応募すればプレゼントが
当たる！かも
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誌上リポート

去る3月16日
（水）
から18日
（金）
にかけて、
東京ビッグサイトにて第14回国際

オートアフターマーケットEXPO2016が開催された。
ここでは、
残念ながら会場

に行けなかった方のために誌上リポートとして、
展示会の一部を紹介する。

開幕式：テープカットが終わり、IAAE がい
よいよ開幕！

あかつき：車両移動用装置、ロードサービ
ス用品に始まりレッカー車に至るまで、ロー
ドサービス関連商品を展示した

アクサルタコーティングシステムズ：水性
塗料の２ブランドであるスタンドブルー、ク
ロマックスを展示した

アスナル：５社共同で出展。コーティング剤
から内装のインテリアリペアまで、様々な
ディテイリングサービスを提案

イトーパーツ：リビルトバンパーやクラッチ
カバー、ドライブシャフトなど多くのリビルト
パーツを展示した

イヤサカ：BSサミット事業共同組合員工場
に多くの導入事例があるイヤサカは、同組合
ブース内に各種 BP 機器を展示した

ウラワ産業：ドライブシャフトやラック&ピ
ニオン、電動パワステギヤなど、多岐に渡る
リビルトパーツを展示した

オルタライフ：メルセデス・ベンツ認定のス
ポット溶接機をメイン展示した

カーセブンディベロプメント：買取業務で
役立つ、タブレット端末を使った簡単査定シ
ステム（1 分で査定完了）を展示した
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誌上リポート

カーベル：新車「市場」から連想し、野菜や
果物を並べるなど、ユニークな内装で新車
市場と100 円レンタカーをアピールした

関西ペイント販売：本展示会に久々の出展。
好調の水性ベースコート「レタンWBエコ
EV」をメイン展示した

江洋ラヂエーター：社名が示す通り、ラジ
エーター優良新品等を展示した

トラストデント：「スクール」
「サービス」
「ラ
イセンス制度」という3つの柱でデントリペア
の普及に努めるトラストデント及び検査法人

サンフィットジャパン：工場併設型コンパク
トガソリンスタンドの構築ノウハウを提供す
る

Gスタイル：本誌でもおなじみの、Android
ベースで幅広い車種に対応するスキャンツー
ル「MaxiSys」をアピールする

ジャパンリビルト：エンジン関連、ミッショ
ン関連、ドライブシャフト関連、電装関連、
気化器関連などラインナップが豊富

スリーエムジャパン：乾燥ブースから研磨
剤に至るまで、大小様々なBP 関連商品を
展示した

創新：板金用補修剤「レイジウルトラ」と、
カーケア用の洗浄剤「スーパークリーナー」
「エンザイムプレスポット」を展示した

辰巳屋興業：20 周年を迎えたKTCの工具
ブランド、neprosなどをアピールした

東 京 タイヤ：「分 かりやすい」
「安 い」
「安
心」を武器にした、タイヤの新しい販売方法
を提案した

日本デントショップネットワーク：デントリ
ペアの実演を行うと共に、デントリペアス
クールも案内した

撥水道場：一度施工すれば５年以上効果が
持続するコーティング剤「ハイブリットコー
トZERO」などを展示した

ブロードリーフ：自動車部品の販売が円滑
に進むことを願って開設された新ウェブサイ
ト「部品 MAX」を初お披露目した

明治産業：ブースでは本誌連載でもおなじ
みの故障診断の重要性を実際にスキャン
ツールを使ってアピールした
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誌上リポート

IAAE2016 カンファレンス・プレゼンレポート
自動車補修部品ビジネスフォーラム

今後の自動車補修部品に関するパネルディスカッション
eコマースの台頭をはじめ、リサイ

た。参加したパネリストは一般社団法

社長 兼執行役員副社長の福田聖

クルパーツ誌上の変化など、様々な

人日本自動車部品工業会 補修部品

博氏の面々。まとめるには複雑なテー

要因が複雑に絡み合い、変容してい

用品委員会の武藤正弘委員長、全日

マであったが、
「たとえ部品の商流や

く自動車補修部品の流通に関する現

本自動車部品卸商協同組合の新戸部

クルマの運転が自動化されたとして

状とこれからを探る企画。日本国内の

八洲男理事長、リビルド工業会全国

も、地域のモビリティを支えていくこ

みならず、海外市場における自動車補

連合会の深澤広司会長、株式会社ブ

とに変わりはないことを忘れないで欲

修部品のビジネストレンドも考えなが

ロードリーフの大山堅司社長、そして

しい」と司会進行を務めた事務局の

ら各々の立場から今後の展望を語っ

日本郵便株式会社の代表取締役副

松永博司氏は締めた。

セミナー・出展者プレゼンテーション・塗装実演
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TMコーポレーション：
ロードサービスのみならず、整備や鈑金な
どすべての業務を24 時間体制でこなす工
場づくりを提案した

カーベル：
「繁盛店になる最後の切り札 車検＜社検
」と題して、限られた時間ながら熱いプレ
ゼンを行った伊藤一正社長

アスナル：
内外 装の美 化に役 立つ各 種サービス
「スマートリペアシステム」を、シートリペ
アの実演を交えてプレゼンした

サンフィットジャパン：
集客が期待できるガソリンスタンドを併設
することで、接客頻度、回帰率アップを図
ろうとプレゼンした

アクサルタコーティングシステムズ：
自社出展ブースと連動し、2ブランドの
水性塗料による塗装の実演を行った

関西ペイント販売：
「溶剤系塗料と変わらない作業性」とい
う看板に偽りなし！ の水性塗料による塗
装の実演を行った
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していますが、もう１人が営業に向いて
いると思い、作業は私が担当することに
なりました。
三好 なるほど、役割分担をされてい
るのですね。現在ホームページに掲載さ
れているブログを拝見しますと、実際の
作業風景も出ていますからね。こちらを
拝見しますと、地域柄が出ているのか高
級車が目立ちますが、法人客の方が多
いのですか。
吉森 当初は法人を攻めていく予定で
したが、ブログに高級車を掲載し始めて
から口コミで広がりました。現在は個人

隣の芝生は何色だ？ 特別編

のお客さまが割合的には多いです。しか
ホイールリペアショップ社長インタビュー前編

好きが高じて提供するサービスで
支持頂けるのは本当に嬉しい
吉森梨香

ヵ月間はほとんど仕事が取れませんでし
た。次第に予約も増えてきて、現在のよ
うなお客さまに恵まれるようになりまし
た。
三好 当初はやはり苦労されたのです

三好高史

東京都世田谷区の閑静な住宅街にある

し、軌道に乗るまでが大変で、最初の３

ね。吉森社長自身が作業されるというこ
吉森

私が加盟しているトータルリペア

とに、お客さまが驚かれることもあるの

Art Muse の吉森梨香代表は自ら現場に

の研修センターに半年間ほど通いまし

立つ職人であり、美装業界でも珍しい女

た。最初は塗料のふたを開けることも出

性社長です。創業は 5 年前と後発であり

来ないし、エアホースを取り付けるのも

良くも悪くもお客さまは興味を惹いてい

ながらも、順調に業績を伸ばしています。

大変でした。ですが、前職でネイリスト

ただけますし、リピーターとしても来てい

今回の「隣の芝生」は吉森社長と対談

をやっていたこともあり、面出しといった

ただけます。好きでやっているのが高じ

形式で進めていまいりたいと思います。

作業には慣れていたので、飲み込みは早

てお客さまからも支持いただけるのは本

本日はよろしくお願いします。早

かったと思います。創業するまでに掛か

当に嬉しいです。

速なのですが、何故この仕事を始めよう

った期間は半年で、最初はディーラーや

と考えたのですか？

車販店などに営業へ行きました。

三好

吉 森 よろしくお 願 いします。実 は、

ではないですか。
吉森 それに関しては狙い通りですね。

三好

素晴らしいですね。ところで、法

人客でもある自動車整備工場に対して、

三好 なるほど、きれいにするという点

ホイールリペアを始めるに当たり、アド

BS テレビでホイール修正を見て『おも

で共通することがありますからね。ビジ

バイスをいただければと思うのですが

しろい』と思ったのがきっかけです。

ネスチャンスと捉える点も素晴らしいと

……。

三好

失礼ですが、女性でしかも自分

思います。営業に関しても全くの異業種

で技術職として働くことに抵抗はなかっ

からだったと思いますが、こちらについ

たのですか。

てはいかがですか。

吉森 『こんなことが出来るんだ』とい

吉森

実は学生の頃に自動車整備業者

《後編へ続く》

株式会社 Art Muse
代表取締役

うのが大きかったので、抵抗はなかった

でアルバイトをした経験があり、車検ラ

です。それに、家族も応援してくれたこ

インなどを通したこともありました。そん

と、そして女性職人というのを誰もやっ

な経験もあってか、ディーラーなどへ行

所

ていなかったので、ビジネスチャンスだと

くのはそんなに苦ではありませんでした。

思って創業しました。

ですが、女性の営業マンということもあ

営業時間

三好 ホイールリペアの技術というの
は、どのように習得されたのですか。

ってか、風当たりは決してよくありません
でした。現在私を含めて２名で仕事を回

吉森梨香
電

在
話

定 休 日

東京都世田谷区砧 4-19-6
080-8426-0969
9:00 〜 19:00
不定休

車のホイール修理、車のシート補修

レザーシートクリーニング

家庭のクッション・ソファーなどの補修
車のコーティング、ヘッドライトリペア
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愛媛県伊予郡

福祉車両事業は絶好調！
自動車リサイクル業ならではの
フットワークの軽さを活かす
自動車業界の生き残る道
古くから中古 部 品 販 売に力を入れ、

年間 80 台以上の改造

株式会社 ヤツヅカ
愛媛県伊予郡松前町徳丸 233-4

ＴＥＬ ▶ 089-985-01 11
ＦＡＸ ▶ 089-960-30 2 0
ＵＲＬ ▶ www.yatsuzuka.jp
取付後、必要がなくなれば元々のシート
に戻せますし、片手でアクセル・ブレー

福祉車両は大別すると、２種類に分

キの操作ができる手動運転装置は、ス

地 域 密 着の経 営を進める㈱ヤツヅカ

かれる。
「介護式」― 高齢者等を介護

ポーツカーやミニバンにも取付できる汎

（八束正 代表取締役）は自動車リサイク

や送迎する車、「自操式」― 障害者自

用品のため、車の買い替え時に装置の

身が運転する車の２種類である。

付け替えも可能です。ヤツヅカでは、特

ル業が本業である。同社は 4 年前より
福祉車両の製造、部品販売に乗り出し

前者は、自動車メーカーから発売され

年々、業績を伸ばしている。自動車業界

ているが、限られた車種から選択するの

の中であっても福祉車両は専門性の高さ

が現状である。後者は、現在では自動

から、専門店と位置づける店舗が多い

車メーカーからほとんど発売されていな

（本誌１月号 坂出自動車など）。つまり、
ニッチな産業であるものの、確実にニー
ズがあるといえる。

看板でも福祉車両をアピール
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い。

に障害者の運転支援に力を入れているの
です」と語る北川部長。

喜ばれるサービスであり継続性の高い商材
前述の回転シートや運転補助装置は

「ヤツヅカではこのような自動車メーカ

技術認定が必要なため、施工販売に限

ーの手が行き届いてない部分に、オーダ

られるが、ヤツヅカでは、それ以外の福

ーメイドで対応しております。お客さまと

祉車両改造部品の販売を全国的に行っ

何度も対話を重ね、細かなニーズに対

ている。

応できるのが弊社の強みです」と福祉事

細かいものでは、ハンドル旋回グリッ

業部部長の北川陽三氏は語る。製品は

プや手すり、車いす固定ベルト、大きな

主にスウェーデン製を使用し、輸入代理

ものでは、補助ステップや後付け電動ス

店から販売権を得ている。しかも、技術

ライドドアキット、車いす用スロープや

認定を受けたスタッフが施工している。

車いす収納クレーンなどが代表的だ。同

「後付け回転シートは、一般の車両に

社が扱う福祉車両改造部品は汎用品の

株式会社 ヤツヅカ

元気印工場訪問

福祉車両事業は絶好調！ 自動車リサイクル業ならではのフットワークの軽さを活かす

前に倒すとアクセル、後ろがブレーキ

ハンドル、アクセル、ブレーキの仕組み

下部に補助ステップがある

ため、ほぼ全車種に取付可能だ。

左足アクセルキット。
裏で右アクセルとつながっている

補助ステップ稼働後

たいと考えています」と北川部長。

インフラの一つとして弊社を活用して頂

「物販では、特に電動補助ステップに

地域貢献としての側面も見せ、リピー

対して、法人の方々からの問い合わせが

ト率も高く、ニーズに対する満足度もそ

福祉車両という限られた商材ゆえに独

多いです。取り付けも 2 〜 3 日程度で

の専門性から高いことが伺える。継続性

自性が高く、他社がまねできない、客層

終了し、改造申請なども必要ありませ

の高い事業としてディーラーからの部品

が被らない、しかも喜ばれるという三方

ん。全国的にディーラーや販売店などに

発注頻度は高いという。

よしを福祉事業部でも展開するヤツヅカ

部品販売を行う傍らで、車両持込による
部品の取り付けを行っております。おか

きたいと思います」と北川部長。

の今後の予定は地元企業とのタイアップ

地域密着と社会の仕組みとしての事業

を狙う。

げさまで、4 年前から右肩上がりで、物

「病院などで使用される車両の提供や

ヤツヅカの事例は全国の自動車整備

販のみで年間 1,000 万円ほどの売上が

レンタカーなどといった、自社ではカバ

工場の発展を後押しする商材といえる。

出ております。幅広い商圏の方々と取引

ーしきれない客層に対して、福祉車両を

『福祉車両製作します』の一言で集客で

しておりますが、やはり認知度がまだま

訴求していく計画を今後考えています。

きる可能性を秘めた高ベース商材であ

だです。ローカルに攻めるにしても全国

地域になくてはならない病院や介護事業

る。部品販売に関しては下記まで。

的に部品を取り扱う業者を増やしていき

者など多くの企業との連携を取り、社会

お 客 様 第 一 主 義 ・ 地 方 密 着 ・ 三 方 よ し を 目 指 し ま す
車の買取やパーツ問い合わせ、お客様のニーズに合わせて誠意をもってお応え致します
電話・ファックスするなら

今でしょ！！！

カズイ
金太郎

雄星

株式会社

ヤツヅカ

TEL：089-985-0111
修先生

www.yatsuzuka.jp

人が集い部品が集う
愛媛県伊予郡松前町徳丸 233-4

FAX：089-960-3020

亀仙人

▶車買取 ▶リサイクルパーツ販売・買取
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コバック 導入店レポート

丸和自動車有限会社
コバック江津和木店
島根県江津市和木町501-12
TEL：0855−52−2359
FAX：0855−52−2042

島根県は国内でも商圏的に見て決して恵まれているとは言えない。そんな環境な

小商圏での出店は滑り出し好調

がらも、丸和自動車㈲（高田圭介代表取締役）は江津市和木町に店舗を構える。コ
バック店をオープンさせたのは今年の1月16日と直近である。
「以前より新規客を
増やしていきたいと考えていました。価格を下げて集客するという方法もあります
が、それでは収支が悪くなるだけです。以前、とあるチェーンを見学に行った際に自
社でプライベートブランドを創ることも出来ると考えましたが、集客、顧客対応、特
に教育の面に不安が残りました。そうした不安を抱えながら、昨年の９月にコバック
本部へ行きました。新規客の獲得プログラムや接客応対、社員教育制度などに惹か
れましたが、それ以上に『私たちの商品は満足感です』という社是に惹かれ、加盟を
決断しました」と高田圭介社長。決断から4 ヶ月というスピードオープンを果たした。

高田圭介社長

① 社員教育の徹底とＫＣ
（コバックコ
ンサルタント）によるロープレや利
益確保の方法など、密に相談出
来る点も魅力と語る

①

② オープンイベントでは２５０台を超
える車検予約を獲得するなど大好
評を博した（昨年度の４００台強
の車検台数に対して、約８か月分
を５日間で獲得）
。

②

③ 既存客や予約のない飛び込み客
への対応も今後の課題となると、
問題意識と現状把握も忘れない

③

社会に必要とされるために

④ 顧客対応の基本を忠実にこなす
ため、挨拶と笑顔を徹底して意識
する。

④
信を持って言えます。

ので、これからも新しいことにチャレ

地元社会に必要とされない企業は

ンジ すると共 に、目 下 は 車 検 台 数

「顧客満足度の向上のためには、社

いずれ淘汰されます。進化し、時代に

1,500 台を目標に邁進してまいりま

員満足度を上げることが重要だと考

対応しなくては生き残れません。何事

す」と高田社長。今後の目標を強く語

えています。コバック加盟後からスタ

も新しいことを始める際には臆病に

る。

ッフ達にも変化が現れており、お客様

なることもありますが、
『とにかくやっ

から必要とされる存在に近づけると自

てみること』が私の信条でもあります

コバック FC 事業では加盟店様同士の競合をしないシステムを採用しています。その為

地域で一社

のみしか加盟店募集しておりません。だからコバックは「地域一番店」
の実現 を支援出来るのです。

コバック フランチャイズ事業部
〒471-0064 愛知県豊田市梅坪町 8-4-11
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資料請求は

FAX：0565-35-2559

▶

0120-589-555 まで

EMAIL：info@kobacway.com
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株式会社エイ・ティ・エム
株式会社オートリサイクルナカシマ福岡
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整備工場における

故障診断整備

ススメ

の

オルタネーターの構造と診断方法
メカニックの中で苦手意識の高いの
が電気知識ですが、この故障診断整

▶ 3 相交流発電方式とオシロスコープ

▶ オルタネーターの点検診断方法

備のススメでも数回に亘って解説を行

通常、オルタネーターは1 回転、3

っています。
『覚えれば難しくない』と

ヶ所で発電していて、低回転から高回

オルタネーターの交換作業は当たり前

いう言葉を聞くことも多く、電気知識

転まで幅広く、そして効率よく作動す

のように行っていると思います。エア

を理解した上での整備はメカニックの

るようになっています。車の電気シス

フロメーターなども事例としてよく挙

枠を広げます。

テムは直流方式ですので、交流→直

がりますが、オルタネーターやバッテ

ということで、今回は電装品の要で

流に変換しなければなりません。その

リーを交換したのに直ぐにバッテリー

あるオルタネーターについて説明しま

役割を担っているのがダイオードで

が上がってしまった経験はありません

す。ところで、皆様はオルタネーター

す。120 度ずつずれて発電された交

か。もちろん不具合品をつかまされた

をダイナモや発電機と表現することは

流を全波整流で直流に変換していま

可能性もありますが、根本的な原因

ないでしょうか。確かに部品単体とし

す。また、オルタネーターは回転速度

は違うところにある可能性が高いで

て意味は通じるかもしれませんが、ダ

が上がる程、より大きな電力が得ら

す。こんなことにならないように日常

イナモは直流電気、オルタネーター

れますが、出力が上がりっ放しになる

的に、または車検時などにオルタネー

は交流電気で発電するようになってい

のを防止するためにIC 式のボルテー

ターの点検整備をすることをオススメ

ます。直流と交流の解説については割

ジレギュレーターが 14V 程度になる

します。

愛しますが、名称が違うということ

よう制御しています。この3 相交流の

まず、充電電圧を点検します。車

は、違うモノなのです。

波をリップルと呼びます。このリップル

両のエンジンを始動させ、最大電気

言うまでもなく、オルタネーターは

をオシロスコープで確認するのが点

負荷をかけて2500 回転時のオルタネ

バッテリーの充電と電装機器への電

検、診断に於いて重要な役割を持っ

ーターの出力電圧を測定します。オル

力供給を行う発電装置です。エンジ

てきます。このことからスキャンツール

タネーターのB 端子とバッテリーのプ

ンが低回転でも効率よく発電するよう

に加えてオシロスコープも持っている

ラスターミナルの電圧降下を測定しま

に作られています。

べきアイテムの一つと言えます。

す。次に充電電流を測定します。そし

12

せいび界

vol.603 APRIL 2016

バッテリー上がりや電圧不足など、

故障診断整備のページ

て電流クランプを使ってB 端子からの

励磁ダイオードの断線

充電電流（量）を測定します。この時
オルタネーターの最大出力はオルタネ
ーター本体に記載されています。最
後にオルタネーター本体の良否判断
をするために、オシロスコープを使っ
て波形分析をすると確実です。
▶ 間違ったオルタネーターの点検方法
タイミングベルトの緩みなどは別と
して、不具合が起きた際に、それぞ
れの部品に対して診断することが、漏
れのない点検整備と言えます。上記
の点検方法に基づいて点検するのが
通常ですが、よく整備現場ではサー
キットテスターを使って点検している
姿を見かけます。しかし、単純に出力
電圧だけのチェックでは成否判定は出
来ません。もちろん、様々な負荷をか
けた状態での確認も必要になってきま
す。だからこそ、オシロスコープでリッ
プルを確認することが重要なのです。
良好な波形と不良の波形は右図を参
照して頂ければと思います。
▶ 故障診断整備をする
ユーザーから故障があって交換する

ることが多く、夏場に至ってもシビア

響することを覚えておいて頂きたいと

のではなく、快適なカーライフを実現

コンディションになる以上、点検は必

思います。充電系統は個々の部品の

させることがメカニックの本来の姿で

要なのです。仮にオルタネーターが良

状態とバランスが大切なため、バッテ

す。今回のオルタネーターの点検にし

好であっても、電気を貯めておくバッ

リー、オルタネーター、電圧降下を、

ても、不具合が起きる前兆自体が少

テリーの能力が低下していたら、十分

テスターを使ってしっかりと測定する

なくなってきている昨今の車を鑑み

に電気を貯めることが出来ません。こ

必要があるのです。

て、適度な割合で実施して頂きたいと

の状態では、常にオルタネーターがフ

思います。特に冬場は電装品が壊れ

ルに働かなければならず、寿命に影

監 修：ボッシュ株式会社 長土居大介
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2016

2/21~5/20

クーラント リ・パワープレミアム

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

こんな風景
見たことありません

Car？

written by 臼井慶太
自動車事業本部
カーディーラーコンサルティング事業部 部長

ご相談・お問い合わせ

株式会社 リブ・コンサルティング：

▶

03-5220-2688

「100 年後の世界を良くする会社を増やす」ことを企業理念とし、現場主義・成果創出にこだわりを持った
総合経営コンサルティング会社。カーディーラーや中古車販売店、整備業などへの支援に強みを持つ。

気持ちをリセット 経験もリセット？

客さまが意見をひっくり返さなければ･･････」などと、
お客さまの「たら ・ れば」を考えても意味はない。

営業は切り替えが大事。
「終わってみれば、今月は2
台ショート。どうも最近ツキがない。土壇場での奥さま

「もしあの時、即日フォローしていたら･･････」

の反対に条件敗戦。意気込んだ店頭には長期客。いや

「奥さまにも試乗を勧めていれば･･････」

いや終わったことをクヨクヨしていても始まらない。スパ

「競合車種を調べて、比較できていれば･･････」

っと切り替えて、来月こそ達成だ！」
自分が主語の「たら ・ れば」で振り返るのだ。過
商談に敗戦はつきものである。受注確率 100%なん
て、あり得ない。未達や敗戦を引きずって、いつまでも

去やお客さまを変えることはできない。しかし、未来と
自分は変えられる。

暗い顔をしていたら、売れるものも売れなくなる。落ち
込む気持ち、悔やむ気持ちをしっかりとリセットし、明

正しい気持ちのリセットを！ 失敗や敗戦も、
よい経験。

るい笑顔で来月へ！
「次はこうしてみよう」
しかし、残念。明るい笑顔で臨んだ当月も、やっぱ
り結果は2 台のショート。そしてやっぱり思うのだ、
「ス

「ひょっとしたら、こうしたらもっと上手くいくかもしれな
い」

パっと切り替え、来月こそは！」
成功イメージを持つことができたら、リセット完了。
「何」をリセットしてますか？ 気持ちの切り替え、リ

本当の明るい気持ちで来月へ向かうことができる。

セットは大事。しかし、一緒に「経験」までもリセット
してはいけない。悔しい体験や嬉しい成功体験は、
「経

「よし、今月からは商談即日TELフォローだ！」

験値」として積み重ねなければならないのだ。
「経験値」

「奥さまには駐車場だけでも試乗車を体感していただく

までリセットしてしまうから、積み重ねがないから、毎
月、毎月、運頼みになってしまうのだ。
「たら ・ れば」で振り返ってみよう。
「経験値」の蓄
積は「たら ・ れば」で行う。もちろん、
「あの時、お

ぞ！」
「自動車雑誌で競合車種の研究だ！」
未来のワンアクションを変えてみよう。
「たら ・ れば」
で正しい気持ちのリセットを！
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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

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

ようになるのです。

なぜお客さまは価格を気にするのか

インターネットであなたの地域の車検整備工場を検
索してみると分かると思いますが、あなたの整備工場が

価格以外の判断基準を提示すること

ある地域では、溢れるほどのライバル工場が存在してい

インターネットを使って整備工場を探しているお客さ
まに話を聞くと、多くの人が「安いところ、近いところを

ます。しかもどこの整備工場も、似たり寄ったりの価格
体系とサービスで価格競争を行っています。

探している」と答えます。お客さまは、少しでも安い車検

お客さまは、同じような整備工場の中で「どの整備工

を探しているということになります。一方、実際に整備工

場を選べば良いのか？」が分からず、面倒くさくなって考

場に来てくださったお客さまに「なぜ、当工場を選んでく

えるのをやめてしまいます。そして、とりあえず車検価格

れたのですか？」と聞くと、
「安心そうだから」
「ちゃんと

の安そうな整備工場にお願いするのです。もし…あなた

整備してくれそうだと思ったから」という回答が多くなり

の整備工場だけが「整備工場の選択基準」をお客さま

ます。

に教えてあげることができれば、実は多くのお客さまが、

なぜ「安いところ」という判断基準で整備工場を探し
ているはずの人が「安心できそうだから」という理由で
整備工場を選択したのでしょうか。実は、お客さまが考
えている整備工場の真の選択基準というのは、
「安さ」

あなたの整備工場を選択してくれるようになるのです。
自分の整備工場の中でお客さまに自慢できることは何か？
「安心」
「安全」
「技術」
「経験」
「迅速」
「アフターフォ

ではなく「安心や安全」であるということなのです。しか

ロー」
「人柄」など、整備工場の選択基準は、価格以外

しお客さまは、真の選択基準がどういうものか分からな

に沢山あるはずです。
「あなたの整備工場を選ぶ理由」

いので、とりあえず「安ければ良い」という理由で整備

を明確にすることで、お客さまに価格以外の選択基準を

工場を探すことになってしまうのです。

提案できて、質の高いお客さまを増やすことができるよ

価値のよくわからない商品、どうでも良いサービスは、
安ければ安い方が良いに決まっています。ですから、１
円でも安いものを選択しようとします。一方、価値のあ
るものや安全性に関わるものは、価格以外の判断基準
で選択するはずです。お客さまは安い車検を求めている
と考えるのは実は誤りで、あなたが整備工場を選ぶ際の

うになるのです。
「整備工場のためのインターネット活用講座」
と検索

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
中古車販売店向けの「クルマが売れるホームページ」、整
備工場向けの「車検点検が取れるページ」、中古レンタ

判断基準を提案してあげることで、お客さまは「そうか、

カー会社向けの「レンタカー予約サイト」など、中古車店や

それならこの整備工場でお願いしよう」と考えてくれる

ンターネット販売のプロフェッショナル。

整備工場へ「成果の出るホームページ」を制作しているイ

部品お問い合わせは
早い対応が自慢の

ナプロまで

最新車種から旧車まで対応可能
高価買取
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注 目 の 商 品！

密閉型パーツ洗浄機トレント

作業効率、環境、光熱費アップの最新洗浄機
日本エヌ・シー・エイチ株式会社

自動車整備に於ける洗浄の意味合い
は大きい。仮に正常な部品であったと
しても、洗浄が不十分であった場合は
不具合を起こす可能性がある。リビル
ト品を交換した際に、すぐに異音など
が発生した経験はないだろうか。例え
ばクーラーサイクルの洗浄が不十分で
あったなど、交換部品以外の洗浄不足
も不具合の原因として考えられる。
『トレント400』は欧州圏で発売され
爆発的な人気を博した洗浄機である。

密閉型だからこその洗浄力

動画でも確認、トレントの洗浄力！

日本国内の代理店は日本エヌ・シー・

形状をご覧の通り、密閉型であるト

エイチ㈱が務めている。現在ではリビ

レントはハンドガンで洗浄する。高水圧

トの販売並びにレンタルを行っている。

ルトメーカーや自動車整備工場にトレン

で一気にパーツの汚れを飛ばすことが

設置、導入も同社スタッフが全力サポ

トを販売している。トレントの最大の魅

出来る。海外からの輸入品ではあるが、

ートを行う（国内の導入事例は次月号

力はなんといっても循環型の洗浄液で

日本国内のシビアな注文を受けカスタ

にて紹介）
。

環境に優しく、そして脅威の洗浄力を

マイズされている。水漏れの防止や窓

問題の洗浄力だが、動画で見て頂く

持っているところである。

の曇り改善など、メカニックの細かい注

のが分かり易い。インターネットで下記

文にも対応し、より使い勝手が良い。

のキーワードで検索して頂きたい。

部品を洗浄することは日常の整備、
点検で行われており、より効果的かつ

日本エヌ・シー・エイチでは、トレン

検索ワード

「トレント400・パーツ洗浄機」など

スピーディーに行い作業効率を上げて

左側はグリスが
付いている状態
で、右側が洗浄
後の状態

いくことが求められる。トレントの場合、
洗浄効果、洗浄時間を飛躍的に向上さ
ガンで一気に洗浄する

せることが出来る。

日本エヌ・シー・エイチ株式会社 東京都 千代田区 内神田 2-5-1 大手町ＮＳビル 2 階 TEL：03-5297-3105

新発売

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

PAPATT 測太郎
ぱ

ぱ

っ

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
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全国の有力自動車整備工場が集まり、自動車整備業の勝ち残り

MSC 経営戦略会議
第 109 回研究会
協 賛
㈱バンザイ、あいおいニッセイ同和損害保険㈱

策を研究、発表するMSC 経営戦略会議（山崎 太議長）は、去る
2月18日に、第 109 回研究会を開催した。
今回は、株式会社エイ・エル・ピーの代表取締役で、日本健康
心理学会認定の健康心理士でもある八尾稔啓（としひろ）氏を講
師に招き、「お客さんの心をわしづかみにする顧客購買心理学」と
いうテーマで講演を行った。

講

演

お客さんの心をわしづかみにする
顧客購買心理学

山崎 太議長
挨拶

株式会社エイ・エル・ピー
代表取締役

今日の出席者は大半が 2 代目、3 代

八尾 稔啓

（日本健康心理学会認定

氏

健康心理士）

目の経営者ということで、これから会
社を維持していくにはどうしたらいいだ

レービングファンという概念がありまして、一人だけ熱狂的なファン

ろうかと、ここに来る道中で考えてい

を作ると、例えばものすごい女性のファンを作ったら、顧客が驚くべ

ました。

きスピードで広がります。

やはり、本日の講演のテーマにもあ

また、障害を持ったドライバーは日本全国にたくさんいらっしゃいま

るように、先代社長はお客さんの心を

すが、中には車椅子に乗っていてもクルマを運転できる方もいらっしゃ

うまくつかんできたからこそ、今の私た

います。
この車椅子に乗っているけれどもクルマを運転できる方が 1 人、

ちがあるのではないかと思います。

レービングファンになったとします。同じ境遇の方に情報が伝達する

しかし、これからは人口も減ってい
きますので、お客さんをどのように獲

のに、伝わる時間は一ヶ月もかかりません。みんなネットワークで繋
がっていますから、あっという間に広がります。

得していくかが重要です。負け組に行

しかも、「あそこはサービスがよかった」ということで、場合によっ

くのは簡単です。逆に勝ち組に行くの

ては観光バスに乗って押し寄せるかもしれません。彼らは出かけたく

は大変ですが、MSCメンバーの皆さ

て仕方がないのですけれども、出かけられる所がなかったり、出かけ

んと共に切磋琢磨していければと考え

た先が不便だったりするから困っている、結果的に出かけられなくな

ております。

っている人が多いのです。
ですから、車椅子でも行ける観光地案内を作って、そこを回るバス
のメンテナンスをわが社で全部引き受けますとすれば、障害者の周り
には親も友達も全部付いているので、ビジネスとして成り立つと思い
ます。
聴覚障害の人、視覚障害の人は運転免許を持っていませんよね。
この方たちが誰と一緒に出かけるかと言えば、障害を持っていてもク
ルマを運転できる先ほどの方たちと出かけるのです。こうした方たちが
一人でもレービングファンになれば、瞬く間に情報が広がるのです。
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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

感動夢工場

けるメンテ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（間専逸会長）は、去る2月24日・25日に、第 15 回
引き続いて研究会が開かれ、佃モビリティ総研の佃 義夫代表を講

第 33 回研究会
第 15 回定時総会

師に招いて講演を行った。2日目は3Dプリンターが好評の㈱ムトー

協賛：株式会社バンザイ

定時総会ならびに第 33 回研究会を開催した。初日は、定時総会に

エンジニアリングの本社ショールームを見学した。

講

演

変貌する自動車産業の行方
髙間専逸会長
挨拶

〜自動車整備業の対応は〜
佃モビリティ総研
代

表

佃 義夫

氏

自動運転車が本当にしっかりと自動
で走って行くのか？ ということも気にな

21 世紀のテーマキーワードである「環境・エネルギー・安全」は

る一方で、整備業界には他にも人の問

不変で、さらにここに「情報」が加わってくると思います。基本的な問

題もあり、整備士になる人が、だんだ

題として、やはりガソリン、ディーゼルなどの化石燃料の枯渇化と代替
燃料への切り替えが大きなテーマになったのですけれども、最近では
枯渇についてはかなり時間がかかるという見方に変わってきています。
＜続きはWebで＞

ん少なくなってきています。ある団体で
は、専門学校と一緒に色々なことに取
り組んでいると言われておりますし、デ
ィーラーや都道府県からは補助金が出
て、整備士を育てようという取り組みが

ショップ見学

始まるようです。
しかしながら地方の整備工場では、

株式会社ムトーエンジニアリング

「○○の整備工場の検査員が引き抜か

MUTOH 本社ショールーム

れてディーラーに行ったぞ」といった話

3Dプリンター、設計製図機器、計測・制御機器などの環境対応

も聞くようになってきました。

製品を取り扱っている㈱ムトーエンジニアリング。今回は、渋谷区池

先般、ある講演で、
「昔のように給料

尻にあるMUTOHグループの総合ショールームである「MUTOHデ

が高いからといって人が集まる時代では

ザイニングギャラリー」を見学した。

＜続きはWebで＞

もうない、若い子は金だけでは動かな
い」と講師の方はおっしゃっていました。
これからはやはりCS＝顧客満足度だけ
ではなく、社員満足度そして企業満足
度といった3 者がしっかりと絡み合って
いかないと、企業も今までのような発展
はないと思います。

記事全文は Web で（閲覧無料） http://www.seibikai.co.jp/

せいび広報社

Click

カービジネス研究所
Carr Bussiness Laboratory

第９回 カービジネス経営研究会 開催！
全国に約 50 店舗を展開する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」（運営は株式会社カービジネス研究所：堀越勝格社長）。クルマを売りたい方と買いたい方を売
りたい方のクルマへの想いも含めて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。
また同社では同 FC から派生して、自動車業界専門の経営コンサルティング事業も手がけているが、
その一環として「カービジネス経営研究会」を主催している。本研究会は、高収益を長続きさせるた
めに強い経営体質の組織を実現したい、そのために自身が成長したい、あるいはそのきっかけが欲し
い経営者たちが参加する研究会である。
去る 2 月 16 日には第 9 回の研究会が新宿某所にて開催された。

独特な特別講演が今回の目玉
研究会は大別すると3つのパー
トに分かれる。1つ目は「経営セ
ミナー」
。今回のテーマは「人が
育つ組織の作り方〜良いチームを
つくるルールと心構え〜」
。
2つ目は「実 践 講 義」で、
「戦
略実行の実務③〜社員のモチベ
ーションを向上させる〜」が今回
のテーマ。休憩を挟んでの前後編
にも及ぶ長丁場の講演だった。
3つ 目 は「特 別 講 演」で、前

沖

回、前々回と外部から講師を招く
が、今回は講演内容が特別で、こ
り上げられることのない「組織力
を最大化する『社員総会』の行い
方」をテーマに講演を行った。
やはり特筆すべきは、3つ目の
社員総会についてで、一見すると
経営には直結しないテーマではあ
るが、会社全体のベクトルを合わ
せるためには不可欠な要素である
との観点から組み込まれた。
自動車販売業経営者様へ
〜高収益が長く、強い経営体質を作る要諦を学ぶ〜

堀越

取締役会長

という意味での特別講演であった
うした経営セミナーではあまり取

晋

汲川 剛

勝格

カービジネス事業部
マネージャー

代表取締役社長

① オリエンテーション
② 経営セミナー

「人が育つ組織の作り方〜良いチームをつくるルールと心構え〜」
株式会社カービジネス研究所

沖

晋（取締役会長）

③実 践 講 義

「戦略実行の実務③ 〜社員のモチベーションを向上させる〜」
株式会社カービジネス研究所

堀越勝格（代表取締役社長）

④ 特別セミナー

「組織力を最大化する『社員総会』の行い方」
株式会社カービジネス研究所

汲川 剛（カービジネス事業部 マネージャー）

■ スケジュール 年 4 回実施（２・５・８・11 月）
■ 開 催 時 間 10:30〜17:30

カービジネス研究所
Carr Bussiness Laboratory

※終了後、
懇親会あり
（実費負担）

■月

会

費 1 万円（税別）／人

■ 契 約 期 間 1 年間

※1 年経過後、
自動更新

■開
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地 新宿

カービジネス経営研究会のお問い合わせは

03-5577-4747
http://cb-lab.co.jp/

経営戦略 Data 2016
データ

予約申込書

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

FAX.
TEL

▶

03-5713-7603

03-5713-7607
EML

月刊整備界 カーメンテナンスマネジメント

経営戦略 Data2016
データ

▶ ポイント 1

▶

info@seibikai.co.jp

URL

先行予約特価

▶

www.seibikai.co.jp

※5月10日まで

2,000 円（税込）

定価 2,400円（税込）
／送料100円

自動車生産・販売データを細かく分析

従来より掲載していた自動車の生産・販売に関するデータをより細分化。
メーカー別、車種別ランキングやハイブリッド車、電気自動車などの都道府県別保有台数や人気車種の販売ラ
ンキングといった最新のトレンドデータまで、販売店だけでなく自動車に携わる企業が今知っておきたい生産・
販売動向を様々な角度から分析していきます。
▶ ポイント 2

継続検査台数（車検台数）も新年度版をいち早く掲載

過去 30 年間の調査実績を元に各都道府県の最新の継続検査台数を都道府県別に登録車、軽自動車共に網羅。ま
た、ユーザー車検の台数、都道府県別の伸び率、指定整備率、1 工場当たりの車検台数平均といった自動車整備
工場なら知っておきたい車検に関するデータをどこよりも詳しく掲載。自社の車検顧客獲得の指針にもなります。
▶ ポイント 3

アフターマーケット

チャネル別データと市場分析

カーディーラー、自動車整備工場、鈑金塗装工場、ガソリンスタンド等の各チャネル別のマーケット分析をよ
り細分化。アフターサービスの内容別売上比較（車検、一般整備、鈑金塗装、保険販売、カー用品販売 etc）といっ
たマーケット動向を調査し、カーオーナーが今、どれ位の自分の車にお金を掛けているのか？ を計り、潜在需要
の可能性を探る参考にも活用できます。
▶ ポイント 4

注目の自動車静脈産業のデータや市場分析も掲載

近年、急成長を遂げている自動車リサイクル産業の最新データを掲載。リサイクルシステムの運用状況から、
廃車台数、解体者数、破砕業者の輸出台数をはじめリサイクル部品の市場予測を新たに追加。最新企業紹介や新
たなビジネス展開を図る自動車リサイクル業の現状などの情報も誌面に掲載（弊社月刊自動車リサイクルと連
動）
。最新の自動車リサイクル事情が分かります。
▶ ポイント 5

全国市区郡別自動車台数・整備工場数を網羅

本誌オリジナル

20 年以上に亘り、全国の整備工場をデータベース化してきた、せいび広報社だからできる全国市区郡別自動車
台数・整備工場データを巻末に掲載。整備工場にとっては、自社の商圏分析をはじめ、あらゆる経営戦略の元と
なるデータであることはもちろんの事、関連業界にとっても様々な分野で活用できるベース情報が満載 ! この情
報を活用して地域 1 番店を目指しましょう！

申込者情報

申 込 日

会社 名

電

部署 名

ＦＡＸ

氏

名

部

住

所

e-ma il

年

月

日

話

数

冊

〒□□□−□□□□
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。

送付先ファックス番号 ▶ 03-5713-7607

モーター代理店BCと創る保険販売体制づくり
あいおいニッセイ同和損害保険㈱（以下、
AD 社）は、モーター代理店ビジネスコン
サルタント（以下、BC）と呼ばれるスタッ
フによるモーター代理店の保険販売体制構
築の支援を行っている。今回は、上記 BC
支援を導入している株式会社アマギ（神奈
川県相模原市）を紹介する。

株式会社アマギ（小川一弘社長）

ダイハツ販売店外観

け100% 実行を目指し、本格的な保

は、相模原市・八王子市・伊東市で

険販売体制構築を開始。今回は、同

トラック整備を主軸に車検のコバッ

社の「保険販売体制づくり」の取り

ク、鈑金のモードーリー、ダイハツ販

組みについて紹介する。

売店を展開している。小川社長は、
今後の自整業における自動車保険販
売は単なる収益の一つの柱であるだ

■ 本部首脳部・店舗マネージャー
への研修

■ モーター TC 長による
店舗スタッフ研修
店舗スタッフの保険販売スキル強
化も同時並行で実施。店舗スタッフ
の研修は、モーター TC（トレーニン
グセンター）長というAD 社のモータ

けではなく、本業の成長に欠かせな

本部首脳部・店舗マネージャーへ

いものとして重要視しており、自動車

の保険研修を定期的に実施。保険販

1000 本ノック話法を中心とした自動

保険販売体制強化のため、2014 年

売を強化することを考えた時、どうし

車保険販売スキル研修を徹底的に行

10月よりAD 社の代理店 BCを導入

ても店舗スタッフへの研修強化だけに

っている。

した。

目が行きがちだが、会社全体としての

当面の目標として自動車保険付保

保険販売体制を確立するためには、

率目標を車検総顧客の3%、販売顧

トップ層の意識改革と指導力強化が

客については30%と設定。左記目標

不可欠である。

達成のため、まずはお客様への声掛

ー 代 理 店 研 修 専 任 講 師 が 担 当し、

■ 保険が売れる店づくり
保険販売強化のためには、店舗ス
タッフの保険販売スキル強化はもとよ
り、店舗スタッフが保険販売のしやす
いお店づくりも重要である。同社は、
AD 社の “保険の売れるお店づくり”
ツールを活用し、コバック店について
は「ワンストップサービス」
（お客様
が万が一事故に遭われた時、事故受
付・事故車搬送・修理・保険手続き
などの諸々の手続きが、保険代理店
である自動車修理工場への連絡だけ
で完結する仕組み）のツールをベー
スとしたお店づくりを実施。
店舗スタッフがお客様に対し、自然

コバック店お店づくり①
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に保険の声掛けのできるお店を目指
した。「ダイハツ販売店」では、
「あん

モーター代理店 BC と創る
保険販売体制づくり

しんカフェ」
（AD 社の保険販売コー
ナー作成支援ツール）を活用してお
店づくりを実施。お客様が自動車保
険の相談を気軽にできるようなお店を
目指した。このような保険販売を行う
のに適した環境を整備するといった視
点からも改善を図っている。
■ 取組の検証と改善を繰り返す
定期的に担当BCである杉浦氏が
同社を訪問。前月に「やる」と決め

コバック店お店づくり②

たことができたかどうか？振り返りに
よる問題の洗い出しと改善策について
同社首脳部・杉浦氏が徹底的に議論

■ 自動車保険新規増収率＋85％！

担当BCの杉浦氏は同社の自動車
保険販売はまだまだ伸びると話す。

し、新たな改善策を実行。この一連

同社の上記取組の成果の一つの指

のプロセスを繰り返し、保険販売体

標ともいえる「自動車保険新規契約」

販売体制づくり」の取り組みは当面

制づくりを行ってきた。

の増収率は前年比 +85%。

継続していく方針だ。

代理店 BCとタッグを組んだ「保険

せいび界
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内海正人

日本中央社会保険労務士事務所

代表／株式会社日本中央会計事務所

社会保険労務士 内海正人の

取締役

労 務 相 談 室

（KK ベストセラーズ 2012）／管理職になる人がしっておくべきこと ( 講談社 +α文庫 2012）
主な著書 ： “結果を出している”上司が密かにやっていること
（クロスメディア・パブリッシング 2011）
／今すぐ売上・利益を上げる、
上司のやってはいけない！
上手な人の採り方・辞めさせ方！ （クロスメディア・パブリッシング 2010）

労務のご相談は

▶

www.roumu55.com

質

QUESTION

・ 発症前 2〜6か月の間に渡って、1か月当たり約 80

問

裁判における長時間残業の判断基準とは？

時間を超える残業を行った場合
精神疾患の場合

ライバル他店が閉店したおかげで、当社への入庫が
増えている。嬉しい反面、そう簡単に人は増やせないた
め、社員の残業時間が増えている。特に整備士には負
担がかかっており、
「残業代も多めにもらわないと割に
合わない」と言われてしまった。長時間残業の判断基準

(うつ病等のメンタル系の病気 )

・ 発病前 1か月の間に約 160 時間を超える残業を行っ
た場合
・ 発病前 3 週間の間に約 120 時間を超える残業を行っ
た場合
・ 発病前連続した2か月の間に平均約 120 時間を超え

があれば教えていただきたい。

る残業を行った場合

回

ANSWER

・ 発病前連続した3か月の間に平均約 100 時間を超え

答

る残業を行った場合

長時間労働、特に過重な残業時間については、会社
にとって労災のリスクや安全配慮義務違反のリスクが潜

ここで問題となるのが、
「残業時間のカウント」につい

在的に潜んでいます。
「当社は、残業代は支払っている

てです。労働基準監督署の調査などでは、タイムカード

ので問題ありません」と話される社長さんもいらっしゃ

等の時間が労働時間とみなされてしまいがちですが、裁

いますが、払っていれば問題ないというものではありま

判などでは異なる見解も出ています。

せん。残業代の支払いと同じぐらい、または、それ以上

労働時間は「会社の指揮、命令下に置かれた時間」

に「残業の時間数」が問題となる場合も多いのです。本

となっていますが、
「この範囲がはっきりしない」とのご

連載でも様々な裁判例を挙げて、リスクの解説をしてき

質問が多いのも事実です。

ましたが、まずは労災認定の基準を確認してみましょ
う。

特に、労災の認定基準は「残業代の請求よりも厳し
い判断が出ている」のも事実なのです。これに関する裁
判があります。

心疾患の場合

＜Webに続く＞

（心筋梗塞、脳卒中などの心臓、血管等の病気）

・ 発症前１か月の間に約 100 時間を超える残業を行っ
た場合

修 理 代を
そんな時は
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安くしたい!

廃車不要車を 買ってほしい!
高年式中年式の
現車も多数在庫

部品

日 月 火 水 木 金 土

多数
在庫

○
○
○
○
○

日曜日も
営業中！

ステンレスパイプマフラー

高品質なSUS304ステンレス&TIG溶接！
商品ラインアップ
GRX125･マークＸ

（17410-31440）

GRS181/GRS183･クラウン

（17410-31420/17410-31510）

GRS201/GRS203･クラウン

（17410-31781/17410-31791）

ZNE14G･ウィッシュ

（17420-22081）

ZZE124/NZE124･カローラ系

（17420-21120/17420-22070）

雪の多い地域でも純正と同じ品質の
錆びないステンレス製のマフラーを制作

輸入車や大型トラック等のマフラーもリビルト＆制作致します！ ぜひご相談下さい

株式会社

共伸商会

新潟県新潟市北区樋ノ入1389-3

TEL: 025-386-1555

せいび界
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4

FAX.

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

読者アンケート（プレゼント応募用）
応募方法

をご記入の上、FAX にてご応募下さい。
◆ プレゼントする商品
IAAE 会場で見つけた気になるグッズ

◆ ３月に開催した展示会、IAAE2016 には行き

03-5713-7603

締

▶

info@seibikai.co.jp

URL

▶

www.seibikai.co.jp

2016 年 4 月 30 日（土） ※当日到着分まで有効

切

◆ 今後、掲載して欲しい記事は？
（複数回答可）

◎ 今月の特集・注目記事

□

自動車関連の行政情報

□

IAAE2016

□

最新の電子整備情報（スキャンツール等）

□

元気印工場訪問

新規顧客開拓について

□

□

MSC経営戦略会議

□

感動夢工場
第15回定時総会・第33回研究会

□

整備工場経営全般に関する情報

□

車体整備に関する情報

□

第9回 カービジネス経営研究会

□

異業種のコラム

□

グッドワン活用事例in沖縄

□

生活のお役立ち情報

□

4 コマ・マンガなど

□

その他

（複数回答可）

㈱ヤツヅカ
第109回研究会

ましたか？行かれた方は、その感想を、行かれ

◎ 連載記事

なかった方は、その理由をお書きください。

□

コバック導入店レポート

□

整備工場における故障診断整備のススメ

□

こんな風景見たことありません Car ？

□

隣の芝生は何色だ？特別編

□

整備工場のためのインターネット活用講座

□

モーター代理店BCと創る保険販売体制づくり

□

内海正人先生の労務相談室

□

注目の商品

□

読者プレゼント

［

］

◆ ご意見、ご感想をお寄せ下さい。

申込者情報

申 込 日

会社 名

電

部署 名

ＦＡＸ

氏

名

年

住

所

年

月

日

話

齢

歳

〒□□□−□□□□
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。

e -m a il

取り扱いパーツ

リサイクルパーツをお探しなら

エンジン
トランスミッション
噴射ポンプ
ターボチャージャー
セルモーター
ラック＆ピニオン
オルタネーター

全国ネットワークから欲しい部品を素早く検索！
見積り無料 全国発送
社会に貢献するリサイクル業

株式会社

福島リパーツ

〒963-0102 福島県郡山市安積町笹川字北向 72

26

EML

◆ 今月号の中で、興味深かった記事は？

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

▶

03-5713-7607

せいび界
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お気軽にお問い合わせください。

024-946-1180
info@f-reparts.co.jp

ドライブシャフト
ラジエター
ACコンプレッサー
コンデンサー
バンパー
マフラー
足回りパーツ

廃車買い取りサービス

ライト
ドアミラー
シート
グリル
ドア
オーディオ
ボンネット

トランク
メーター
フェンダー
スポイラー
タイヤ
ガラス
テールランプ

査定
無料

廃車、
事故車買い取ります！！

サービス・取り扱いパーツの詳細は

詳しくは WEB をご覧下さい

w ww.f-reparts.co.j p
送付先ファックス番号 ▶ 03-5713-7607

読者プレゼント

応募締切 2016 年 4 月 30 日（土）※当日到着分まで有効
26 ページのアンケートにお答えの上、FAX にて応募ください。

3 名様

Present

編

集

部

「IAAE で見つけた気になるグッズ福袋」
本号でも誌上レポートをしている、第 14 回国際オート

アフターマーケットEXPO2016の会場で見つけた気にな

るグッズたちを福袋にして3 名様にプレゼント！何が当た
るかはお楽しみに。

» 株式会社せいび広報社
TEL：03-5713-7603 http://www.seibikai.co.jp/

撥水の

一度施工すれば、5 年以上効果が持続するプラ

継
続
力

る
け
続
し
水
撥
、
た
今までになかっ
グ
ン
ィ
テ
ー
コ
ー
ィ
ボデ
ズマコーティング。撥水性に優れ、深みのあるツヤ
と輝きが出る。洗車時の摩擦で撥水力が甦り、長
期間撥水効果が持続（実車テストで 5 年以上持続
実績あり）
。１液性で乾燥時間も必要なく、簡単に
手塗りができ、初めてでも施工ムラが発生せず、安
心して使用できる。キットには、初回施工時に便利
な下処理用品や保証書も付属（カローラクラス 4
台分）
。ホームページよりサンプル請求ができる。

撥 水 道 場 TEL 075-681-7868
京都市南区吉祥院稲葉町８

www.hybridcoat-zero.com

ZERO
せいび界
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good one

株式会社グッドワン

グッドワン活用事例
in 沖縄 ▶▶▶

整備、車販をホームセンター内で！
抜群の集客力を最大限に活用！

県下最大級のホームセンター内に
総合整備業を併設
沖縄県浦添市にある㈱松川オート（松

備以外のメニューの充実が固定客創造に
「整備や車検だけで儲かりませんし、生

構える。防錆加工専門店を創業時に運営

き残ることは難しいです。広告や看板とい

しており、その後鈑金、整備、車販と事業を

った投資を続ければ集客は出来るかも知

広げていった。
トヨタ特約店としてトヨタ車

れませんが、最終的な利益が残りません。

を扱う傍らで、新規事業にも意欲的に取り

既存客や新規も含めて固定客になってい

組んでいる。

ただかなければ未来はありません」と松川
社長。

ー）内で整備工場と車販店を行っておりま

本土と違い、他府県への進出は沖縄で

す。
集客力は通常の整備工場の比ではあり

は難しい。
自社商圏内でいかに集客し、そ

ませんので、連日ＴＯＢといった商材から

して固定客を掴むかが重要になる。
当然、

車検まで扱っており、月間 30 台ほどの車

本土であっても同じことが言える。
ＦＣ加

両販売を行っております。本社から近い位

盟や車販の強化などで自社を強化する方

置にあるので、社員の大幅な異動も必要な

法があるが、どうしてもコストが掛かってし

く、どちらかが忙しければ駆けつけられる

まう。
グッドワンの商材であれば、低コスト

という利点もあります」と松川社長。
ホーム

で最大限の威力を発揮するものを取り揃

センターという利点を活用し、集客そして

えている。松川オートではグッドワンの商

顧客対応を磨く。
本社では年間 2,500 台

材を最大限に使い切っている。

ほどの車検台数をこなしていたこともあり、
地域での知名度も高いことが伺える。

新しいモノを増やす
そんな松川オートはグッドワンの商材に
今後の活路を見出している。
その一つは室
内洗浄の『みるみる新車君』だ。
室内洗浄

せいび界
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車検の１１０番をアピール

役立っている。

川直樹 社長）は県下に 5 店舗の拠点を

「３年前からメイクマン（ホームセンタ

28

やボディーコーティング、消臭といった整

県下最大のホームセンターに車検の看板

駐車場内に案内がある

株式会社 松川オート
沖縄県浦添市仲西 3-12-2
TEL：098-877-3181

販売も駐車場内で行っている

資料請求、お問い合わせは…

株式会社 グッドワン本社
福岡県福岡市博多区東那珂 3-6-32

) 092-472-9100

FAX：092-451-9100

good one

株式会社グッドワン

グッドワン活用事例
in 沖縄 ▶▶▶

水性塗料県内最速導入！
水性塗料鈑金で活路を見出す！

全てやるのが本来整備工場の姿！
トータルで接するサービスを目指す

性（溶剤系）を使って塗装を行っており
ます。特に問題はありませんが、環境保

米軍基地の移設で候補地に挙がってい

全という意味では水性のメリットは魅力的

る沖縄県名護市に㈱北部自動車工業（大

です。しかしながら、乾燥の面や金額の

兼久康史社長）はある。昭和 48 年に創

面など問題、そもそも鈑金塗装受注スキ

業し、車販や整備、保険はもちろんレッ

ームにも問題を感じていました」と大兼久

カー、鈑金塗装といった総合的なサービ

社長は語る。

スを実施している。平成元年の発足と同

そんな同社がグッドワンのキズ・ヘコミ

時にマツダオートザムを掲げ、21 年には

の110 番そして塗料メーカーと協力して

車検の速太郎へ加盟し、車検台数を2 倍

開発した新水性塗料を、沖縄県で初導入

以上の2,800 台へと増加させた。

した。グッドワンのキズ・ヘコミの110 番

「付加価値のあるサービスを実施してい

は価格体系の確立された仕組みであり、

かなくては今後、生き残ることは出来ませ

知識のないフロントでも鈑金受注へ繋ぐこ

ん。5 年、10 年後のお客さまから見て自

とが出来るスキームである。同時に水性

社はどうなっているべきかを考えた時に、

塗料も低価格帯で導入でき、更なる付加

必要なものは会社によって様々です。我々

価値を創造出来ることもあり、期待に胸

は付加価値のあるトータルサービスを追

を膨らませる大兼久社長であった。

グッドワンの商材をアピールする

明るく清潔感のある社内

勉強会も行い事業拡大を全体で取り組む

求していきます。その実現には社員の仕
事のやり易さが非常に重要であると考えま
す」と大兼久康史社長。
社員満足という土台の上に成り立つ顧
客満足は最早当然の取組課題といえる。
職場環境改善は企業の責務である。

水性塗料の活用と
鈑金受注スキームの構築
「今後の職場環境改善の一つに水性塗
料の活用があります。現在、鈑金では油

マツダオートザム北部

株式会社北部自動車工業
沖縄県名護市字宇茂佐 1607 番地
TEL：0980-52-0393
FAX：0980-52-6860

創業後に書かれたメッセージ

資料請求、お問い合わせは…

株式会社 グッドワン本社
福岡県福岡市博多区東那珂 3-6-32

) 092-472-9100

FAX：092-451-9100
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お買い得クーポン
クーポンの有効期限は
平成 28 年 4 月 30 日までとなります。
１社様１回限りの利用になります。

サンケイ商会

リサイクルパーツ・リビルドパーツ・廃車買取

リサイクルパーツのお問い合わせは

) 0197-44-3531（本社）
) 019-632-1336（盛岡）
) 0178-80-7660（青森）

環境 ISO14001 認証取得
品質 ISO9001 認証取得

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

旭川市シンボルキャラクター

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

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

N

PO

CU

自然にやさしく、地域に優しく、人にやさしく

株式会社 アイエス総合
▶ 宮城県登米市迫町佐沼字散田56-1

N

PO

0166 - 49 - 2020
www.ngp.gr.jp/k101

廃車引き取り1台につきカップラーメンプレゼント

｜ リサイクルパーツ販売／廃車 ｜

CU

0120 - 16 - 6969

0220 - 21 - 5153
0220 - 22 - 2532
www.is-sogo.com

新規のお客様に粗品を進呈（車両買取、部品販売）

｜ リサイクルパーツ・リビルドパーツ・廃車買取 ｜
株式会社

サンケイ商会

▶ 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根中荒巻21-1

N

PO

CU

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

0120 - 41 - 4543
www.sankei-s.com

廃車買取1,000円アップ

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

CU

岩手県内全域引取り可能
引取りは岩手県内に限ります

リサイクルパーツの新時代へ

0120 - 727 - 969
0234 - 43 - 1275
www.nagata-p.co.jp

特製LEDペンライト1本進呈！！

部品お問い合わせは
早い対応が自慢の

ナプロまで

最新車種から旧車まで対応可能

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜
ワクワクくるくるリサイクル

株式会社

ナプロアース

▶ 福島県伊達市梁川町やながわ工業団地63-1

N

PO

CU

30

サービス・取り扱いパーツの詳細は

024 - 573 - 8091
024 - 573 - 8092
naproearth.co.jp

廃車引き取り１台につき心ばかりの粗品プレゼント
せいび界
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｜ 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

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

お買い得クーポン

｜ リサイクルパーツ販売 ｜

0263 - 40 - 2100

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

0263 - 40 - 2230
www.artparts.net

▶ 長野県松本市島立1132-21

N

PO

CU

クーポンの有効期限は平成 28 年 4 月 30 日までとなります。１社様１回限りの利用になります。

ビスカスカップリング500円引き

｜ リサイクルパーツ販売 ｜

03 - 3736 - 0431

車の社会環境を考える

株式会社

ユピック

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

▶ 東京都大田区西蒲田6-36-11西蒲田NSビル5F

N

PO

CU

リビルトオルタネーター500円引き

京都
株式会社

ラ・テール

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／リビルドパーツ販売・廃車買取
お気軽にお問い合わせ下さい

TEL

075-681-3431

FAX 075-692-2090
URL www.la-terre.jp
EML info@la-terre.jp

ご希望の部品を探します
全国のグループ店から高品質な
中古部品を取り寄せ可能です。

La terre co., ltd.
▶

｜ リサイクルパーツ販売／廃車 ｜
株式会社

紀南パーツ

0739 - 84 - 2233
www.ngp.gr.jp/k707

▶ 和歌山県日高郡みなべ町山内５６

N

PO

京都府京都市南区上鳥羽南苗代町5-1

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

CU

廃車引き取り1台につき心ばかりの粗品を進呈
全国ネットでリサイクルパーツをお届けいたします。

株式会社

桃太郎部品

リサイクルパーツ販売

リビルドエンジン・軽自動車エンジンを主に多数品揃え

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

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！

株式会社

多田自動車商会

0794 - 89 - 2019
www.118-2.com

▶ 兵庫県神戸市西区神出町田井266-1

N

PO

CU

廃車引き取り１台につき心ばかりの粗品プレゼント

予約受
付中！

自動車アフターマーケット

業界人の必携書

経営戦略データ 2016

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

予約特価
※5 月 10 日まで

2,000 円

どんな車でも買い取り

車の買い取りやリサイクルパーツの販売を通じた循環型社会の構築を目標としています。

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

086 - 241 - 5678

リサイクルパーツ全品保証付で安心。

株式会社

桃太郎部品

086 - 246 - 2322
www.momo-parts.jp

▶ 岡山県岡山市北区今保577

N

PO

CU

廃車１台につき農薬不使用 天晴桃太郎パパイヤ茶 進呈

簡単

簡単

マイナンバー

マイナンバー

自動車整備業

これだけやれば大丈夫

監 修：税理
士

対応すべきこ

笹川朝子

と

自動車整備業・中小企業が対応すべきこと

t!

poin
・必要最小限の対策方法を掲載
・今やるべきことをチェックできる
・制度についてわかりやすく解説

簡単解説

マイナンバー
制度は知らな
かったでは済
もしもナンバ
まされません
ーを流出させ
！
てしまったら
運用にあたっ
？
ての注意点・
必要最低限の
ならないこと
やらなければ
を簡単解説。
担当者必読の
一冊

（税込み）

定価 2,400 円（本体 2,222 円）／ B5 版／ 120 ページ（予定）

これだけやれ
ば大丈夫

・中小企業が

監修：税理士 笹川朝子
ワールドビジネスサテライトに出演するなど、マイナンバー制度

＜収録内容＞
※弊社独自調査
のデータ

Ⅰ章
Ⅱ章
Ⅲ章
Ⅳ章
Ⅴ章

変化するメンテナンス産業
県別継続検査台数実績
ユーザー車検件数と伸び率
自動車のストック＜保有台数＞
自動車のフロー＜生産・販売台数＞

Ⅵ章
Ⅶ章
Ⅷ章
Ⅸ章
Ⅹ章

自動車ユーザーの使用状況
メンテナンス・マーケット
メンテナンス・事業者の推移
分解整備事業者の経営実態
全国市区郡別自動車台数・整備工場数※

にいち早く取り組み、その活動に各メディアが注目する税理士！

A５版／本文約 30 頁

価格：

300 円／ 1 冊

（税込・送料別）
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お買い得クーポン

クーポンの有効期限は平成 28 年 4 月 30 日までとなります。１社様１回限りの利用になります。

エンジン 1 年保証／その他の機能部品も保証付きです

レンタカー

部品注文は専門スタッフが敏速に対応します。

軽四やワンボックスなど
格安にてお貸しします！ 不動車・中古車買取りします。見積もり無料

｜リサイクルパーツ販売／車買取／レンタカー ｜
リサイクル部品で地域社会に貢献

有限会社 マスターズ

▶ 愛媛県松山市中野町甲923番地

N

PO

CU

089 - 960 - 8382
089 - 960 - 8386
masters-coltd.com

レンタカーを利用していただいた方に
５００円食事券１枚から進呈

北九州・苅田・行橋地区
廃車買取／リサイクルパーツ販売

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜
確かな技術で高品質なリサイクルパーツを提供

株式会社 エイ・ティ・エム

▶ 福岡県京都郡苅田町鳥越町1-50

N

O
UP

C
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有限会社

093 - 751 - 4182

尼岡産業

▶ 福岡県北九州市若松区響町1-62-19

N

PO

CU

093 - 435 - 2078
www.parts-atm.com

www.amaoka.net

PC クリヤー
ヘッドライト専用 環境配慮型特殊塗料
Durability

約2〜3年

徹底的にこだわり、実現したのはその耐久性。

093 - 435 - 2082

093 - 751 - 8484

PCクリヤー500円引きで販売

① 耐久性

廃車買取1台につき焼酎1本プレゼント

せいび界

｜ リサイクルパーツ販売 ｜
「３つのＲ」で環境社会に貢献します

② 経 済 的 作業時間

Low cost

約45分

ヘッドライト交換ではなく、PC クリヤーの施工で

一度の施工で約 2 〜 3 年の脅威の耐久性を実

コストを大幅に削減できます。作業時間も短時

③ 安全性

④ 環境配慮

※注
現しました。ぜひ一度体感してください。

Safety

照度アップ

夜間や暗所での運転において、施工前との差が、
大きな違いとなって現れます。照度が大幅にアッ

プし、ドライバーの安全に大きく貢献します。

間です。もちろん、価格設定にもこだわりました。

Ecology

VOC 削減

環境への優しさにこだわりました。開発に当た

り、人や地球環境に十分配慮した材料を使用し
た製品を長期間試行錯誤し、完成させました。

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

廃車受入

オリジナルバッテリー

まかせて安心
株式会社テクニカルクリーン

〒689-3524 鳥取県米子市石州府 732-92
TEL.0859-27-5388 FAX.0859-39-3691

廃車の買取り、部品販売の
ご用命はテクニカルクリーンまで！

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。

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

インパクトのある看板 を 導入 して一緒 に 勝 ち残 りませんか？
110 番は日本人に安心感を与え
る数字です。低投資でインパクト
のある看板を導入して車検入庫が
増えているお店…増えています！

問い合わせ先

株式会社

みるみる新車君 Ⓡ
ナチュラルソープ

100%

クリーニング専科

グッドワン本社 TEL 092-472-9100（代表） FAX 092-451-9100
せいび界
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NEEDS.1

NEEDS.2

NEEDS.3

塗装ブースの配置、エアの配置、
塗料の倉庫の場所が決まらない。

ブースの広さ、エアの設置数最適
な広さや数が全く分からない。

実際に使った時に使いにくかった
らどうしよう。相談相手がいない。

ANSWER

ANSWER

ANSWER

工場のレイアウト決定

機材購入サポート

アフターフォローの徹底

御社に伺いヒアリングをして、御
社が考えている使用用途に応じ
て御社にマッチした工場レイアウ
トを決定。

御社が考えている使用用途に応
じて、最適な機材の数、機材のス
ペックをアドバイスさせていただ
きます。

実際に工場が完成してから1ヶ月
後に電話させていただき、現状を
確認させていただきます。

設備最適化コンサルティング
報告書付き

定価

100,000 円

※当社で10万円以上の設備機材をご購入していただければ、上記の料金は無料
とさせていただきます。

お気軽にお問い合わせください。

048-449-6570
Website :

http://altlife.jp

株式会社オルタライフ
〒335-0034 埼玉県戸田市笹目 8-15-1

TEL 048-449-6570（代表） FAX 048-421-3266
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