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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

大型車関連機器・用品特集
大型車の車輪脱落事故
撲滅に向けて
コロナ禍で2020年の
車販・車検はどうだったのか？
～9・10月以降はおおむね回復も年間を通じてはマイナス～

業界トピックス
車のナンバープレートの表示に係る
新基準適用までの猶予期間を延長
JARWAがヤマダ車検で
ヤマダデンキと提携

新連載！ M&A これがわが社の生きる道
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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

情報　GT100－MKノイズリダクショングリース

● グリース塗布のポイントはトルク受け部分にたっぷり塗ること
　ブレーキパッドのキャリパー取付時にパッドが当たる部分に塗布すること
で、グリースは効果を発揮しますが、パッドの両サイドにあるトルク受け部
分にグリースが塗布されていない事例が特に多く見受けられます。この部
分にたっぷり塗布することがポイントです。

● ブレーキ鳴きの原因は高温によるクッション性能の劣化
　ブレーキパッドは通常のブレーキングでも、プレート部の温度が 100℃
を超える高温状態になっています。この高温によってブレーキグリースの油
脂分が蒸発し、経年劣化することでクッション性能を失い、結果として鳴
き抑制効果が中長期的に保持できなくなるのです。

● 業界トップ性能を誇るノイズリダクショングリース「GT100-MK」
　GT100-MK ノイズリダクショングリースの劣化耐久性は弊社実施の比
較試験で業界トップ性能を確認しており、一回の塗布で次回交換時（5～
6 年）まで効果を持続します。製品価格も極力抑えておりますので、車検
時のブレーキメンテナンスにご活用ください。またゴム系ブーツ、シールに
もオールマイティな活躍をする GS300-MK を合わせてお使いいただくと、
より一層安心のブレーキメンテナンスが実現できます。

熱風循環式恒温槽における油脂分蒸発量の比較試験

GT100-MK ノイズリダクショングリース
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22.7%
22.3%

Ａ社
Ｂ社
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上の写真及び左の表は他社ブレーキグ
リースが高温時でどの様な状態になる
か比較試験の結果です。100℃以上の
環境で熱劣化を確認（同一条件比較）
油脂分蒸発量：（wt%）

加熱前 加熱後

弊社
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％!!
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　コロナ禍による外出自粛で、いわゆ
るおうち時間が増え、今まで以上にネ
ット通販や食事の宅配サービスを利用
する人が増えた。
　実際、ヤマト運輸によると、昨年度
1年間に取り扱った宅配便の数は20
億9,699個余りで前年度+16.5%だ
という。日本郵便も今年2月までの11
ヵ月間で10億個余りと前年+13.1%
という、2007年の民営化以降最多の
ペースとなった。
　それだけ物流の重要性引いてはそれ
を支えるトラックが万全に動ける状態を
保つ重要性が増してきている一方で、
近年、大型車の車輪脱落事故件数が

増加している。
　これを踏まえ、国土交通省ではホイ
ール・ナットへのマーキングやホイール
ナットマーカーを活用した新たな点検
の実施の方法等を導入すると発表し
た。4月1日より施行となっている。

改正の概要

　近年、大型車の車輪脱落事故件数
が増加していることを踏まえ、自動車
の点検及び整備の実施方法を自動車
使用者が容易に理解できるように定め
た「自動車の点検及び整備に関する手
引き」（平成19 年国土交通省告示第

317 号）を改正し、ホイールナットマ
ーカー等を活用した新たな点検方法や
車齢4年以上の車両に車輪脱落事故
が多く発生していることを踏まえ、ホイ
ール・ボルト及びホイール・ナットの
交換目安等を規定する。
＜大型車の車輪脱落事故件数＞
• 令和元年度の事故件数は過去最大
→グラフ

交換目安等

① 日常点検の実施の方法
• ホイール・ナットへのマーキングや
ホイールナットマーカーを活用した

◆  大型車関連機器・用品特集

ホイール・ナットへのマーキング例

ホイールナットマーカーの装着例

左右のホイール・ナットが緩んだ状態緩みなしの状態

　トラクタヘッドを繋がなくても、大型車のトレーラー部の点検作業を
一人で行うことができる大型車用整備機器。
　標準タイプは100V仕様で電源コードを接続した状態で使用。オプ
ションのバッテリー搭載タイプは場所にとらわれることなく、出張サー
ビスに応用が可能。

　電装系の点検

　無線リモコンにより、方向指示灯（左右）・制動灯・後退灯・車幅
灯・路肩灯・車高灯・番号灯の点検が可能。
　方向指示灯は、フリッカー機能を搭載し、忠実に実車を再現。

　エアー系の点検

　エアーカプラーを接続することで、車両にエアーの供給を行うことが
できる。さらに無線リモコンにより、エアーの送りと吐き出しを行うこ
とで、疑似的にブレーキを踏んだ状態・離した状態を作り出すことが
でき、ブレーキのロックと解除の操作点検も可能。また、配管エアー
漏れやチャンバーの動作確認などの点検ができる。

トラクタヘッド接続不要で
トレーラー部の点検を1人で実行可能

トレーラー点検装置
TRパフォーマー
安全自動車株式会社
https://www.anzen.co.jp/

※画像は出張用

◆  大型車関連機器・用品特集

目視によるホイール・ナット及びホ
イール・ボルトの緩みの点検の明
確化

② 定期点検（3ヶ月ごと）の実施の方法
• 新品から4年を経過したホイール・
ボルト及びホイール・ナットを入念
に点検することを交換の目安として
明記

③ 整備の実施の方法
• タイヤ交換手順の明確化
• タイヤ交換後の増し締めの実施手
順の明確化

（ホイール・ナット回転指示インジケーター（ISO方式）装着の場合）

事故車両の使用の本拠の位置 （平成30年度との比較） 車輪脱着から脱輪発生までの期間

年度別の大型車のホイール・ボルト折損等による車輪脱落事故※の発生件数
※ 車両総重量8トン以上の自動車又は乗車定員30人以上の自動車であって、車輪を取り付けるホイール・ボルトの折損又はホイール・ナットの脱落により
　 車輪が自動車から脱落した事故
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グラフ出典 ： 自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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◆  大型車関連機器・用品特集

大型車両塗装システムの更なる進化

レタンPGエコフリートシステム
関西ペイント
http://www.kansai.co.jp/

　関西ペイント及び関西ペイント販売は、大型車両塗装用として、1
つのシステムで全塗装領域を対応可能とする「レタンPGエコフリート
WRシステム」を2017年より展開し、速乾性と高仕上り性を実現。
高度化する大型車両塗装業界で高い支持を得ている。ここ近年の大型
車の採用塗色は、10年前と比較して2コートメタリックやパール塗色
が大幅に増加している。乗用車での高意匠塗色が増加したことにより、
大型車にも意匠性を求める傾向にあると推測できる。加えて最近では
3コートパールやキャンディーカラーといった高難度塗色も増えつつあ
り、そこで問題となる塗装ムラを解決するための専用添加剤が「レタン
PGエコフリート バインダー」である。本製品を使用することにより、
仕上り性（ムラ性）が向上し、高意匠、高難度な塗色に対して従来よ
りも容易に作業が行えるシステムが実現した。
　同社は今後も大型市場ニーズを迅速にキャッチし、作業時間の短縮
と標準化、塗料のロスを軽減出来るような製品の上市を考えている。
　また、過去に大型車両専用見本帳の「レタンPGカラーズ」を上市し
ていたが、こちらも市場の強い要望からリニューアルし「レタンPGエコ
カラーズ」として昨年再リリースした。本見本帳は以前の見本帳に比べ
て色票が大きくなったことで、色確認がしやすくなり、また市場で採用
が増えているメタリック塗色も掲載している。

　既に乗用車だけでなく大型車へも最新の車両制御技術が搭載されて
きており、衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱警報装置などの制御が正
しく機能するためにはアライメントテスターによるアライメント測定・調
整が必要不可欠である。
　欧州で実績のある大型車用のアライメントテスター「ヨサム　カムア
ライナー」は、軽量・コンパクトなカメラセンサーを採用し、スピーデ
ィかつ高精度な測定を両立した。セルフセンタリングゲージを使用し、
車体（フレーム）中心を基準線としてアライメント測定を行う。
　操作はグラフィックに従うだけの簡単操作で、測定結果はパソコンで
管理でき、調整前・後を印刷して比較できる。シチュエーションごとに
選べる測定モードを備え、軽量・コンパクトなカメラセンサー（光学
式）を採用したことによるジャッキアップランナウト測定や、ローリング
ランナウト計測が可能。
　また、従来のトラックアライナーⅠ／Ⅱ／Ⅱpc
及びレーザー AM（フレーム計測装置）のユー
ザーは、これらのセンタリングゲージやホイー
ルクランプを流用して、最新の本製品にバージ
ョンアップさせることができる「アップグレード
キット」が選べるのも嬉しいポイントである。

大型車用の最先端のアライメントテスター

ヨサム カムアライナー
株式会社バンザイ
https://www.banzai.co.jp

コンパクトなカメラセンサー
２個で測定可能

最新のシステムにより短時間で振動問題を解決！
大型用ホイールバランサー

HDエリート フォースマッチ
株式会社イヤサカ
https://www.iyasaka.co.jp/

　最新のシステムにより、短時間で振動問題を解決する大型車用ホイ
ールバランサー。最新のシステムでバランス調整を行うため、一度の
調整作業で、一般的に行われている2箇所以上にウェイトを貼り付け
るケースを30%以上減少できる。一度のバランス調整で貼り付けるウ
ェイトは原則1箇所なので、貼る箇所が減っただけ作業時間も短縮で
きるというわけだ。その他にも特許取得済みの特長が5つある。

① ビジョンシステム … カメラレーザーを使用した独自のシステムで、
短時間に多くの情報を取得し、ミスを減少させる。

② ロードローラ― … ローラーはタイヤのハイスポットを検出、マッチ
ングを可能にし、正確な結果を得るために全ての接触エリアを測定する。

③ HammerHeadレーザーシステム … ウェイトの貼り付け位置
をレーザーで正確に表示してミスを削減でき、また上部の照明によって
作業部分を明るく照射して作業性がアップした。

④ サーボストップドライブコントロール … 自動的に回転し、ウェ
イト貼り付け位置の上死点・下死点で留まることで、時間の節約及び
正確性が向上した。

③ センタリングチェック … 適切なセンタリング位置が確認でき、セ
ットアップエラーを防止する。

　物流の重要性が増した昨今、酷使される大型車両を少しでもいたわ
るべく、イサム塗料では各種保護塗料を用意している。

 大型車両木部保護塗料ウッドプロテクト  … 大型車の荷台木部を保
護する塗料。強靭な塗膜を形成するので、衝撃や擦れから木材を護る
ことができる。床材（木材）の張り替えや他の工法と比較しても、圧倒
的な低コスト化を実現する。ローラーやコテで簡単に施工できるのも
ありがたい。適用素材はアピトン材、ベニヤ板、竹材、アカシアラミネ
ート材等。カラーはブラック、グレー、ブラウンをラインナップ。

 ハイアートCBエコ防錆コート  … 車両下部を防錆することでボディ
ーを保護すると共に、防振・防音にも貢献する防錆塗料。特化則対
応・PRTR法対応で下回りをガード！

① 高い防錆効果　錆の発生・進行を抑制し、耐久年数を大幅に向
上。特に凍結防止剤や沿岸地域での塩分による錆対策に高い効果を
発揮。
② 高い耐チッピング性　厚膜型で衝撃を吸収しやすい塗膜が得られ
るため、飛び石からボディーを保護する。
③ 防振・防音効果　走行中、車両下回りの共鳴音やキシミ音を和ら
げる効果があるため、快適な室内空間を得ることができる。

ヘビーユースの大型車両を長持ちさせる
保護塗料各種

ハイアートCBエコ防錆コート
ウッドプロテクト
イサム塗料株式会社
http://www.isamu.co.jp/

ウッドプロテクト
施工写真

ハイアートCB
エコ防錆コート
施工写真
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◆  大型車関連機器・用品特集

大型車両塗装システムの更なる進化

レタンPGエコフリートシステム
関西ペイント
http://www.kansai.co.jp/
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て色票が大きくなったことで、色確認がしやすくなり、また市場で採用
が増えているメタリック塗色も掲載している。
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大型車用の最先端のアライメントテスター
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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

今年は仮面ライダーの放送開始50年

　前回のウルトラマンから何とはなしにヒーロー繋がり
のネタになるが、今年は最初の仮面ライダーの放送開
始から50年に当たるという。筆者は1972年生まれ
なので、微妙に先輩＝本来なら観ていないはずなのだ
が、あの頃は今ほどテレビ番組のコンテンツが豊富で
はなかったということもあってか、特に子供番組は頻
繁に再放送していて、物心ついた時から親しみがある。
　さて、いわゆる昭和ライダーシリーズは初期の5作
の後、3～4年のインターバルを経て放送というパター
ンを繰り返して断続的に続いていたが、しばしの休眠
期間を経て2000年に復活した平成ライダーシリーズ
は以後毎年放送・全20作という昭和ライダーシリー
ズでもなし得なかった快挙を達成し、現在もいわゆる
令和ライダーシリーズが続いている。

名ばかりライダーは続く
中には変わり種仮面ドライバーも

　さて、そんな仮面ライダー。「ライダー」というからに
はバイクは必須だった。仮面ライダー２号の登場以後、
変身ポーズを取って変身するようになった仮面ライダー
１号も、当初はバイクに乗ってベルトに風を受けること
で変身していたので、バイクなくしては存在し得なかっ
た。
　変身ポーズを取ってから変身するようになって以後も
（採石場という名の）戦場にかけつけたり、戦闘員をひ
き殺したりと（っとっとっと）、あるのが当たり前の相棒
であった。そんな姿に憧れて、バイクに乗るようになっ
た（当時の）男の子も多数いるだろうし、結果、バイク
業界に貢献したことだろう。

　ところがである。ご存知だろうか、最近の仮面ライ
ダーはほぼバイクに乗らない、名ばかりライダーなの
である。平成ライダーの初期シリーズは、まだ乗って
いた方だが（昭和ライダーに比べれば全然乗っていな
いが）、平成後期や令和ライダーは、まあバイクに乗っ
ていない。番組開始当初こそスポンサーへの配慮なの
か、これみよがしに乗っているが、どうだろう1ヵ月
（＝放送4回分）もすると乗らなくなる。
　今や戦闘が結構街中（幕張周辺とか、さいたまスー
パーアリーナ周辺とか）で行われるので、ストーリー上
でもバイクで移動する必要がないでしょとでもいいたい
のだろうか（じゃあ電車移動なの？）。あるいは「バイ
クなんて危険な乗り物だから、あまり子供を刺激して
欲しくないざます」（誰だよ？）的な保護者への配慮で
もあるのだろうか、もはや仮面ライダーの「ライダー」
って何？ 状態である。
　こんな状況だと、違う意味でライダーではなかった
平成ライダーの１人、「仮面ライダードライブ」の方が
まだましだったのかもしれない。その名の通り、仮面
ライダードライブはバイクではなくて車に乗るのである。
じゃあ、仮面ドライバーじゃん（仮免ドライバーみたい
だな）と誰もがツッコんだが、主人公の表向きの職業
が刑事ということもあってかドラマ上の相性もよく結構
乗り回していた。いかんせん、乗っていたのは先代
NSXがベース車両だったので、これによって自動車業
界が潤ったのかどうかは疑問ではあるのだけれども…。
　ともかく、シリーズが続けば続くほど、バイク自体の
差別化が難しくなるという事情もあるのかもしれない
が、未来のバイク乗りを養成する番組の側面も持って
いると思うので、乗り手の仮面ライダー単体だけでな
く、バイクの活躍シーンもぜひとも増やしていただきた
いところである。

平和を守って50年
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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
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宇　都　宮　03（5574）7860
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新潟デポ　03（5574）7860
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　新年度を迎えて約1ヵ月が経過した。
今なお続くコロナ禍だが、ちょうど1年
前のこの時期は最初の緊急事態宣言が
発出された時期に当たる。
　こうした事態を受けて、休業要請の
対象業種にこそならなかったとはいえ、
自動車業界も影響に無縁とはいかない
だろうと想定し、宣言解除後の車販台
数及び継続検査台数がどう推移するか
を本誌でも独断と偏見で予想してみた。

　そこで今回は、withコロナで迎えた
新年度をどう渡っていくかの判断材料
にしていただくべく、2020年末までの
新車販売台数及び継続検査台数が実
際にどうだったのか、検証していきた
い。

車販台数は10月以降対前年プ
ラスに転じ回復

　車販と車検でどちらが影響を受けそ

うかという観点からいけば、成約には
商談が必要不可欠と思われる車販の方
が影響を受けるだろうと思われた。
　実際はというと、登録車・軽自動車
共に、緊急事態宣言期間中であった5
月こそ最大の減少を記録したものの、
その後登録車は5万台前後を、軽自動
車は2万台前後のマイナスで推移し、
10月以降はいずれも対前年プラスに転
じた。

　10月に政府のテコ入れ等何があっ
たというわけではないが、新車販売の
商談の場面にもリモート商談が活用さ
れ始めており、一方で店頭のコロナ対
策もある程度整ってきたタイミングがち
ょうど合致したというところではないだ
ろうか。
　考えてみれば、試乗してみないこと
には分からない乗り味を除いて、新車
であればカタログさえあれば色や形、
スペック等は知ることができるので、購
入者のハートをつかむトーク技術を発
揮するのはリモートでも十分といえば
十分であると言えるだろう。

登録車の継続検査台数は9月
に回復したものの軽自動車は…

　外出を自粛している間に、車検が切
れてしまってはいざという時に困るとい
うことで、緊急事態宣言の影響は受け
にくいだろうと見られていた継続検査台
数だが、登録車の場合、5月こそ車販
同様に最大のマイナスを刻んだものの、
翌6月には一転して前年プラスに、再
び2ヵ月ほど対前年マイナスが続いた
ものの、車販に1ヵ月先駆けた9月以

降は同様に対前年プラスに回復した。
　5月は緊急事態宣言下→解除直後と
いうことに加えて、車検証の有効期間
の延長も相まって入庫を控えた方が多
かったことによるマイナスであり、その
延長明けに当たる6月に5月の反動で
入庫が増えたということであろう。
　一方で唯一割りを食ってしまったの
が、軽自動車の継続検査台数で、表を
ご覧の通り６月と９月、10月こそ対前
年プラスとなったものの、年間合計で
は対前年マイナスという結果となった。
　それでも多少の凸凹はあるものの、
月平均で約８千台のマイナスとなったの
はせめてもの救いか。先述のように新
車販売は一時期苦戦したものの、中古
車販売は影響が少なかったと聞く。
　実際に軽自動車の中古車販売台数
を見てみると、宣言解除後に対前年プ
ラスになったのはわずか3ヶ月だけで、
年間を通じて月平均1万台弱のマイナ
スという結果だけに、継続検査を受け
なかった車両の代替の受け皿になった
とはとても考えにくい。
　さりとて、ここにはデータこそ載せて
いないものの、保有台数が大きく減少

したかというとそういった現象も見られ
ないだけに、単に車検切れのままにな
った軽自動車が大量に発生したという
ことなのだろうか。該当する車両のオ
ーナーは依然として車両での外出自粛
を続けているために問題ないということ
なのだろうか。いずれにせよ、さらなる
検証が必要だと思われる。

2021年度はいかに前年度超え
を達成するかがカギを握る

　年間を通じてみると、いずれの項目
も総合計では対前年マイナスとなってし
まった。とはいえ、1工場当りに換算
するとさほど大きな数字ではなく、人々
の新型コロナウイルスに対する抵抗さ
え払拭できれば、一昨年度レベルに引
き戻すことはたやすいだろう。
　問題は軽自動車の継続検査台数だ
が、これとて1工場当りに換算すれば
年間で21台のマイナス、月平均で2
台弱のマイナスということになる。まず
は自社の軽自動車ユーザーが車検切れ
を起こしていないか、そのチェックから
始めよう。

コロナ禍で2020年の車販・車検はどうだったのか？
～9・10月以降はおおむね回復も年間を通じてはマイナス～
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214,857

239,355
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293,520
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243,753
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-27,584

-32,108

-42,418

-58,816

-99,360
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-61,444

-44,886
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+14,225

+16,802
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249,048

300,410

417,373

230,954

247,338

290,225

300,799

242,718

347,706

192,504

238,844

226,951

3,284,870

+5,613

+3,745

-20,711

+5,564

+11,315

-2,536

+18,923

+9,360

+39,382

-69,050

-40,750
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138,639
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206,483

98,255

70,307
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156,991

128,607

176,186

153,547

158,532

136,143

1,718,087

-20,288

-17,134

-16,957

-49,478

-78,475

-27,659

-1,666

-17,275

-24,317

+31,253

+11,518

+18,219

-192,259

158,927

179,017
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+6,967

+12,941
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-27,259

+41,731
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1,917,866
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1,490,726
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+180,086

+171,351

+133,560

+232,006

+69,848

+30,827

+185,140
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+155,288
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+636,019
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1,069,315

1,336,123

937,782

871,976

1,051,005
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+43,550

+351,980
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220,857
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232,038

236,529

3,035,839

-3,119

-16,147

-5,820

-5,853

-54,921

+7,157

-10,802

-3,905

-18,113

-7,563

+3,861

+4,594
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226,754

265,984

424,667

261,431

246,499

238,315

265,035

224,762

265,761

267,150

228,177

231,935

3,146,470

+7,473

+10,510

-19,483

+10,911

-1,055

+1,261

+17,913

-9,305

+35,962

-923

-18,249

-2,461

+32,554
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　新年度を迎えて約1ヵ月が経過した。
今なお続くコロナ禍だが、ちょうど1年
前のこの時期は最初の緊急事態宣言が
発出された時期に当たる。
　こうした事態を受けて、休業要請の
対象業種にこそならなかったとはいえ、
自動車業界も影響に無縁とはいかない
だろうと想定し、宣言解除後の車販台
数及び継続検査台数がどう推移するか
を本誌でも独断と偏見で予想してみた。

　そこで今回は、withコロナで迎えた
新年度をどう渡っていくかの判断材料
にしていただくべく、2020年末までの
新車販売台数及び継続検査台数が実
際にどうだったのか、検証していきた
い。

車販台数は10月以降対前年プ
ラスに転じ回復

　車販と車検でどちらが影響を受けそ

うかという観点からいけば、成約には
商談が必要不可欠と思われる車販の方
が影響を受けるだろうと思われた。
　実際はというと、登録車・軽自動車
共に、緊急事態宣言期間中であった5
月こそ最大の減少を記録したものの、
その後登録車は5万台前後を、軽自動
車は2万台前後のマイナスで推移し、
10月以降はいずれも対前年プラスに転
じた。

　10月に政府のテコ入れ等何があっ
たというわけではないが、新車販売の
商談の場面にもリモート商談が活用さ
れ始めており、一方で店頭のコロナ対
策もある程度整ってきたタイミングがち
ょうど合致したというところではないだ
ろうか。
　考えてみれば、試乗してみないこと
には分からない乗り味を除いて、新車
であればカタログさえあれば色や形、
スペック等は知ることができるので、購
入者のハートをつかむトーク技術を発
揮するのはリモートでも十分といえば
十分であると言えるだろう。

登録車の継続検査台数は9月
に回復したものの軽自動車は…

　外出を自粛している間に、車検が切
れてしまってはいざという時に困るとい
うことで、緊急事態宣言の影響は受け
にくいだろうと見られていた継続検査台
数だが、登録車の場合、5月こそ車販
同様に最大のマイナスを刻んだものの、
翌6月には一転して前年プラスに、再
び2ヵ月ほど対前年マイナスが続いた
ものの、車販に1ヵ月先駆けた9月以

降は同様に対前年プラスに回復した。
　5月は緊急事態宣言下→解除直後と
いうことに加えて、車検証の有効期間
の延長も相まって入庫を控えた方が多
かったことによるマイナスであり、その
延長明けに当たる6月に5月の反動で
入庫が増えたということであろう。
　一方で唯一割りを食ってしまったの
が、軽自動車の継続検査台数で、表を
ご覧の通り６月と９月、10月こそ対前
年プラスとなったものの、年間合計で
は対前年マイナスという結果となった。
　それでも多少の凸凹はあるものの、
月平均で約８千台のマイナスとなったの
はせめてもの救いか。先述のように新
車販売は一時期苦戦したものの、中古
車販売は影響が少なかったと聞く。
　実際に軽自動車の中古車販売台数
を見てみると、宣言解除後に対前年プ
ラスになったのはわずか3ヶ月だけで、
年間を通じて月平均1万台弱のマイナ
スという結果だけに、継続検査を受け
なかった車両の代替の受け皿になった
とはとても考えにくい。
　さりとて、ここにはデータこそ載せて
いないものの、保有台数が大きく減少

したかというとそういった現象も見られ
ないだけに、単に車検切れのままにな
った軽自動車が大量に発生したという
ことなのだろうか。該当する車両のオ
ーナーは依然として車両での外出自粛
を続けているために問題ないということ
なのだろうか。いずれにせよ、さらなる
検証が必要だと思われる。

2021年度はいかに前年度超え
を達成するかがカギを握る

　年間を通じてみると、いずれの項目
も総合計では対前年マイナスとなってし
まった。とはいえ、1工場当りに換算
するとさほど大きな数字ではなく、人々
の新型コロナウイルスに対する抵抗さ
え払拭できれば、一昨年度レベルに引
き戻すことはたやすいだろう。
　問題は軽自動車の継続検査台数だ
が、これとて1工場当りに換算すれば
年間で21台のマイナス、月平均で2
台弱のマイナスということになる。まず
は自社の軽自動車ユーザーが車検切れ
を起こしていないか、そのチェックから
始めよう。

コロナ禍で2020年の車販・車検はどうだったのか？
～9・10月以降はおおむね回復も年間を通じてはマイナス～
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Topics業界トピックス

　自動車のナンバープレートの表示
方法は、平成28年4月1日に施行
された、道路運送車両法及び自動
車検査独立行政法人法の一部を改
正する法律（平成27年法律第44
号）並びにナンバープレートの表示
の位置・方法の詳細について定めた
道路運送車両法施行規則等の一部
を改正する省令及び関連告示により
明確化した。
　明確化した表示方法の中で、関連
告示で規定するナンバープレートの
取付け角度や装着するフレーム・ボ
ルトカバーの大きさについては、令

和3年4月1日以降に初めて登録等
を受ける自動車に適用するという猶
予期間を設けていたところだが、新
型コロナウイルスの感染拡大により、
国内の自動車購入需要が停滞した
こと等を踏まえ、この猶予期間を延
長し、令和3年10月1日以降に初
めて登録等を受ける自動車に適用す
ると国交省は発表した。

○ 猶予期間を延長する告示

・ 自動車登録番号標等の表示の位
置及び表示の方法の基準を定め
る告示（平成27年国土交通省告

示第1265号）
・ 自動車登録番号標、臨時運行許
可番号標、回送運行許可番号標
又は車両番号標に取り付けること
のできる物品を定める告示（平成
27年国土交通省告示第1266
号）

○ 猶予期間を延長する基準

・ 以下の基準（下図）について、令
和3年10月1日以降に初めて登
録等を受ける自動車に適用

※1 令和3年9月30日までに登録・検査・使用の届出がある自動車については、上記基準によらず、自動車の運行中番号が判読できるような見やすい角度によりナンバープレートを
 取り付けること、また、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを取り付けることができる。
※2 ナンバープレートに取り付けたときの当該ナンバープレートの外縁からフレームの内縁までの長さ
※3 ナンバープレートに取り付けたフレーム・ボルトカバーの当該ナンバープレートの表面から突出している部分の長さ

上向き25°～
下向き15°

1.2m
以下

1.2m
超

上向き45°～
下向き5°

バイクのナンバープレートナンバープレートの
上端が1.2m超の場合

ナンバープレートの
上端が1.2m以下の場合

後面のナンバープレート

左向き5°～左右向き0°

左向き10°～左右向き0°

上向き10°～
下向き10°

前面のナンバープレート

ボルトカバー
※１

フレーム
※１

左右向き
※１

上下向き
※１

角
度

項　　目

上向き40°～
下向き15°

左右向き0°

● 直径が28mm以下であって番号に被覆しないもの
● 厚さが※３が9mm以下
● 脱落するおそれのないもの

● 幅※２が上部10mm以下、
左右18.5mm以下、
下部13.5mm以下

● 厚さ※３が上部6mm以下
（上部の幅が7mm以下の場合は
10mm以下）、
その他30mm以下

● 脱落するおそれのないもの

禁　　止

●下部　幅が13.5mm以下、厚さ30mm以下

●左右
幅が18.5mm以下、
厚さ30mm以下

●上部　幅が10mm以下、厚さ6mm以下
　　　  （幅が7mm以下の場合は厚さ10mm以下）
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　2021年3月1日、一般社団法人
日 本 自 動 車 車 体 補 修 協 会
（JARWA、代表理事：吉野一）は、
株式会社ヤマダデンキ（代表取締役
社長：小林辰夫）と、2021年6月
よりヤマダデンキが取扱いを開始す
る「ヤマダ車検※1」に係る業務委託
契約を締結した。
　本契約に基づき、JARWAは、
JARWA会員工場による提携整備
工場網の構築、ヤマダデンキが集客
した顧客の提携整備工場への取次
ぎなどの運営管理業務を行う。 
　「ヤマダ車検」は、自動車整備業
における「クルマの100年に一度の
大変革」「新型コロナウイルス感染
症」「決済方法の変化や景気の悪
化」への 対 応 をテーマとした
JARWAの 考 察※2に 基 づ き、
JARWA、ヤマダデンキ、地域の提
携整備工場がお互いの強みを持ち
寄って行う、「消費者のニーズ」に寄
り添いながらも「カーライフの安心
安全」を確実なものとする、新しい
車検サービスの社会実装モデル。

① クルマの100年に一度の大変革

　「クルマの100年に一度の大変
革」への対応では、「安心安全」をキ
ャッチフレーズに、令和2年4月1日
に施行された特定整備制度に完全
準拠する車検業務の実施体制を構
築。「ヤマダ車検提携整備工場」の
資格要件を電子制御装置整備の認
証を受けた「国の指定整備工場」と
することで、自動ブレーキなどの最
新装置が搭載されているクルマに完
全対応する。

② 新型コロナウイルス感染症

　「新型コロナウイルス感染症」へ
の対応では、「デリバリー方式」をキ
ャッチフレーズに、提携整備工場が
自宅へ引き取り納車に伺うサービス
を提供することで、車検にまつわる
お客さまの手間を大幅に削減。お客
さまの整備工場での長時間滞在を
解消することで、感染症対策として

の効果も期待される。

③ 決済方法の変化や景気の悪化

　「決済方法の変化や景気の悪化」
への対応では、「お財布に優しい」を
キャッチフレーズに、個人のお客さま
の場合に現金前払いが基本となって
いる「法定費用分」をも含めた「車
検費用の完全分割払い」を実現。お
客様による納車完了までの現金の支
出を一切なくした。
　月々の支払いは、同サービス専用
に開発した「ヤマダ車検専用ロー
ン」で負担の少ない月々3,000円台
からのプランを提供。ヤマダカード
をお持ちのすべてのお客さまにもれ
なく5,000ヤマダポイントを進呈す
るサービスも付帯されている。
　「ヤマダ車検」は、2021年4月よ
り地域を限定してトライアルを開始
し、順次に対象地域を拡張、最終的
には日本全国がサービス対象となる
予定だ。

Topics業界トピックス

※1 ヤマダ車検 準備中のＬＰ：https://www.yamada-denki.jp/service/shaken/ 
※2 JARWAの考察 NEWS 2020 年 10月15日付け：https://jarwa.or.jp/
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0から始める特定整備認証取得⑦
ゼ ロ

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）

3.　認証工場の必須条件
　

（３）　事業場の設備（作業場等の広さ）

① 事業場は、常時分解整備しようとする自動車を収容することが出来る十分な場所を有し且つ
　 表2（次ページ）に掲げる規模の屋内作業場及び車両置場を有していること。
② 屋内作業場のうち、車両整備作業場及び点検作業場の天井の高さは、対象とする自動車について
　 分解整備または点検をするのに十分であること。
③屋内作業場の床面は平滑に舗装されていること。

　屋内作業場及び車両置場は、整備対象装置ごとに表2のように定められています。なお、二種類以上の
装置の分解整備を行う場合は、該当する種類ごとに定められた基準の全てに適合することが必要です。

（認証基準）

第57条　法第80条第1項第2号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。

（1） 事業場は、常時分解整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有
し、且つ、別表第4に掲げる規模の屋内作業場及び車両置場を有するものであること。

（2） 屋内作業場のうち、車両整備作業場及び点検作業場の天井の高さは、対象とする自動
車について分解整備又は点検を実施するのに十分であること。

（3） 屋内作業場の床面は、平滑に舗装されていること。
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認証工場の必須条件②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。

＜表2＞　作業場面積等の基準（作業場等の広さ）

全ての装置

原動機

動力伝達装置

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置

電子制御装置

全ての装置

原動機

動力伝達装置

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置

電子制御装置

全ての装置

原動機

動力伝達装置

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置

電子制御装置

全ての装置

原動機

動力伝達装置

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置

電子制御装置

全ての装置

原動機

動力伝達装置

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置

電子制御装置

全ての装置

原動機

動力伝達装置

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置

電子制御装置

16m以上

13m以上

12m以上

12.5m以上

16m以上

13m以上

10m以上

9m以上

9.5m以上

13m以上

8m以上

7m以上

7.5m以上

6m以上

8m以上

6m以上

6.5m以上

7m以上

3.5m以上

-

5.5m以上

5m以上

4.4m以上

4.7m以上

5.5m以上

12㎡以上

12㎡以上

7㎡以上

7㎡以上

-

12㎡以上

12㎡以上

7㎡以上

7㎡以上

-

10㎡以上

6㎡以上

6㎡以上

-

8㎡以上

5㎡以上

5㎡以上

-

4㎡以上

-

6.5㎡以上

4.5㎡以上

-

5m以上

5m以上

5m以上

3.5m以上

5m以上

5m以上

5m以上

5m以上

3.5m以上

3m以上

4.5m以上

4.5m以上

3m以上

2.5m以上

4m以上

4m以上

2.8m以上

2.5m以上

3m以上

-

3.5m以上

2.5m以上

2m以上

3.5m以上

3.5m以上

3m以上

3m以上

2m以上

-

2.5m以上

11m以上

8m以上

6m以上

5.5m以上

2.5m以上

-

3.5m以上

16m以上

13m以上

12m以上

12.5m以上

16m以上

13m以上

10m以上

9m以上

9.5m以上

13m以上

8m以上

7m以上

7.5m以上

6m以上

8m以上

6m以上

6.5m以上

7m以上

3.5m以上

-

5.5m以上

5m以上

4.4m以上

4.7m以上

5.5m以上

5m以上

5m以上

5m以上

3.5m以上

5m以上

5m以上

5m以上

5m以上

3.5m以上

3m以上

4.5m以上

4.5m以上

3m以上

2.5m以上

4m以上

4m以上

2.8m以上

2.5m以上

3m以上

-

3.5m以上

2.5m以上

2m以上

屋内作業場
車両置場

分解整備の種類対象とする自動車の種類 点検作業場 
車両整備作業場

間口 奥行間口 奥行 間口 奥行
部品整備
作　業　場

事業の
種　類

普
通
自
動
車
特
定
整
備
事
業

小
型
自
動
車
特
定
整
備
事
業

軽
自
動
車

特
定
整
備
事
業

対象とする装置の種類

普通自動車（大型）
・車両総重量8t以上
・最大積載量5t以上
・乗車定員30人以上

普通自動車（中型）
／大型特殊自動車
・最大積載量2t以上
・乗車定員11人以上
・上欄に掲げるものを除く

普通自動車（小型）
・貨物の運送に供するもの
・散水自動車
・広告宣伝用自動車
・霊柩自動車その他特種用途
 に供するもの
・上二欄に掲げるものを除く

普通自動車（乗用）
・上三欄に掲げるものを除く

小型四輪自動車
小型三輪自動車

小型二輪自動車

軽自動車
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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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エムケー精工
オゾン除菌脱臭機「オゾン－デオ」

　オゾンの力で車内を除菌・脱臭するオゾン除菌脱臭機。
車の窓にノズルを掛けるだけで、5～ 10分で車内全体を
除菌・脱臭できる。波長 172mm
の紫外線で毎時 500mgのオゾンを
発生させる、UVランプ方式のオゾ
ン発生装置を採用。放電方式と異な
り、金属表面を腐食させる有害な窒
素酸化物を生成しないため、安心し
て使用できる。
　また、エアポンプ内蔵のため、コ
ンプレッサーに余裕がない、エア品
質に不安がある、電源を繋ぐだけで
稼働させたいセルフスタンドでも使用
可能。コイン洗車場に設置しても安
心なコインメックも付いている。

エムケー精工株式会社
TEL：026-272-8301　URL ▶ www.mkseiko.co.jp

Pick-Up Product

新 商 品

注目の商品

関西ペイント
抗ウイルス＜置くだけ＞マット

　店舗の入り口に置くの
に最適な、落下したウイ
ルスを捕らえて感染力を
低下させる抗ウイルス
マット。
　関西ペイントは日本古
来の自然素材「漆喰（消
石灰）」が持つ、抗菌・抗ウイルス・消臭などの多様な有
効性に着目し、2007年に漆喰塗料の開発に成功。本製
品はこの技術を活かしたもの。漆喰の主原料である消石灰
は、水分と接触すると強いアルカリ性を示すが、この環境
下ではほとんどのウイルスや細菌などの増殖を抑制できる
ため、優れた抗ウイルス・抗菌効果を発揮する。発売に合
わせて統合ブランド「ANTIVIRUS TECHNOLOGYTM」
をスタート。本製品は下記ECサイトから注文できる。

Pick-Up Product

新 商 品

関西ペイント株式会社
TEL：03-5711-8904　URL ▶ http://ec.kansai.co.jp

注目の商品

応募締切  2021 年 5月 31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

　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 ①　３名様

23 ページのアンケートでご応募ください。
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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

5

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 5月 31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）

□ ブレーキ&パーツクリーナー 3名様

Q1 2020年度の売上は2019年度と比べて
どうでしたか？ （いずれかにチェック）

□ 減少した

□ ほぼ横ばい

□ 増加した

Q２ Q1で減少した・増加したと答えた方のみ）
売上変動の主な要因は？ （複数回答可）

□ 車販　　□　一般整備

□ 車検　　□　鈑金塗装

□ 保険販売

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　）

Q３ 2021年度に新たに取り組みたい・取り組んでいることは何かありますか？

◆　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）

□ 誌上編集部ブログ

□ 0から始める特定整備

□ M&A　これがわが社の生きる道

□ 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

□ 大型車関連機器・用品特集

□ コロナ禍で2020年の
 車販・車検はどうだったのか？

□ 業界トピックス

□ 注目の商品

□ ベースシステムユーザーリポート

申　込　日　　　　年　　　月　　　日

会社名

部署名

氏　名

住　所

e-mail

電　話

ＦＡＸ

年　齢

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

〒□□□－□□□□
歳

申 込 者 情 報

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
山際マリオ

□ 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

15～30名（回により異なる）
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5月11日 ㊋

② 令和3年5月22日 ㊏

［申込み締切：5月6日］

［申込み締切：5月15日］
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M&A これがわが社の生きる道

寺越基格　金融機関にて中小企業への
融資や経営コンサル・M&A実行支援に
従事。株式会社フォーバルへ入社後、
自動車整備会社はじめ多くの中小企業の
M&A支援に携わり、企業の存続及び成
長に貢献。中小企業の創業理念や従業
員への想いを重視し、経営者にしっかり
と寄り添うコンサルタントとして、経営

者からも厚い信頼を受けている。

第1回　事業承継の４つの手法
　「M＆Aで会社を継いでくれる人が見つかったよ。」
　このような元経営者の方が増えてきました。
　M＆Aとは、会社を買収・合併する経営手法のことで
す。以前までは「乗っ取り」というネガティブなイメージで
あったり、「大手企業が行っているもの」というイメージが
ありました。しかし、昨今では中小企業間でも一般的な
手法になっており、中小企業の後継者問題を解決するた
めの手段として非常に注目を浴びています。
　本連載では、M＆Aの進め方、M＆Aを用いた事業承
継について連載させて頂き、皆様の円滑な事業承継を進
めるための一助になれば幸いです。
　M＆Aの話に入る前に、今回は「事業承継の４つの手
法」についてお話しします。４つの手法とは、①親族承継、
②親族外承継、③第三者への承継（Ｍ＆Ａ）、④清算・廃
業を指し、どんな経営者もいつか必ず４つの手法の中か
ら１つを選ばなければいけません。

① 親族承継

　まず１つ目は親族承継です。これは息子・娘・娘婿等親
族にバトンタッチすることを言います。ひと昔前は生まれ
ながらに家業を継ぐことが当たり前だったのですが、最近
では少子化や、息子が全く違う仕事をして戻ってこない等
により、親族に承継できない企業が急増しています。
　親族承継のメリットは、オーナー家としての地位が継続
し、自社株や経営権を円滑に承継できることなどです。一
方のデメリットに「継がす不幸」の可能性があります。
　これは経営者が深く考えずに息子等親族へ承継してし
まったことで、つらい思いを後継者にさせることに繋がっ
てしまうことを指す言葉です。経営者は、「会社の経営者」
である一方で「家族を持った父親」という側面も持ってい

ます。子供へ継がせたい、継ぎたいと意欲があるので頑
張らせてみたい、という父親目線が経営者目線を上回っ
て判断してしまうことで、経営者としての十分な資質や能
力がない状態で経営権を渡してしまうと、これまで築き上
げた従業員や取引先との信頼関係に影響を及ぼし、いわ
ばかじ取りが不安定な船を出航させてしまうことになりま
す。もう少し時間をかけて後継者教育していればよかった
と後悔する前に、本当に息子に継がせて良いのかどうかを
今一度経営者目線で考えて準備することが重要です。

② 親族外承継

　続いて２つ目は、親族へバトンタッチできない場合に検
討するのが親族外承継です。
　役員、従業員を後継者とする、いわゆる番頭への承継
です。番頭は従業員からの信頼も厚く、お客さまの顔もよ
く分かります。技術も立派であり一見スムーズに進みそう
に思えますが経営者としての適性はあるのか、自社株を
譲り受けられるほどの資金力があるのか、銀行の個人保
証を背負ってまで腹をくくってやる気があるのか、など、
本当に継げるのかを見極めることがとても重要です。従業
員は経営リスクをとる覚悟で入社してきてはいない方が大
半のため、いざ経営者となる覚悟をして頂くためには、早
めに本人へ明示することや、承継に際しての課題を洗い出
し、解決策を一緒に考えるなどの配慮が必要です。

③・④ 親族・親族外での承継が難しい場合

　①・②がいずれもうまくいかない場合には、第三者承継
（Ｍ＆Ａ）もしくは清算・廃業、上場の中から承継先を選
択しなければなりませんが、上場は簡単にできるものでは
ありませんので、現経営者は第三者承継（Ｍ＆Ａ）もしく
は清算・廃業のいずれかを選択しなければなりません。
　次回は第三者承継（Ｍ＆Ａ）と清算・廃業を比較しなが
ら、事業承継の手法についてお話致します。

経営相談実績が豊富な
フォーバルの事業承継・M&A

事業承継・M&Aのご相談はこちら
https://forval-shoukei.jp/　　
0120 - 374 - 086　　　shoukei@forval.co.jp

新連載
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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。

人のいく裏に道あり　花の山
　コロナ過の中、オンラインツールの利用が盛んですね。
あなたも、対面だった会合がZOOMに置き換わったりし
ているかもしれません。もしかすると、あなたは「これか
らはオンラインが大切だ！」と考え、オンライン商談ツー
ルのセールスに耳を傾けているかもしれません。
YouTube動画を始めないといけないと考えている人も多
いかもしれません。
　しかしもう、そんな時代は終わっています。今やオンラ
インでの先行者利益は薄れ、オンラインビジネスはレッド
オーシャンです。今さらYouTubeを始めたところで、新
規集客などできません。LINEアカウントを取得したところ
で、アカウント数を伸ばすことができず、放置になること
が目に見えています。既にオンラインビジネスがピークア
ウトしているからこそ、我々自動車業界にオンラインの波
が来ているというわけです。

集客は逆張りが鉄則
　株式相場の格言に「人のいく裏に道あり　花の山」と
いう格言があります。他人と同じ行為を行っている限り、
利益は得にくい。他人と逆の行動を素早くとることが大事
だ、という教訓です。つまり、人と違うことをしなさいと
いうことなのです。
　2021年現在、アフターコロナで右も左もオンライン商
談やYouTube動画が必要だと、ライバルまみれの市場に
参入しようとしています。ところが、イケている整備工場
は既に先を行っています。

オンラインよりオフラインを極めよう
　みんながオンラインに向いている今だからこそ、アナロ
グな集客手法が効果を発揮します。実は今、FAXDMの
効果が高いことを知っていますか？ ライバルが少ないので
反応が良いのです。もし、あなたのライバルがお客さまと

の接客をズームやLINEで行うようにしていたら、あなた
は直接訪問するようにしてみましょう。顧客フォローをオ
ンラインでするのではなく、オフラインで行ってください。
ハガキDMを出しましょう。

DMがすべての基本
　集客のツールに「DM」（ダイレクトメール）というもの
がありますが、DMとは、セールスをするためのものでは
なく、お客さまに出す手紙なのです。
　車検をご利用いただいたお礼や次の車検の案内を「手
紙」で出しましょう。これをオンラインツールに置き換え
る風潮がありますが、LINEで簡単に案内をするより反応
率は格段に高まります。オフラインは、オンラインより手
間もコストもかかりますが、顧客を防衛できるのであれ
ば、それは自動車整備工場にとって必要なコストなので
す。コロナ過で皆がオンラインの方向に向いている今だか
らこそ、あなたはアナログな集客手法を活用して欲しいと
思います。
　ちなみに、車検の案内で1番効果が高いのは、ハガキ
DMや封書型DMです。ライバルがYouTubeチャンネル
を開設している今のうちに、DM作成ノウハウを学んでく
ださい。DM作成スキルを学んでおけば、顧客数が安定
して10年後も安泰です。「これからは動画の時代、オンラ
イン接客の時代」などと言っている整備
工場を横目で見ながら、確実にお客さま
を防衛していきましょう。10年後に勝つ
のは、アナログなあなたです。

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）

交通事故の賠償を受ける前に、保険金を受
け取ると、加害者に対する損害賠償金は請
求できなくなるのか？

【自賠責保険を受け取った場合】

　自賠責保険は、強制加入の保険で、自動車の事故によ
り被害を被った相手方の損害を賠償するための保険です。
自賠責保険で補償されるのは、いわゆる人損部分（怪我
をさせたり、死亡させた場合）に限られ、上限も決まって
います（死亡で３０００万円まで等）。自賠責保険を受け
取った場合、その分、裁判等で相手方に請求することがで
きる金額は減少します。

【生命保険等を受け取った場合】

　交通事故で死亡した事案などで生命保険金を受領した
場合、生命保険金は、保険加入者が保険料を支払ってい
たことの対価で、もともと不法行為の原因と関わりなく支
払われるべきものです。そのため、生命保険を受領したと
しても、損害賠償の額には影響がありませんので安心して
受領できます。

【労災保険】

　勤務時間中などに交通事故に遭った場合などには、労
災保険が適用される可能性があります。労災保険は被害
者の過失割合に関わりなく被害者に支払われます。労災保
険を受領した場合、労災保険で支給される給付（例えば、
休業給付や障害給付）と、交通事故の損害賠償請求の際
に請求する費目（休業損害、後遺症逸失利益）が対応する
場合には、その分については損害額から差し引かれます。

　例えば、労災保険では、休業給付として収入の６割の金
額が補償されます。労災保険として受け取った６割分を超
える部分について、被害者は、別途加害者に対して、損害
賠償を請求できる場合があります。他方、労災保険では、
６割の休業給付に加え、２割分の休業補償特別給付金と
いうものが別途支払われます。休業補償特別給付金につ
いては、労災保険により認められる特別な給付金で、休業
損失とは別物と考えられています。そのため、加害者に対
して損害賠償を請求する際、休業補償特別給付金として
受領した金額を差し引く必要はありません。

【人身傷害保険を受け取った場合】

　人身傷害保険は、交通事故により、（被害者側の）保険
の契約者及び同乗者が被った人損について、過失割合に
関わりなく支払ってもらうことができる保険です。被害者
側の過失が大きい場合や、加害者側が無保険の場合など
に利用されます。人身傷害保険は、人身傷害保険の基準
に従って損害額を算定し保険金を支払います。その金額
は裁判上、損害賠償として認められる金額よりも低く設定
されているため、被害者の過失割合が小さい場合などに
は、別途、民事訴訟を提起するなどして回収できます。
　人身傷害保険は、被害者が加入していた保険会社から
支払われるものであり、加害者の側から支払われるもので
はありませんが、保険金を支払った保険会社は、被害者
が加害者に対して持っている損害賠償請求権を、被害者
本人に代わって取得することから、被害者の加害者に対す
る損害賠償請求権を減らす必要があります。
　具体的には、被害者の過失割合部分に対応する損害額
を超えて保険会社が被害者に支払った場合に、被害者の
過失割合部分を超えて支払った部分のみが、被害者が加
害者に対して請求できる損害から差し引かれます。
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経 費 節 約 応 援 カ ン パ ニ ー ！ サ ン ク ス ギ ヴ ィ ン グ ご用命は下記代理店へ

〒 3 5 2 - 0 0 1 4 埼 玉 県 新 座 市 栄 2 - 8 - 9 - 2 0 3 
T E L 0 4 8 - 4 7 9 - 3 2 5 5 FA X 0 4 8 - 4 7 9 - 3 2 5 8

発売以来１０年以上、糊残りなどの

クレームがなく『安心して使える』と

好評のプロテクトマスカーシリーズに

細巻仕上げが加わりました。製品の芯

（紙管）を3インチから1 . 5インチに

1 0 0ｍ巻のテープ長さを5 0ｍ巻と

して製品の太さを約半分に抑えました。

細いだけでなく軽さも持ち易さに貢献

しています。使い勝手を重視する皆様

にお勧めいたします！！！

☆プロテクトマスカーSSシリーズ☆

『塗膜に貼るなら安心安全の日本製』新車ディーラーでも使われている
高品質低価格な車輌用保護テープ『プロテクトマスカーシリーズ』！！！

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

S100 SS100

粘着の強さ★☆☆☆☆

SS100 SS200 SS300

テープ長さ（ｍ）50 厚さ（ｍ） 0.07 基材 ポリエチレンフィルム（青色）

粘着剤 アクリル系 粘着力（N/25mm）2.0

新発売

NEW!

NEW!

S100
＋

PMC100

S150
＋

PMC150

S200
＋

PMC200

SS100
＋

PMC100

SS200
＋

PMC200

カッター付限定セット カッター付限定セット カッター付限定セット カッター付限定セット カッター付限定セット

プロマスカッターPMCシリーズとの相性抜群で使い勝手が更に向上！

「カッター付限定セット」で作業効率大幅UP!!
プロテクトマスカー
S50〈弱粘着〉

糊残りや塗膜剥離などの心配がなく使えると
好評のプロテクトマスカーにミシン目入りが加
わりました。10cm間隔のミシン目で簡単綺麗
に切り離せます。

S50

S50のみ１パック２巻入りとなります。50mm幅には、専用
カッターがあります。

◎５０mm幅は弱粘着のSシリーズのみとなります。
◎カッターのみの販売はしておりません。
　ご注文はS50（1パック２巻入り）カッター付きとなります。

粘着の強さ★☆☆☆☆

粘着の強さ★☆☆☆☆

◎色：青　◎巻数：100m　◎ミシン目ピッチ：10cm　◎加工：国内　

☆カッター無しでも綺麗に切れる☆
プロテクトマスカーミシン目入り
〈弱粘着〉

CS100 CS200 CS300

お試し価格で発売中！！！お試し価格で発売中！！！

持ち易さを追求した細巻仕上げのSSシリーズが待望の新発売！
只今、カッター付限定セット発売中！！ この期間中にぜひ！！！

 ※各1000セットで終了です。

太さが約半分！ 持ち易い！



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 !



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





▶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

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

｜ 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

お買い得クーポン
クーポンの有効期限は令和３年5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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お買い得クーポン

株式会社オートリサイクルナカシマ 大分県日田市上城内町 1365-3 TEL. 0973-25-6008　TEL. 0973-23-0327（部品直通）　FAX. 0973-26-0006
有限会社オートリサイクルナカシマ福岡 福岡県筑紫野市山家 4073-32 TEL. 092-926-6008　TEL. 092-926-6298（部品直通）　FAX. 092-920-3054

http://nakashima.gr.jp/私たちは、リサイクル部品で地球にやさしい環境を創造します。

PAPATT 測太郎
ぱ　　ぱ　　っ　　と そ　く　た　ろ　う

エンジン圧縮比測定器
業界初 !! デジタルでエンジン圧縮比を測定新発売

ver.2.0

軽自動車用ガソリンエンジンや大型トラック用ディーゼルエンジンにも対応
測定時間は最短５分！ 誰でも簡単、 確実にエンジン圧縮比を測定できます。

株式会社 大洋商会

パワーと回転円滑度同時観察
簡単コンプレッション測定

京都府宇治市槙島町十六12-1 taiyoshokai.co.jp) 0774 - 24 - 8885

リビルトパーツ中古部品 社外新品

www.yupic.co.jp

info@yupic.co.jp

株式会社ユピック
車の社会環境を考える

03 - 3736 - 0431

03 - 3736 - 1301

CUPON リビルトオルタネーター、
セルモーター500円引き

▶ 東京都大田区西蒲田6-36-11西蒲田NSビル5F

｜ 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

｜ 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

｜ 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 - 571 - 3135

048 - 573 - 9595

▶ 埼玉県深谷市国済寺 500-3
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顧客ニーズに合わせて進化を続け
創業70年を迎えた

　今回おじゃました有限会社伊藤モータ
ー商会（伊藤辰男社長）は、創業から今
年で70年を迎えるなど、長年地域住民
の安全安心を守ってきた。
　創業当初は二輪車の分解整備工場とし
てスタートしたが、その後も指定工場資
格はもちろん、フォークリフトや建設車両
等の年次分解や検査業務資格、車体整
備推奨工場（事故車の復元修理、ボディ
ーの美装加工・構造変更工事の業務）な
ど、顧客ニーズにきめ細かく応えるべく、
サービスメニューを増やしてきた。
　今回お話を伺ったのは、伊藤賢一さん。
現社長の甥っ子に当たり、自身のお父さ
まも工場長として活躍するなど、同族経
営でアットホームな雰囲気も同社のウリ
の一つである。伊藤さん自身も「小さい頃
は色々いじっては怒られていました」とい
うほど、昔からなじみがあるという。

事務職兼任から整備士メインへ
IT推進部長が導入したMOTROJIM

　整備工場に対するなじみがあった一方
で、ITにも関心を持ち始めた伊藤さんは
事務兼整備士という二刀流で、入社以来
活躍してきたが、5年ほど前からどちらか
というとサポート的な立場だった整備士
メインで仕事をするようになった。
　折しも、自動車の修理も車両に搭載さ
れたECUというコンピューターをスキャ
ンツールというコンピューターで診断・修
理することが全盛の時代へと移り変わり、

こうした故障探求が苦にならない伊藤さ
んにとってはまさに時代が来た！といった
状況だという。
　「『○○が故障』という故障コードが出
たとしても、実は複雑な要因が重なってい
て本当の故障原因は××であるといったこ
とを突き止めていく過程が楽しくて仕方が
ない部分はあります」と伊藤さん。今後ま
すます、故障探求の技術が求められてくる
だろうが、何とも心強いことである。
　さて、そんなITにも造詣が深い、IT推
進部長とも言うべき伊藤さんは社内のIT
化の推進役で、本格的に顧客管理システ
ムを導入したのもベースシステムの
MOTOROJIMが初めてと言ってもよい。
　「MOTORJIMを導入して約1年になり
ます。それまでも他社のシステムを導入し
てはいたのですが、一部の機能を使って
いるだけで、顧客管理にはExcelをメイン
に使っていました。
　これだとせっかくシステムを導入してい
るのにもったいないし、何よりExcelメイ
ンでは手間もかかる。そんな時にご提案
いただいたのがMOTOROJIMでした。
導入の決め手にもなったのですが、サポ
ートの手厚さは伊達ではないです。困り事
があっても即対応してもらえるので非常に
助かっています」と伊藤さん。
　使えば使うほど、こうした使い方はでき
ないか？ というアイデアが溢れ出てくるそ
うで、現在は法人客に対して年間整備コ
ストの平準化提案ができるような車両ご
との管理・表示方法が実現できないか検
討中とのことである。これも懐の広い
MOTORJIMならではと言える。

有限会社 伊藤モーター商会
川崎市川崎区

ベースシステム ユーザーリポート
user report 83

伊藤賢一さん

大型車両にも対応でき
整理整頓が行き届いた工場

会　社　名： 有限会社伊藤モーター商会
所　在　地： 神奈川県川崎市川崎区
代　表　者： 伊藤 辰男
電　　話： 044-288-2458
営業時間： 月～金曜日 8:00 ～ 19:00
 土　曜　日 9:00 ～ 17:00
 日曜・祝日 9:00 ～ 15:00
業務内容： 外車・国産車等の販売。二輪車
から大型トラック、大型特殊車両、フォー
クリフト、建設車両等の車検整備、及び分
解整備等の一般修理。事故車修理の鈑金塗
装修理。ボディーの美装加工、構造変更工
事フロント（リャ）ウィンドガラスの傷の
修理。自動車保険・火災保険

対応車種を示すこ
ともできるラック
でスキャンツール
5台を定位置管理
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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.

顧客ニーズに合わせて進化を続け
創業70年を迎えた

　今回おじゃました有限会社伊藤モータ
ー商会（伊藤辰男社長）は、創業から今
年で70年を迎えるなど、長年地域住民
の安全安心を守ってきた。
　創業当初は二輪車の分解整備工場とし
てスタートしたが、その後も指定工場資
格はもちろん、フォークリフトや建設車両
等の年次分解や検査業務資格、車体整
備推奨工場（事故車の復元修理、ボディ
ーの美装加工・構造変更工事の業務）な
ど、顧客ニーズにきめ細かく応えるべく、
サービスメニューを増やしてきた。
　今回お話を伺ったのは、伊藤賢一さん。
現社長の甥っ子に当たり、自身のお父さ
まも工場長として活躍するなど、同族経
営でアットホームな雰囲気も同社のウリ
の一つである。伊藤さん自身も「小さい頃
は色々いじっては怒られていました」とい
うほど、昔からなじみがあるという。

事務職兼任から整備士メインへ
IT推進部長が導入したMOTROJIM

　整備工場に対するなじみがあった一方
で、ITにも関心を持ち始めた伊藤さんは
事務兼整備士という二刀流で、入社以来
活躍してきたが、5年ほど前からどちらか
というとサポート的な立場だった整備士
メインで仕事をするようになった。
　折しも、自動車の修理も車両に搭載さ
れたECUというコンピューターをスキャ
ンツールというコンピューターで診断・修
理することが全盛の時代へと移り変わり、

こうした故障探求が苦にならない伊藤さ
んにとってはまさに時代が来た！といった
状況だという。
　「『○○が故障』という故障コードが出
たとしても、実は複雑な要因が重なってい
て本当の故障原因は××であるといったこ
とを突き止めていく過程が楽しくて仕方が
ない部分はあります」と伊藤さん。今後ま
すます、故障探求の技術が求められてくる
だろうが、何とも心強いことである。
　さて、そんなITにも造詣が深い、IT推
進部長とも言うべき伊藤さんは社内のIT
化の推進役で、本格的に顧客管理システ
ムを導入したのもベースシステムの
MOTOROJIMが初めてと言ってもよい。
　「MOTORJIMを導入して約1年になり
ます。それまでも他社のシステムを導入し
てはいたのですが、一部の機能を使って
いるだけで、顧客管理にはExcelをメイン
に使っていました。
　これだとせっかくシステムを導入してい
るのにもったいないし、何よりExcelメイ
ンでは手間もかかる。そんな時にご提案
いただいたのがMOTOROJIMでした。
導入の決め手にもなったのですが、サポ
ートの手厚さは伊達ではないです。困り事
があっても即対応してもらえるので非常に
助かっています」と伊藤さん。
　使えば使うほど、こうした使い方はでき
ないか？ というアイデアが溢れ出てくるそ
うで、現在は法人客に対して年間整備コ
ストの平準化提案ができるような車両ご
との管理・表示方法が実現できないか検
討中とのことである。これも懐の広い
MOTORJIMならではと言える。

有限会社 伊藤モーター商会
川崎市川崎区
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伊藤賢一さん

大型車両にも対応でき
整理整頓が行き届いた工場

会　社　名： 有限会社伊藤モーター商会
所　在　地： 神奈川県川崎市川崎区
代　表　者： 伊藤 辰男
電　　話： 044-288-2458
営業時間： 月～金曜日 8:00 ～ 19:00
 土　曜　日 9:00 ～ 17:00
 日曜・祝日 9:00 ～ 15:00
業務内容： 外車・国産車等の販売。二輪車
から大型トラック、大型特殊車両、フォー
クリフト、建設車両等の車検整備、及び分
解整備等の一般修理。事故車修理の鈑金塗
装修理。ボディーの美装加工、構造変更工
事フロント（リャ）ウィンドガラスの傷の
修理。自動車保険・火災保険

対応車種を示すこ
ともできるラック
でスキャンツール
5台を定位置管理
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