和さん
（北摂オート株式会社）

野口文栄さん
（野口自動車株式会社）

小笠原忠智さん
（有限会社カーテックウカイ）

吉川高宏さん
（株式会社ベネフル）

加藤寛太さん
（株式会社ベネフル）

山崎俊介さん
（西村株式会社）

中村雄也さん
（西村株式会社）

公森信太さん
（西村株式会社）

谷義弘さん
（株式会社新和自動車）

濱田純也さん
（株式会社シンユウ）

酒井友彰さん
（株式会社シンユウ）

矢野優子さん
（有限会社カードックサービス）

※ドライブレコーダー付自動車保険「タフ・見守るクルマの保険プラス」のセット率で上位を表彰

1000本ノック卒業生によるロープレ形式で
保険商談スキルを競う大会ロープレ全国大会 

最優秀賞

鈴木 渚 さん
（大久自動車販売株式会社）

優秀賞

名嘉真めぐみ さん
（株式会社西自動車商会）

優秀賞

中川一也 さん
（エスエスオート株式会社）

入賞者のみなさま、おめでとうございます！

その他出場者のみなさん
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外国人自動車整備士のご紹介

TEL: 03-6681-8151

外国人技能実習生 の受け入れをお考えのかた、お気軽にお問いあわせください。
全国にある支部の担当者が御社へご訪問し、受入れに関する質問や手順など丁寧にご説明いたします。

外国人技能実習生（フィリピン・ベトナム）

〒125-0052 東京都葛飾区柴又3-3-8　FAX：03-5876-1022　URL：http://www.jpfespa.or.jp

一般社団法人日比友好人材育成支援振興会

FESPA
JAPAN & PHILIPPINES Friendship Education Support Promotion Association

JPFESPA
また『グローバルビジョン事業協同組合』のホームページもご参照してください。

私たちは日本とフィリピンの懸け橋になるべく活動しております。フィリピンへの事業展開などもサポートいたします。ご気軽にご相談ください。

日本語レベル４程度／自動車整備の基本作業を習得した人材を
ご紹介させていただいております。

JPFESPA

写真提供：株式会社スズキ宇都宮販売（宇都宮で実習中のベトナム人実習生）

JPFESPA グローバルビジョン

● ハードタイプ
温泉施設や車輌窓ガラス等のウロコ皮膜に

● ソフトタイプ
軽微なウロコ汚れや油膜の除去に

● 鏡面仕上剤
ポリカーボネートのウロコ汚れに

● 従来のコーティングと比較し数倍の膜厚
● 大きな水のかたまりで、塗装面を滑るよ
　 うに落ちる滑水性

完全硬化
コーティング

● 高さ制限に関係なく長尺物の運搬が可能
● 積載物がずり落ちず、 荷台が有効に使える
● 差込式なので使わない時は外して保管可能
● 荷台サイドのあおりに穴を開け、ビスで固定
● 工務店・造園業に訴求し、 工賃売上アップを

高濃度で膜厚が大きい！

完全硬化コーティング剤　強力な滑水性で水滴を弾く

〒601-8343　京都市南区吉祥院稲葉町 8　TEL　075-681-7868　FAX　075-681-7864
https://www.hybridcoat-zero.com／

ウロコ被膜除去クリーナー　ガラスに付いた油膜も瞬間的に落とせる

乗用車フロントガラスウロコ除去
（ハードタイプ）

軽トラック荷台用落下防止対策品　あったら便利なトラック用品

京都府自動車整備商工組合
から購入できます

積載物の落下予防に

超滑水

驚異の除去力

撥水道場 検索

全商品がホームページからお得な価格でサンプル注文できます。
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ホームページのご相談は ▶ http://digitalconvergence.jp整 備 工 場 の た め の イ ン タ ー ネ ッ ト 活 用 講 座

関谷 秋彦　中古車店・整備工場専門のホーム
ページ制作会社。代表取締役兼WEB ディレク
ター。元ディーラーフロントマン。中古車店・
整備工場専門のホームページ制作会社を経営
し、顧客は全国に数十社。中古車販売店や整
備工場のホームページ制作を行う傍ら、顧客
フォローや集客のアドバイスを行っている。

あなたは、どんな仕事を取りたいですか？
　私の所に相談に来る整備工場経営者にこの質問をする
と、多くの方が答えるのが「新規の車検入庫」です。

新規車検の集客が一番難しい

　ところが、この新規車検の集客が思うようにいかないお
店がとても多いです。地域によっては新聞折り込みチラシ
をいくら入れても、集客が「ゼロ」というケースもあるく
らい反応が無いのが、車検の新規集客です。一昔前は車
検のチラシで集客できましたが、今は、車検の広告を打
つだけでは集客できません。整備工場は、車検の集客に
苦戦しているお店がとても多いのです。

通販の商品は大体赤字？

　整備工場の新規集客で大切なことは、確実なヒットを
積み重ねていくことです。最初からホームランを狙わない
ようにしましょう。
　ところであなたは、テレビの通販番組を観たことがあり
ますか？ 「お鍋を買ったら包丁とまな板がセットで9,800
円！ さらに今ご注文頂いたらさらに半額！」みたいなテレ
ビ番組を観て「こんなに安い料金で売って儲かるのかな
ぁ」と思ったことはありませんか？
　あなたの想像通り、実は通販で紹介されている商品の
価格では利益は出ません。場合によっては赤字で販売し
ているのです。儲からないのになぜCMを入れてまで売っ
ているのか？ ということですが、それはお鍋を赤字で販売
して「お鍋を買ってくれた顧客」というリストを作っている
からなのです。
　通販会社は、TVCMを見てお鍋を買ってくれた顧客リ
ストに対して、後日ダイレクトメールを入れて、他の商品

を販売して継続的に利益を上げています。つまり、通販
会社にとってTVCMで売っているお得な商品は「フロン
トエンド商品」というわけなのです。
　今の時代、広告で車検の新規獲得は難しい時代です。
そこで、まずはあなたの整備工場の「フロントエンド商
品」を作ることから始めましょう。
　たとえば、ワンコインオイル交換であったり無料点検で
あったり格安レンタカーであったり、無料鈑金見積もりで
あったり、新規のお客さんが足を運びやすい商品やサー
ビスを作り、そのフロントエンド商品を積極的に広告する
ことです。
　その広告がヒットし、ある程度のお客さまにご来店いた
だければ（あなたの会社に問題がなければ）、その中から
一定の見込み客が、車検や点検などの入庫につながり、
いずれ顧客になるでしょう。
　いきなり「新規車検入庫」というホームランを狙わず、
お店独自のフロントエンド商品やサービスを考え、その商
品やサービスを広告することで、あなたの整備工場に接し
てもらい、そこから車検や点検などのコアサービスを利用
して頂くようにしてください。結局のところ、この方法が最
も車検の入庫が増えるのです。
　あなたが伝えたい情報はどのようなツー
ルが最適か？ 今一度考えて欲しいと思い
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

http://seibikai.digitalconvergence.jp/

有限会社 デジタル・コンバージェンス

http://digitalconvergence.jp/

info@digitalconvergence.jp

中古車販売店・整備工場・SS・中古レンタカーの
成果の出るホームページを制作
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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  室各種ご相談、顧問契約の締結は ▶  　　http://www.kohwa.or.jp

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）

交通事故の損害賠償について、
民法（債権法）改正の影響はあるか。

　令和２年４月１日より、民法の債権法に関する規定が大
幅に改正されました。交通事故による損害賠償の関係で、
改正前の取扱いと変わった点について、説明したいと思い
ます。

消滅時効の期間について

　交通事故の損害賠償など、不法行為に基づく損害賠償
請求権が、時効消滅してしまうまでの期間は、旧民法で
は、「損害および加害者」を知った時から３年とされていま
した。改正により、不法行為以外の契約不履行などに伴う
損害賠償請求権の時効は一律５年となっていますが、不
法行為に基づく損害賠償請求権は損害および加害者を知
った時から３年のままです（いわゆる物損の請求権は３年
で時効）。ただし、「人の生命又は身体を害する不法行為」
（いわゆる人身）の時効については、民法の改正により損
害および加害者を知った時から５年に延長されることにな
りました。
　時効をストップさせる方法は、改正後もあまり変わりま
せん。従来、時効の「中断」と言われていた、「請求」（訴
訟の提起などのことを指しており、単なる催告ではありま
せん）、「承認」（支払い義務を認めること）概念は、時効
の「更新」と呼ばれるようになりました。また、従来、催告
（督促すること）によって、６か月間時効の完成が猶予され
ましたが、改正法では催告に加えて、協議を行う旨の合意
を書面で取り交わすことにより、時効の完成が１年間猶予
されることになりました。

　協議を行う旨の合意による完成猶予は、合意し直すこと
により最大で５年間延長させることが可能です。他方、「催
告」をして時効の完成猶予をした後、再度、時効の完成猶
予の措置（例えば、催告や協議を行う旨の合意）をしたと
しても時効の完成猶予や中断の効果はありませんので注
意が必要です（訴訟提起その他「更新」措置をとらなけれ
ば時効が完成してしまいます）。

逸失利益の金額について

　逸失利益というのは、交通事故に遭わなければ将来、
働いて収入を得られるはずであったのに、それを得られな
くなったことに伴う損害賠償です。
　交通事故により死亡した場合や後遺障害の認定を受け
た場合に、その全額または労働能力の失われた程度に応
じた金額を請求することができます。現時点で１００万円
を得られれば、理論上それを運用して数十年後にはより多
くの金額を獲得できるものと考えられています。
　逆に、将来得られたであろう１００万円を、現時点で受
け取る場合、法定利率を用いて現時点の価値に割り引く
計算を行う必要があります。改正前の民法では法定利率
が５％でしたので、将来得られる価値を５％で割り戻す計
算をしていました。しかし、改正により法定利率が３％と
なりましたので、３％で割り戻しの計算をすればよいことに
なりました。そのため、改正前に比べて、逸失利益として
損害賠償できる金額は、従来に比べて高額になります。

遅延損害金について

　従来、事故の加害者が直ちに損害賠償金を支払わなか
った場合に生じる遅延損害金は、年５％の割合でしたが、
民法改正により３％に減りました。
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送付先ファックス番号 ▶ 03-5713-7607

FAX. 03-5713-7607
株式会社せいび広報社／〒144-0051 東京都大田区西蒲田 6-36-11 西蒲田 NSビル 5F　TEL ▶ 03-5713-7603　EML ▶ info@seibikai.co.jp　URL ▶ www.seibikai.co.jp

3

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） 2021 年 3月 31日（水）　※当日到着分まで有効

◆　プレゼントする商品
　  （希望する商品いずれか1つにチェック）

□ アレル物質対策スプレー １名様
 花粉ZERO（100ml） 

□ ブレーキ&パーツクリーナー 3名様

Q1 今回のIAAEには参加されますか？
（当てはまるものにチェック）

□ セミナーのライブ配信に参加（予定）

□　セミナーを後日（アーカイブ配信）に聴講（予定）

□　WEBブースを閲覧（予定）

□　上記いずれも参加しない

Q２ リアル開催する展示会も増えてきましたが、
今年に入って何か展示会に行きましたか？

□ 行った　・　□　行っていない

Q３ オンラインで開催される展示会に何かご意見があればお書きください。

◆　今後、掲載して欲しい記事は？
　　（複数回答可）

□ 自動車関連の行政情報

□ 最新の電子整備情報（スキャンツール等）

□ 新規顧客開拓について

□ 整備工場経営全般に関する情報

□ 車体整備に関する情報

□ 異業種のコラム

□ 生活のお役立ち情報

□ 4コマ・マンガなど

□ その他

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

◆　ご意見、ご感想をお寄せ下さい。

◆　今月号の中で、興味深かった記事は？
　　（複数回答可）

□ 0から始める特定整備

□ 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

□ ATUTELより
 ADASキャリブレーションシステム及び
 診断機がデビュー

□ 誌上IAAE特集

□ 業界トピックス

□ 注目の商品

□ R1グランプリ2019・2020

□ タイヤチェンジャー特集

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

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

□ 開 催 日

大田区産業プラザPiO　［所在地］東京都大田区南蒲田１-２０-２０会　場

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

16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2,500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：3月28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
13：30～17：00① 令和3年3月9日 ㊋

② 令和3年3月17日 ㊌

③ 令和3年3月27日 ㊏

 

［申込み締切：3月2日］

［申込み締切：3月10日］

［申込み締切：3月20日］
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冬用タイヤの安全性確認がルール化に
雪道での使用限度超えのタイヤは厳禁

　冬タイヤから夏タイヤへの交換時期に
も関わらず、冬タイヤの話題で恐縮だ
が、昨年末以降の大雪により、関越道
や北陸道において多くの大型車両が路上
に滞留する事案が発生したことを踏ま
え、国土交通省では「バス・トラック運
送事業者が雪道において適正な冬用タイ
ヤを使用していることを確認しなければ
ならない」として、冬用タイヤの安全性
確認をルール化したことを発表した。

法律改正の概要

　今回、2つの法律について一部改正を
公布・施行した（1月26日付け）。

（１） 貨物自動車運送事業輸送安全
規則の解釈及び運用について

・ 整備管理者は、雪道を走行す
る自動車のタイヤについて、溝

の深さがタイヤ製作者の推奨す
る使用限度※よりもすり減ってい
ないことを確認しなければなら
ない。

・ 運行管理者は、雪道を走行す
る自動車について、点呼の際に
上記事項が確認されていること
を、確認しなければならない。

（２） 旅客自動車運送事業運輸規則
の解釈及び運用について

・ 乗合バス・貸切バスについて、
上記（1）と同様の改正を行う。

　今回の改正はあくまでも冬用タイヤが
対象となるが、だからといって夏用タイ
ヤの安全性確認を疎かにしてよいという
ことではない。
　また、タイヤの安全性確認云々以前
に、タイヤ交換の作業環境が安全でなけ
れば、お客さまの安全確保など夢のまた
夢である。
　さて、タイヤ交換需要の繁忙期を迎え
るに当たって、今回の特集では各社オス
スメの最新タイヤチェンジャーを紹介す
る。これからの繁忙期に万全の体制で臨
んでいただければ幸いである

タイヤチェンジャー特集

冬タイヤの安全性確認が義務化に
お客さまの安全を守るため作業環境も見直しを！

※ 国内メーカー等の冬用タイヤでは、使用限度の目安として、溝の深さが新品時の50%まですり減った際に、
　 プラットホームが溝部分の表面に現れる。
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　電気式クイックロックによる簡
単で確実なクランプが可能で、
独自のレバーレスシステムにより
作業者の負担を軽減できる最新
式タイヤチェンジャー。

電気式クイックロック … コントロールボタン操作の電気式センターロック
システムの採用で、簡単で確実なクランプが可能になった。

新設計レバーレスアーム … 新設計のレバーレスアームの停止位置は、ビ
ードブレークディスクの停止位置と連動が可能となっている。

サイドビードブレーカー … ディスク型ビードブレーカーが苦手としていた、
柔らかいビードへの作業性が格段に向上した。

カラーコントロールパネル&モニター … 各作業時のスイッチ部を色分け
することで作業時にも戸惑わず、確認しづらい下側もカラー画面（上写真）
で見やすくなっている。

欧州カーメーカー指定アタッチメント … メルセデスベンツやフォルクスワ
ーゲン、BMW用など欧州カーメーカー指定の各種アタッチメントも用意。

https://www.banzai.co.jp/

レバーレスタイヤチェンジャー

MON-8800P
株式会社バンザイ

タイヤチェンジャー特集 冬タイヤの安全性確認が義務化に
お客さまの安全を守るため作業環境も見直しを！

　オートマチック・デマウントモード搭載により、タイヤ外し作業を自動で
行うことができる高性能タイヤチェンジャー。ホイールの構造やタイヤの剛
性に対応した、熟練作業者の感覚値を、頭脳に当たるオートマチックプロ
グラムに採用。ホイール直径、タイヤ幅を設定するだけでビード落としから
タイヤ外しまで、オートで作業可能となっている。

コントロールパネル … 直観的に操作できるようにレバー類を配置。マニュ
アルモード作業時に威力を発揮する。

ターンテーブル … 新センターロックシステムの採用で確実にホイールを固
定。ロープロタイヤ等シビアなタイヤを固定する作業が簡単に。

コントロールペダル … 踏み間違いをなくす仕様と配置に変更。コントロ
ールパネルに近い位置からの操作でタイヤを真上から視認できる。

プレミアムタイヤリフト … レバー操作と樹脂ローラーでターンテーブルの
真上にホイールを装着可能。持ち上げ不要・キズも気にならない。

ビードブレーキングディスク … 樹脂ツールの採用でリムエッジやリム内部
のキズの心配がなく、油圧作動のディスクによりビード落としが確実に。

レボルバーツール … 作業内容に応じてレボルバーツールが回転し、ホイ
ールの形状に合わせて上下方向に動く⇔同時にホイールは前後方向に動く。

https://www.anzen.co.jp/

先進のオートマチックプログラム搭載の
次世代タイヤチェンジャー

WING TORNADO
安全自動車株式会社

https://www.iyasaka.co.jp/

すべての技術が詰まった全自動レバーレス
タイヤチェンジャー

レボリューション
株式会社イヤサカ

　タイヤの持ち上げ不要で、脱着作業は全自動で行ってくれる全自動レバ
ーレスのタイヤチェンジャー。作業者はタイヤを持ち上げることなく機械に
セットでき、ホイール直径の設定やTPMSを所定の位置に配置、あとはペ
ダル操作で作業プロセスを監視していれば全自動で機械が脱着を行ってく
れる（エアー注入時の空気圧も自動コントロール）。全自動作業により、手
間とミスが大幅に削減できる。

スペースセービングホイールリフト … スピンドルリフトが傾き、直接タイ
ヤを持ち上げる。作業者が持ち上げる必要がないので、腰にも優しい。

パワープレスアーム … 抜群のコントロール性能で、いかなるタイヤにも対
応（14～30インチ）。

レバーレスツールヘッド … 自動プレスアームを装備しているため、脱着時
のレバーは不要。タイヤ、リムへのダメージ防止はもちろん、作業者のケ
ガを防ぐなど安全面にも大いに貢献する。

“GO”ペダル操作 … ” GO”ペダルを踏んで作業内容を選択。” GO “をキー
プすることで作業が自動的に続行。” GO”をリリースすればいつでも一時停
止。作業者は後ろに立って機械に作業をさせるだけ。機械に手を近づける
必要もないため、作業者の安全も確保されている。

　タイヤチェンジャー「スマートウイニング」シリーズ及びホイールバランサ
ー「スマートロード」シリーズのデザインを一新した。
　タイヤチェンジャーは今回デザインを一新したのみで、ラインナップ、各
モデルの仕様に変更はない。レバーレス装置搭載のフル装備モデルが
「RSW-05EZ」である。その他6モデルをラインナップ。
　また、ホイールバランサーは操作パネルのデザインも一新。ボタンサイ
ズが大きくなり、押しやすさと視認性がアップした。レーザーセンサー・
全自動入力システム搭載モデルの「RSR-LA」を除く3モデルでは適応リム
サイズがアップ（RSR-Xでは10～20インチ→10～26インチ、「-S」及び
「-V」では10～18インチ→10～20インチ）。
　また、「-S」には簡易入力システムを新たに
搭載し、オプションでリム幅自動入力にも対応。
「-V」にも簡易入力システムの他、WASシステ
ム、ファインモードスイッチを標準搭載した。
　さらに新モデル「-H」を追加。100Vで使用
可能なハンドスピン式モデルで、可搬式サーキ
ットなどの環境でも使用可能となっているのが
特徴だ。

http://altia.co.jp/

レーザーセンサー全自動入力システム
搭載のバランサー

RSR-LA
株式会社アルティア

RSW-05EZ
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　電気式クイックロックによる簡
単で確実なクランプが可能で、
独自のレバーレスシステムにより
作業者の負担を軽減できる最新
式タイヤチェンジャー。

電気式クイックロック … コントロールボタン操作の電気式センターロック
システムの採用で、簡単で確実なクランプが可能になった。

新設計レバーレスアーム … 新設計のレバーレスアームの停止位置は、ビ
ードブレークディスクの停止位置と連動が可能となっている。

サイドビードブレーカー … ディスク型ビードブレーカーが苦手としていた、
柔らかいビードへの作業性が格段に向上した。

カラーコントロールパネル&モニター … 各作業時のスイッチ部を色分け
することで作業時にも戸惑わず、確認しづらい下側もカラー画面（上写真）
で見やすくなっている。

欧州カーメーカー指定アタッチメント … メルセデスベンツやフォルクスワ
ーゲン、BMW用など欧州カーメーカー指定の各種アタッチメントも用意。

https://www.banzai.co.jp/

レバーレスタイヤチェンジャー

MON-8800P
株式会社バンザイ

タイヤチェンジャー特集 冬タイヤの安全性確認が義務化に
お客さまの安全を守るため作業環境も見直しを！

　オートマチック・デマウントモード搭載により、タイヤ外し作業を自動で
行うことができる高性能タイヤチェンジャー。ホイールの構造やタイヤの剛
性に対応した、熟練作業者の感覚値を、頭脳に当たるオートマチックプロ
グラムに採用。ホイール直径、タイヤ幅を設定するだけでビード落としから
タイヤ外しまで、オートで作業可能となっている。

コントロールパネル … 直観的に操作できるようにレバー類を配置。マニュ
アルモード作業時に威力を発揮する。

ターンテーブル … 新センターロックシステムの採用で確実にホイールを固
定。ロープロタイヤ等シビアなタイヤを固定する作業が簡単に。

コントロールペダル … 踏み間違いをなくす仕様と配置に変更。コントロ
ールパネルに近い位置からの操作でタイヤを真上から視認できる。

プレミアムタイヤリフト … レバー操作と樹脂ローラーでターンテーブルの
真上にホイールを装着可能。持ち上げ不要・キズも気にならない。

ビードブレーキングディスク … 樹脂ツールの採用でリムエッジやリム内部
のキズの心配がなく、油圧作動のディスクによりビード落としが確実に。

レボルバーツール … 作業内容に応じてレボルバーツールが回転し、ホイ
ールの形状に合わせて上下方向に動く⇔同時にホイールは前後方向に動く。

https://www.anzen.co.jp/

先進のオートマチックプログラム搭載の
次世代タイヤチェンジャー

WING TORNADO
安全自動車株式会社

https://www.iyasaka.co.jp/

すべての技術が詰まった全自動レバーレス
タイヤチェンジャー

レボリューション
株式会社イヤサカ

　タイヤの持ち上げ不要で、脱着作業は全自動で行ってくれる全自動レバ
ーレスのタイヤチェンジャー。作業者はタイヤを持ち上げることなく機械に
セットでき、ホイール直径の設定やTPMSを所定の位置に配置、あとはペ
ダル操作で作業プロセスを監視していれば全自動で機械が脱着を行ってく
れる（エアー注入時の空気圧も自動コントロール）。全自動作業により、手
間とミスが大幅に削減できる。

スペースセービングホイールリフト … スピンドルリフトが傾き、直接タイ
ヤを持ち上げる。作業者が持ち上げる必要がないので、腰にも優しい。

パワープレスアーム … 抜群のコントロール性能で、いかなるタイヤにも対
応（14～30インチ）。

レバーレスツールヘッド … 自動プレスアームを装備しているため、脱着時
のレバーは不要。タイヤ、リムへのダメージ防止はもちろん、作業者のケ
ガを防ぐなど安全面にも大いに貢献する。

“GO”ペダル操作 … ” GO”ペダルを踏んで作業内容を選択。” GO “をキー
プすることで作業が自動的に続行。” GO”をリリースすればいつでも一時停
止。作業者は後ろに立って機械に作業をさせるだけ。機械に手を近づける
必要もないため、作業者の安全も確保されている。

　タイヤチェンジャー「スマートウイニング」シリーズ及びホイールバランサ
ー「スマートロード」シリーズのデザインを一新した。
　タイヤチェンジャーは今回デザインを一新したのみで、ラインナップ、各
モデルの仕様に変更はない。レバーレス装置搭載のフル装備モデルが
「RSW-05EZ」である。その他6モデルをラインナップ。
　また、ホイールバランサーは操作パネルのデザインも一新。ボタンサイ
ズが大きくなり、押しやすさと視認性がアップした。レーザーセンサー・
全自動入力システム搭載モデルの「RSR-LA」を除く3モデルでは適応リム
サイズがアップ（RSR-Xでは10～20インチ→10～26インチ、「-S」及び
「-V」では10～18インチ→10～20インチ）。
　また、「-S」には簡易入力システムを新たに
搭載し、オプションでリム幅自動入力にも対応。
「-V」にも簡易入力システムの他、WASシステ
ム、ファインモードスイッチを標準搭載した。
　さらに新モデル「-H」を追加。100Vで使用
可能なハンドスピン式モデルで、可搬式サーキ
ットなどの環境でも使用可能となっているのが
特徴だ。

http://altia.co.jp/

レーザーセンサー全自動入力システム
搭載のバランサー

RSR-LA
株式会社アルティア

RSW-05EZ
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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

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）

北関東を中心に７店舗

CUPON

https://marutoku-ec.net/
   hobby/html/index.php

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
伊勢崎営業所　0270 - 75 - 2714
水　戸　営　業　所　029 - 247 - 8155

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

▶ 埼玉県深谷市国済寺 500-3

｜ リサイクルパーツ販売 ｜

株式会社 アートパーツ長野
▶ 長野県松本市島立1132-21 www.artparts.net

0263 - 40 - 2100

0263 - 40 - 2230
環境にやさしくすることは、人に優しくすること

ビスカスカップリング500円引きCUPON

www.f-reparts.co.jpサービス・取り扱いパーツの詳細は

リビルドコンプレッサー1,000円引きCUPON

株式会社 福島リパーツ
▶ 福島県郡山市安積町笹川字北向72 www.f-reparts.co.jp

024 - 946 - 1180

024 - 937 - 0023
社会に貢献するリサイクル業

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

CUPON

セット購入で販促用ライジングⅡ 点灯ディスプレイ進呈

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

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

0120 - 727 - 969

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

CUPON 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！

｜ 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

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

環境 ISO14001認証取得
品質 ISO9001認証取得

｜ 車買取／リユース・リビルト部品販売 ｜

カーレポ 株式会社
▶ （水戸店）茨城県水戸市渋井町588-9

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）

̶̶まずは、お電話ください！

CUPON

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

0120 - 223 - 960

029 - 291 - 3338

お買い得クーポン
クーポンの有効期限は令和３年3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。
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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 ▶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

B5 版／ 132ページ

経営戦略データ 2021
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
5月31日発行予定（➡詳しくは21ページ）

自動車アフターマーケット 業界人の必携書

定価 2,500円（税別）

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※

※弊社独自調査のデータ

予
約
受
付
中
！
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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  2021 年 3月 31日（水） ※当日到着分まで有効
読者プレゼント読者プレゼント FAX. 03-5713-7607

　840㎖缶で最大クラスの溶剤588㎖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い！

» 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 ②　３名様

Present ①　１名様

» 撥水道場（有限会社田辺鈑金）　https://hybridcoat-zero.com/

アレル物質対策スプレー 花粉 ZERO（100ml）
 »撥水道場

　コーティング剤等でおなじみの撥水道場から花粉対策のスプレー
「花粉ZERO」をプレゼント。人と環境にやさしい成分で作られた、
安心安全なアレル物質対策スプレーで、就寝前の部屋全体に空間
噴霧、布団にもスプレーしておくだけで朝までぐっすり快適。色褪
せの心配もなく、赤ちゃんやペットのいる家庭でも安心して使え、
外出時のマスクにも効果的。ラインナップは100㎖入り、500㎖
入り、5ℓ詰替用の3つだが、今回は100㎖をプレゼント！

24 ページのアンケートでご応募ください。

⬅ プレゼントはコチラ
　 100㎖
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〒385-0009 長野県佐久市小田井 1119　TEL 0267-65-7811  FAX 0267-65-7814　▶ 新製品情報・品番検索は弊社ホームページよりご利用ください。

シム付きパッド ラインアップ追加

好評いただいている

クリップオンシム付きパッドに
新たなラインナップ追加！
対応車種が増えました！！

※ 純正とは違う弊社オリジナルの形状となります。 パッドにシムは取り付けてあります。装着時はグリアップをして下さい。

接着シム付きパッドに続き、今
回はクリップオンタイプのシム付
きパッドをリリース。シムの取り
付け、グリースの塗布で
お客様が一番気になる
鳴きに対してしっかり
した整備をしましょう。

MKカシヤマからのお知らせです

やったね！ 高信頼ブレーキ部品を世界へ

フィット、アベンシスワゴン、エクストレイル、ランドクルーザー、エスティマ、MAZDA3、インサイト、エクリプスクロス など



地元で47年
地域に根差したしっかり経営

　株式会社イイノオートライフは1974
年に現代表取締役社長の飯野浩一氏の
父である先代社長が実家の横に整備スペ
ースを設ける形で始まった。その後も40
年以上同じ場所で、地域に根差した経営
をしている。「一人一人、一台一台を大切
に」がモットーの飯野氏にお話を伺った。

車に対する価値観変化の表れ？ 
注文の仕方が「好き」から「嫌いに」

　同社では鈑金塗装を主な作業としてい
るが、自動車の販売も行っている。店頭に
展示するわけではなく、顧客からの注文
を受けて直接販売するという形だ。顧客
からの要望があれば、新車、中古車、国
産車、外車問わず、ニーズに一番合うもの
を探してくる。そういったところも先に挙
げたモットーに沿った仕事をしていると言
える。
　しかしここ数年間で顧客からの要望に
少し気になるところが出てきたという。そ
れが欲しい車を注文する時の言い方だ。
　以前欲しい車の要望を聞く時に多かっ
たのは、「○○○（車種名）が欲しい」「赤
いカラーがいい」等の “好み”を伝えてく
る形が多かった。
　しかし現在では「赤など目立つ色はダ
メ」「燃費が悪いのはNG」など“嫌い”な
ところを伝えてくる人の割合が多くなって
いると感じているという。
　ここ十数年間、「若者の車離れ」などと

言われて来たが、同じ地域で長年営業し
ているからこそ、その感覚の信憑性は高
い。
　そのような変化を感じながらも飯野氏
は「とはいえ、お客さまからの要望にしっ
かりと応えることには変わらない」と語っ
た。

同業者からの口コミが導入の決め手

　導入したのは17年も前になる。それ以
前にもフロント支援システムを使用してい
たものの、顧客管理が満足に出来ず、悩
みを抱えていた。
　そんな状況を同じ地区の同業者に相談
したところ、以前よりその会社が導入して
いたベースシステム提供の「モータージム
シリーズ」が良いと薦められて導入を決定
した。
　導入してよかった点として挙げたのは
「顧客管理」。同社では地域に根差した経
営を行っているため、顧客層も以前から
の付き合いのある馴染みの顧客が多い。
そのため一人一人の顧客に対する情報量
が、ネットなどを駆使して集客する店舗よ
りも必然的に多くなっていく。そうして積
み重なった情報も直ぐに取り出せなけれ
ば、顧客に対して万全の対応をすること
ができない。
　そういった要求に見事に応えてくれたの
が「モータージム」だったといい、導入以
来一切他のシステムに変えようとしたこと
はなく、2021年2月中には最新の「モー
タージム　コスモ」にアップグレードする
予定だという。

株式会社イイノオートライフ
山梨県韮崎市

ベースシステム ユーザーリポート
user report 82

代表取締役社長　飯野 浩一 氏

飯野氏はJA共済自動車指定工場協力会
開催の山梨県フロントマン技能競技会で
最優秀賞を受賞するなど高い実力を持つ

会　社　名： 株式会社イイノオートライフ
所　在　地： 山梨県韮崎市旭町上條南割
 3314-165
代　表　者： 飯野 浩一（代表取締役社長）
電　　話： 0551-22-4441

車検台数： 約 100台／年
鈑金塗装： 約 400台／年
販売台数： 約 30台／年
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ＯＳＳ対応
リコール車両検索対

応

新登場。
よりシンプルに
より簡単に
より便利に

＊ FAINESとの連動が可能。
＊ 鈑金・経理システムとの連動が可能です。
＊ 他社からの顧客・車両・車歴データの移行も可能です。

当社製品のデモンストレーション動画がご覧いただけます

http://www.basesystem.co.jp/

ベースシステム株式会社
〒143-0015 東京都大田区大森西3-31-8

ロジェ田中ビル6F
TEL：03-3298-7051　FAX：03-3298-3493

自動車整備業様向けフロント支援システム

E-Mail ： bs1984@basesystem.co.jp
お問合せ先 ： 0120-437-460

検 索ネット de デモ

IT導入補助金
サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業

モータージム・コスモ

The possibilities of business spread to infinity.

地元で47年
地域に根差したしっかり経営

　株式会社イイノオートライフは1974
年に現代表取締役社長の飯野浩一氏の
父である先代社長が実家の横に整備スペ
ースを設ける形で始まった。その後も40
年以上同じ場所で、地域に根差した経営
をしている。「一人一人、一台一台を大切
に」がモットーの飯野氏にお話を伺った。

車に対する価値観変化の表れ？ 
注文の仕方が「好き」から「嫌いに」

　同社では鈑金塗装を主な作業としてい
るが、自動車の販売も行っている。店頭に
展示するわけではなく、顧客からの注文
を受けて直接販売するという形だ。顧客
からの要望があれば、新車、中古車、国
産車、外車問わず、ニーズに一番合うもの
を探してくる。そういったところも先に挙
げたモットーに沿った仕事をしていると言
える。
　しかしここ数年間で顧客からの要望に
少し気になるところが出てきたという。そ
れが欲しい車を注文する時の言い方だ。
　以前欲しい車の要望を聞く時に多かっ
たのは、「○○○（車種名）が欲しい」「赤
いカラーがいい」等の “好み”を伝えてく
る形が多かった。
　しかし現在では「赤など目立つ色はダ
メ」「燃費が悪いのはNG」など“嫌い”な
ところを伝えてくる人の割合が多くなって
いると感じているという。
　ここ十数年間、「若者の車離れ」などと

言われて来たが、同じ地域で長年営業し
ているからこそ、その感覚の信憑性は高
い。
　そのような変化を感じながらも飯野氏
は「とはいえ、お客さまからの要望にしっ
かりと応えることには変わらない」と語っ
た。

同業者からの口コミが導入の決め手

　導入したのは17年も前になる。それ以
前にもフロント支援システムを使用してい
たものの、顧客管理が満足に出来ず、悩
みを抱えていた。
　そんな状況を同じ地区の同業者に相談
したところ、以前よりその会社が導入して
いたベースシステム提供の「モータージム
シリーズ」が良いと薦められて導入を決定
した。
　導入してよかった点として挙げたのは
「顧客管理」。同社では地域に根差した経
営を行っているため、顧客層も以前から
の付き合いのある馴染みの顧客が多い。
そのため一人一人の顧客に対する情報量
が、ネットなどを駆使して集客する店舗よ
りも必然的に多くなっていく。そうして積
み重なった情報も直ぐに取り出せなけれ
ば、顧客に対して万全の対応をすること
ができない。
　そういった要求に見事に応えてくれたの
が「モータージム」だったといい、導入以
来一切他のシステムに変えようとしたこと
はなく、2021年2月中には最新の「モー
タージム　コスモ」にアップグレードする
予定だという。

株式会社イイノオートライフ
山梨県韮崎市

ベースシステム ユーザーリポート
user report 82

代表取締役社長　飯野 浩一 氏

飯野氏はJA共済自動車指定工場協力会
開催の山梨県フロントマン技能競技会で
最優秀賞を受賞するなど高い実力を持つ

会　社　名： 株式会社イイノオートライフ
所　在　地： 山梨県韮崎市旭町上條南割
 3314-165
代　表　者： 飯野 浩一（代表取締役社長）
電　　話： 0551-22-4441

車検台数： 約 100台／年
鈑金塗装： 約 400台／年
販売台数： 約 30台／年
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