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「自分にはクルマしかない」
の一念が岩をも通す

　栃木県南部の、ラーメンや厄除け大師
で有名な佐野市に工場を構えるのが、今
回おじゃました㈲アライオート（新井一幸
社長）である。
　新井一幸社長は某商用車ディーラーで
約10年、整備士を務めた後、今後の進路
を見つめ直す機会を得たが、改めて「自分
にはクルマしかない」と気づき、同社を立
ち上げたという経緯がある。
　「私がいた工場は当時、他の拠点からク
ルマが回ってくる集約型の工場だったの
で、扱う台数が膨大でした。とにかくこな
すだけで精一杯だったので、10年という
節目もあって一旦区切りをつけてみようと
思ったのです。自問自答の日々の中、自動
車整備とは全く違うことをやってみようと考
えたこともありましたが、『やはり自分には
クルマしかない』との結論に至り、どうせや
るなら早い方がいいということで今の会社
を立ち上げました」と新井社長は平成9年
の創業当時を振り返る。
　元々独立志向はなかったという新井社
長だけに、この業界にかける思いの強さを
感じさせるエピソードである。

なぜか事務所内には無数のカレンダー

　同社で一際目を引いたのが事務所内に
無数（というと大げさか？）のカレンダーが
掛けてあることである。なぜこうなのかを新
井社長に問えば、「すべてお客さまからい
ただいたカレンダーで、どれか1枚を選ん

で掛けて、『なぜウチのカレンダーはないの
か？』と思われても申し訳ないので、いた
だいたカレンダーを全部掛けてあるので
す」とのことだった。新井社長の人柄の良
さ、顧客を大事にする姿勢が伺える。

パソコンあっての顧客管理、
サポートあってのシステム運用

　同社では早くからコンピューターによる
顧客管理の重要性を認識しており、パソコ
ンと顧客管理システムの導入も早く、シス
テム会社を問わず15年以上の使用歴があ
る。
　現在はベースシステムのMOTORJIM
を導入、ユーザー歴はかれこれ10年近く
になる。つまり、パソコン導入期間のほと
んどでベースシステムと取引があることにな
る。その理由は？
　「以前のシステム会社は、サポートが非
常に悪かったからです。困った時に呼んで
も来なかったですし、挙句の果てに知らな
いうちに担当者が変わっていたり、とにかく
対応が酷かった。そこで他にオススメの会
社はないかと当たったところ、ベースシステ
ムのMOTORJIMを導入するに至ったの
です。システム自体もフリーズしたりという
こともなく、また私が使い慣れてきたという
こともあって、最近ではサポート担当者を
呼ぶことは少なくなってはいるのですが、
対応はとてもいいですね」と新井社長は導
入の決め手を語る。どれだけお気に入りな
のかは、先月、最新のシステムにバージョ
ンアップしたことからも伺える。

有限会社 アライオート
栃木県佐野市

会　社　名：
所　在　地：
電　　話：
F　A　X：
営業時間：
定　休　日：
U　R　L：

業務内容：

㈲アライオート
栃木県佐野市石塚町 978-4
0283-25-2371
0283-25-2467
9:00～18:30
月曜日・第二・第四・第五日曜日

新車・中古車販売・修理・保険

ベースシステム ユーザーリポート
user report 60

新井一幸社長（左）と
整備士の西野展春さん（右）

地元の整備振興会から整備士試験合格の
記念で贈られる名札

コンパクトかつ整理整頓の行き届いた
整備ストール

http://www.eco-hiroba.net/member/detail.php?sn=35m
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意外に熱いレンタカー市場

　一時期、テレビの情報番組で、節約

術特集が放送されると、必ずといってい

いほどラインナップされていたのが、中古

車を貸し出す格安レンタカーだった。

　熱しやすく冷めやすい、日本人の特性

からして、放送が沈静化すると共にブー

ムも去ったのかと思いきや、右記の統計

によると、さにあらずといった状況が見え

てくる。

　これは一般財団法人全国レンタカー協

会が本年3月に発表したデータで、これ

によるとレンタカー業者数及び車両数は

全国計で共に増加の一途を辿っている。

　特に車種別で見ると、乗用車は唯一

のマイナス知らずで事業者数、車両数共

に増加を続けている。平成27年度には

長らく20万代で推移していた車両数が

30万台の大台に乗るばかりでなく、対

前年の伸び率も2桁増と絶好調である。

　もちろん、これは新車・中古車を合わ

せた数字なので、それぞれの比率を出す

ことはできないが、これほどの勢いは格

安レンタカーの普及によるところが大き

いといえるだろう。

始める理由は様々だが、その多くは
これまで潜在化していたニーズ

　整備工場が格安レンタカーを始める理

由は様々である。大別すると以下の4つ

だが、このほとんどが今までは潜在化し

ていたニーズであることが興味深い。

① 単純に運営コストを安く抑えたい

　「レンタカーに使用する車両は新車で

ある」という認識が、業界はもちろん、

利用者の側にも定着していた。しかし、

「クルマなんて走れば何でもいいんだか

ら」という意識の若者が増えたことも相

まってか、それこそ走りさえすればいい

最たるものであるレンタカーも何も新車

にこだわる必要はなくなったということな

のだろう。

② 中古車の試乗

　中古車を販売する上で頭を悩ますのが

長期在庫車である。こうしたクルマを何

とか売るべく生まれた考え方が、（レンタ

カーとして）試乗をしてもらってあわよく

ば買ってもらおうというものである。

③ 通勤用車両不在時のニーズ

　特に都心に多いと思われるが、家に1

台しかないクルマは通勤用にご主人が使

用しており、平日の日中に奥さまが利用

したくても利用できないケース。こういっ

たニーズにもまさに地元の整備工場の

（格安）レンタカーなら応えることができ

るのである。

④ 所有車両では役不足のニーズ

　自宅にあるのは5人乗りのセダンタイ

プ。しかし、持ち回りで回ってくる、子

供の野球チームの送り迎えをするにはど

うしてもミニバンが必要とか、あるいは

休みで遊びに来た息子家族と一緒に出か

けるのにやはりミニバンが必要なシルバ

ー層にも、自宅近くの整備工場でレンタ

カーをやっていれば重宝すること間違い

なしである。

始めるに当たって間違えてはいけな
いのがターゲット客層

　ただし、始めるに当たって間違えては

いけないのが、どの客層をターゲットに

するかということである。先ほど挙げた

ほとんどの理由はファミリー層に適したも

のである。

　しかし、編集部の記者もそうだがビジ

ネスユース、しかも出張先でレンタカー

を使うビジネスマンを狙うのであれば特

に、ロケーションが重要である。専業整

備工場はどちらかといえば表通りから1

本入った所にあることが多く、地元の方

ならともかく、しかも初めて行くとなれば

敬遠されてしまうのがオチである。

　要はしっかりとした商圏分析ができて

いるかどうかということである。これは何

もレンタカーに限ったことではないので、

この機会に身に付けるつもりで格安レン

タカーを始めてみるというのも悪くない。
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二輪車
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① 国土交通省自動車局旅客課公表数値による。
② 実績数値は、毎年３月３１日現在のものである。
③ （ ）内は、対前年比率を示す。（小数第２位四捨五入）

レンタカー車種別車両数等の推移

車種別等
年 2322 2524 2726

④ 事業者数は、運輸支局別に集計しているため、数支局で事業を行っている事業者は、各支局ごとに１事業者として計上している。
⑤ 事業者数は、車種別に集計しているため、各車種を兼ねて事業を行っている事業者は、各車種ごとに１事業者として計上している。
⑥ 事業者数の「全車種」欄には、事業者単位にみた場合の状況（車種別に計上されたものの重複を控除したもの）を計上している。

（注）

平成 28年 3月　一般社団法人　全国レンタカー協会

格安レンタカー格安レンタカー
今こそ今こそ

始めませんか？始めませんか？

格安レンタカーを始めるべき理由と
押さえておきたいポイント
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　駅から離れてはいるものの、バスが
1時間に30本以上通る神奈川県厚
木市の幹線道路に面した立地に神高
自動車㈱（櫻井響二　代表取締役社
長）はある。2014年9月にニコニコ
レンタカーに加盟し、現在25台（4月
には27台）のレンタカーを保有する。
稼働率の平均は52％となっており、
この3月には180回以上の貸し出し、
売上は160万円の見込みとなってい
る。
　「以前、中古車販売を行っており、
展示場がありました。昨今の若者の車
離れや中古車のニーズが下がっていく
中で、販売するよりも貸すことに着目
し、ニコニコレンタカーに加盟しまし
た。知名度や顧客のコストパフォーマ
ンスに優れたサービスですので、最初
の1カ月ほどで確かな手ごたえを感じ
ました。お客さまは地元の方々が多
く、マンスリーで借りるお客さまも中に
はいらっしゃいます。納車待ちのお客
さま、他社で代車がないお客さまな
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ればリピーターになっていただけます。
実はこの商圏は自動車の保有率が
134％と一家に1.3台の車がありま
す。車を持っていないお客さましかレ
ンタカーを借りないと思われがちです
が、車を持っているお客さまもレンタ
カーを借ります。実際にタイプの違う
車種を借りに来られるケースが弊社で
は多く、トラックや１BOXなど単価の
高い車種が出ます」と櫻井社長。
　自社商圏の免許保有者全てが顧客
の対象となりうる可能性を持ってお
り、車を保有し、自社と付き合いのあ
る基盤顧客だからこそ借りにくるとい
うケースが多いとのことだ。レンタカー
ビジネスを上手に使った好事例であ
る。

神高自動車 株式会社
神奈川県厚木市妻田北 1-18-15　TEL046-221-3311　FAX046-221-3045

ニコニコレンタカー
http://www.aup.or.jp

導入１年半で成長軌道まっしぐら！

一般認知度で考えたらニコニコレンタカー！
神高自動車 株式会社

整備・車検・洗車は自社工場にて行う

展示工場をレンタカー事業部へ
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　短時間車検の先駆者であるホリデー

車検は、全国に270店舗以上の加盟

店を持つ。加盟店は商圏も違えば、規

模、社員数、事業内容などもまちまち

だ。そんな加盟店の現状打破を一緒に

考えていく存在がいる、それがスーパー

バイザー（以下SV）だ。全国組織で

あるホリデー車検の中でも、市場や商

材に精通し情報収集に長けたSVたち

は東西に分かれ日夜加盟店を回ってい

る。そんなSVの1人、支援開発部マ

ネージャーの児玉武晴氏に話を伺った。

普段の仕事を教えて下さい
児玉マネージャー（以下、児玉）　本
部が展開する新しいサービスや商材、

商品を案内していくのが基本的な仕事

となります。ですが、私の使命は加盟

店が抱える問題や課題を一緒になって

考えて、解決に導くことだと考えていま

す。それと、我々の持つ情報、全国の

加盟店の好事例を遠く離れた加盟店に

紹介するなど、情報の入口としての役

割を持っています。案内するサービスが

必ずしも全ての加盟店にとって良いサー

ビスとは言えません。その会社に合っ

たサービスや商材を紹介していくことが

重要です。我々の存在意義は加盟店の

成功のお手伝いをすることにあります。

一番好きな商材を教えて下さい
児玉　ホリデー車検ではコールセンタ
ーの機能を内製化しております。一言

でいえば、後追いフォローの電話や車

検獲得の電話を代行して行うサービス

です。この商材が一番喜ばれるので、

私も好きです。

どのような点が魅力ですか
児玉　できないことを手助けでき、蓄
積した情報を今後の戦略に活かせる点

が魅力です。というのも、小規模加盟

店の場合、フォロー電話を入れる時間

を作ることが難しく、時間を作って電話

で車検予約を取り付けるにも就業時間

内では共働きのお客さまも多く、効率

が悪いです。逆にお客さまの在宅率が

高い休みの日は実務が忙しくなり、電

話が出来ない場合が多いのです。この

ような非効率的なフォロー電話をコー

ルセンターでは効率的に行い、結果を

残すようにしています。その地域の特徴

や特性を見極めてノウハウとして加盟店

にフィードバック出来ます。

　また、電話や会話が苦手な方もいら

っしゃいますので、加盟店では多くの方

が重宝していると聞いています。私自

身、このサービスによって加盟店の

方々の実績が伸びていることに喜びを

感じますし、加盟店の喜ぶ顔が次の仕

事の勢いを付けてくれます。

仕事をしていてやりがいを
感じる時は？
児玉　青森、岩手、秋田、埼玉、群
馬のエリアの加盟店を私が担当してお

ります。店舗数でいうと40店ほどにな

ります。加盟店へお邪魔して、困って

いることや取り組んでいることの現状確

認などを行います。こういった日々の訪

問で頼られること、提案したことをしっ

かり活かしているところを見ると、仕事

をした実感を得られます。ソフト面でも

ハード面でも必要とされるように、これ

からも頑張ってまいります。

店舗を見るときに
気をつけている点は？
児玉　お客さまをきちんと受け入れる
体制が取れているかを考慮します。例

えばトイレやツナギなど、最低限の美

化を気にします。極端に汚れている場

合はしっかりと指導しますし、良い点は

全国の加盟店にフィードバックします。

言い方が乱暴ですが、お金をかけない

でやれることを提案することも我々の仕

事です。本部としては色々な商材を使

っていただけるのはありがたいですが、

私自身は加盟店にとって良いこと、悪

いことの判断をします。押し付ける提案

をしても意味がありませんので、お店や

経営者、そこで働く人を一番に見ます。

今後の自動車業界について
児玉　残存者利益が、あるかどう分か
りませんが、保有台数が減っていくこと

は明白です。自動車整備工場にとって

は良くて現状維持で、成長を遂げるに

は、何か新しいことをしなくてはいけな

いと思います。車検や整備、鈑金など

だけではなく、様々な商材を取り扱い、

お客さまに対して柔軟な対応、行動を

とっていくことで、いかに自社顧客を繋

ぎとめるかが、重要だと思います。自

動車整備業は世代交代などでリスタ ー

トする会社もあれば、廃業する会社も

あると思います。今後はさらに増減が

激しくなり、生き残りをかけた戦いは厳

しくなると思いますが、私は自動車業

界としてまだまだ伸ばせる部分は残って

いると思います。

　児玉氏が加盟店に伝えているのは情

報だ。もちろん直接ビジネスに関わる

ことから教育に至るまで様々だ。情報

の引き出しを豊富に持ち、アンテナを

常に張り、よい事例を伝える。これに

より加盟店の成長を支える。加盟店が

抱える悩みを相談する窓口としてSVは

存在する。加盟店に勤務するスタッフ

であっても、SVが支えになることもし

ばしばあるとのことだ。児玉氏の語る

『お金をかけないでやれることを提案す

る』ということは、非常に魅力的な提

案であるといえる。工具やFC加盟に

しても投資は必要である。今ある資源

で最大限の効果を発揮することを目指

し、その会社に合った、その会社らし

い商品やサービス、そして情報を伝え

ていく児玉氏であった。

ホリデー車検・スーパーバイザーに聞く

ホリデー車検・スーパーバイザーに聞く

仕事・魅力・人柄 そして業界をどう見たか

仕事・魅力・人柄
そして業界をどう見たか

受付時間 ： 月曜日～土曜日 9：00～ 18：00 担当：原田
0120-456-145

説明会、見学会随時実施中！ 
まずは資料請求を…株式会社ホリデー ホリデー車検フランチャイズ本部

Clickホリデー車検 FC

http://www.holiday-fc.com/

児玉武晴氏

専門学校卒業後、トヨタ系ディーラーに就職
トヨタ系ディーラー退職後、大手買取チェーンにて就業。
買取、販売のノウハウを身に着ける。
大手買取チェーン退職後、ホンダ系ディーラーに就職。
ホンダ系ディーラー退職後、現在に至る。
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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。

0120-589-555資料請求は ▶ まで

〒471-0064 愛知県豊田市梅坪町 8-4-11　FAX：0565-35-2559　EMAIL：info@kobacway.com

コバック フランチャイズ事業部

コバック 導入店レポート

数字ではなくお客様の心を追う

　「指定工場となるべく、今後は動い
ていく方針です。目標として掲げる車
検台数としてはまず、年内1,000台
を目標にしていますが、そこまで数字
に意識を向けていません。というの

も、数字に囚われると、数字を追うだ
けになってしまい、お客様に満足して
いただける仕事が出来なくなってしま
います。それでは満足のいく仕事が出
来るとは思えません。お客様へ意識
を向けていけば、結果として数字がつ
いてくると思います。KCからの指導

などはKCからの指導などに対して、
現状すべてできている訳ではないの
ですが、今後の目標としては非常に励
みになると考えています。着実に進め
ていき、よりお客様にご満足頂けるサ
ービスを提供していきます」
と岡田代表。

① これまで年間車検台数をオー
プンイベントで５日間で予約を
獲得する。新規の多さに驚嘆。
（323台）

② 見えないところだからこそ、きれ
いにするというこだわりはスタッ
フに定着している

③ 経営思想家である故岡田徹氏
の誌は同社の原点を現す

④ ポールサインは街道沿いに、
店舗への誘導を行う

　オートサービスオカダ（岡田稔代表）は今年で創業15年を迎える。東京都世田
谷区にある自動車整備工場（現コバック店）にて修行を重ね、創業した経緯を持つ。
「父と２人で創業し、父の引退後、加盟以前は2名という人数で経営しており、『お
客様のために誠実である』ことを続けていました。とある時に信頼する方から『お前
がもし倒れたらお客様にとって誠実なのか』と問いかけられました。『自分が責任を
もって仕事をすることが一番であり、お客様にとっても良い、しかし…』といった自
問自答の中で、このままでは、確かにジリ貧であり大きくなれないと思い、1年前に
コバック本部へ見学に行きました。本部の考えと私がこれまで行ってきたことの『答
え合わせ』の意味も含めてだったので、コバックの理念に触れ感銘を受けたと同時に
『やってきたことが合っていた』と確信を得て、加盟を決心しました」と岡田代表。

茨城県笠間市旭町140－6
TEL：0296－77－3695
FAX：0296－77－0031

オートサービスオカダ
コバック友部店

岡田稔代表

小商圏、小規模、認証工場であっても
自信をもって満足を届けるコバック

④

②

③

①
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アイドリングストップシステムとは？

整備工場における

故障診断整備
ススメの

アイドリングストップシステムを考える 

　昨今、新車に搭載されているアイド

リングストップシステム。軽自動車か

ら高級車まで幅広く搭載されており、

採用された最大の理由は燃費向上だ。

もう一つの理由としては環境対応とい

う名目が挙げられる。ハイブリッド車

の全てに言えるが、燃費と環境対応

がコンセプトとして大きいのは自明の

理だ。

　ところで、車両が停止している間に

エンジンを止めるのは、言うまでもな

く省エネ効果が高い。なぜなら、加

速時に次いで燃料を消費するのがエ

ンジンアイドリング時だからである。

アイドリングストップを搭載すると、

統計的に燃費は10％程度向上すると

言われている。特に、都市部で使用

されている車両は渋滞が多いため、

効果が高い。その作動に関して賛否

両論はあるが、エンジンが停止してい

る時の弊害を説明しようと思う。

不具合だらけのアイドリングストップ車？ 

　アイドリングストップをしているとい

うことは、エンジンの動力を使ってベ

ルト駆動しているエアコンや補記類が

機能しない点が一番に思い当たると

思う。一言でいうならば、真夏はエ

アコンが効かなくなるということだ。

それを回避するために、トヨタはエア

コンコンプレッサーを電動化させた。

他メーカー車は室内温度が一定以上

になった場合に、センサーが検知して

エンジンを始動するのだ。また、最近

では「蓄冷空調システム」を搭載する

車両も出てきた。これによりエンジン

停止時間が延長されたのである。ト

ヨタのハイブリッド車にはスターター

モーターがない代わりにMG1モータ

ーで始動するようになっている。アイ

ドリングストップ車は通常の車と比較

して始動回数が飛躍的に増加するた

めに、強化されたスターターモーター

が使われている。

　ここで、アイドリングストップ車に乗

っているユーザーにアンケートをとっ

たので見てみると、次のような回答が

出ている。

① アイドリングストップシステム

はカットしている（エンジンス

トップが鬱陶しい）

② 燃費が良くなっているのか分

からない（航続距離が極端に

変わらない、アイドリングスト

ップをしなくても燃費が良い）

③ コストパフォーマンスが良くな

い（平均的に購入価格が5万

から10万円高くなるので元を

取るのに燃費換算で7年から

10年は掛かる）

④ エンジンのオンオフによって機

能部品が壊れないか心配にな

る（バッテリーの過度な能力低

下なども含む）

　燃費向上を謳ったものの、新車価

格を考えると、元を取るのに果たして

何年かかるのだろうかという疑問も湧

いてくる。

専用の装備品に注意が必要 

　上記の意見を見ても分かるように、

バッテリーやスターターといった部品

は専用設計となっており、同じものが

アフターパーツであったならば専用設

計であるが故、高額になってくる。ア

イドリングストップ車は通常の車と比

較して、始動回数が飛躍的に増加す

る点、エンジン始動時に電力を一番

使う点を見ても、専用設計にならざる

を得ないのも納得といえる。

　また、ECUがバッテリーの状態

（SOC、SOH）と始動回数を監視し

ていて、バッテリー容量が少なく、始

動が難しいと判断した場合、アイドリ

ングストップ機能を停止させるのだ。

こういった点を踏まえると、燃費向上

の恩恵を受けるまでに時間が掛かる

のは明白である。

　バッテリーの消費が激しくなれば、

交換が必要になるのだが、ここでもス

キャンツールが必要になってくるのだ。

バッテリー交換時のスキャンツール 

の必要性とは 

　ECUが始動回数をカウントしてい

るということは、バッテリー交換の際

に、そのカウントをリセットする必要

があるのだ。また、アイドリングスト

ップシステムを構成するセンサー類を

確認するためにも、スキャンツールが

必要になるのだ。主要な確認部品は

右の表のような物がある

　このように多岐に渡ることから、ス

キャンツールの必要性、そして機能性

が求められる。言わずもがな、ボッシ

ュ製であれば、性能、汎用性などは

他社に類を見ない。

　スキャンツールは一台持っていれば

大丈夫という時代は最早終わり、車

種や状態によって使い分けることが求

められる。
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何年かかるのだろうかという疑問も湧
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　上記の意見を見ても分かるように、

バッテリーやスターターといった部品

は専用設計となっており、同じものが

アフターパーツであったならば専用設
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［主要な確認部品］

・T/Mポジションセンサー

・車軸速センサー

・インテリジェントバッテリーセンサー

・ステアリングトルクアッセンブリー

・ボンネットスイッチ

・シートベルトスイッチ

・ブレーキ用負圧センサー　　

・オートエアコン用スイッチ

・室内温度センサー

・傾斜角度センサー

・ブレーキスイッチ

故障診断整備のページ

せいび界
vol.604 MAY 2016

13



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 ： http://www.seiken.com/

2/21~5/20
2016

クーラント　リ・パワープレミアム



こんな風景
見たことありません

Car written by 窪谷隆志
自動車事業本部　部長？

　　一つひとつの仕事を丁寧に

お客さまが言いました。

―汚れたツナギでそのままお客様の車に乗るのはどうか
と思います。

―わざわざ工場の見える席に案内されました。それな
のに窓は汚れて曇り、工場は薄暗く整頓もされていませ
ん。自分の車が安っぽく見えてきました。だったら、見
せなければ良いのにと思いました。

―作業説明、報告の時には笑顔もなかった。目も合わ
せなかった。事務的で、取り敢えず早く終わらせようと
しているように感じました。

　身だしなみ、3S（整理･整頓･清掃）、接客マナー。
誰もが知ってる基本中の基本。 そうさ、いつも汚いわけ
じゃない。綺麗な時もちゃんとある。いつも悪いわけじ
ゃない。良い時だってちゃんとある。いつも出来てない
んじゃない。出来てる時もちゃんとある。

　でも、あの日は時間がなかったから、ツナギを着替え
られなかった……。あの時期は忙しかったから、掃除
ができずに汚れていった……。あの頃は余裕がなかっ
たから、笑顔を出せない日々が続いた……。たまたま
なのです。タイミングが悪かっただけ。そこまで手が回
りませんでした。そこまで気が回りませんでした。

　だけど、やるべきことはやっていますよ。整備はきち
んとしっかりやっていますよ。点検は漏れなくバッチリや
っていますよ。本当にしっかりバッチリやっていると言い
切れますか？お客さまの立場で考えよう。お客さまには
分からない。しっかり整備されたかどうか。バッチリ点
検されたかどうか。

　整備が大事、点検が大事。お客さまにはできないこ
とだから。お客さまには分からないことだから。見えな
いところだからこそしっかりと。それを丁寧に仕上げる
ことこそ、我らの仕事。

　だけど、残念。それだけが我らの仕事ではない。お
客さまから見える一つひとつ、一挙手一投足全てが我
らの仕事。一つひとつの仕事を丁寧に。直接お客さま
に接する、見えるところを丁寧に。できることをひとつ
ずつ徹底していこう。

　ツナギの汚れは小まめにチェック。ピシッと着こなす
ことを第一に。工場の整頓・清掃も揺るぎなく。それ
ぞれの身の回り、持ち回りから。報告ひとつを笑顔か
ら。安全安心をお客様に届けけてこその我らの仕事。

　何が難しいことだろう。整備技術を習得することに比
べれば。一台一台の状態に合わせたメンテナンスをす
ることに比べれば。一つひとつの仕事を丁寧に。

ご相談・お問い合わせ
▶ 03-5220-2688　　　　　株式会社 リブ・コンサルティング：

「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。
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オールドメルセデスベンツのレストアにもトレント

シルバースター株式会社
兵庫県神戸市垂水区下畑町字上口823-1

代表者　岸本　亮彦
TEL. 078-754-1170　 FAX. 078-754-1275

　全国からオールドメルセデス
　ベンツの整備を受ける

　兵庫県神戸市にあるシルバースター㈱

（岸本亮彦　社長）はオールドメルセデ

スベンツのレストアショップである。岸本

亮彦社長は整備が好きでこの仕事を始め

たとのことで、何よりオールドメルセデス

ベンツが人よりも好きという点が高じて

同ショップをオープンさせた。

　「オールドメルセデスベンツをメインに

旧車を扱っております。17年前に創業

し、日本全国からお客さまが来店される

など、お陰様で多くのお客さまに恵まれ

ております。月間15台ほどの入庫があ

りますが、レストアがメインですので、車

検工場のような台数にはならず、時間の

掛かる整備が中心となっております。ブ

ログを10年前より始めましたが、ホー

ムページが新規の車販や整備の入口とし

て集客に役立っております。取扱車種が

旧車中心となっていますので、部品の洗

浄や使えるパーツを使い切ることを日々

考えておりました。そんな折、海外のテ

レビ番組を見ていた時に、自動車部品専

用洗浄機であるトレントを見つけました。

即座に『これだ！』と思い、日本での取

扱店を探し、日本エヌ・シー・エイチさ

んへと行き着いたのです」と岸本社長。

　一般の整備工場と違ってレストアが中

心であるが故、洗浄作業や研磨作業と

いった専用の工具や機材を必要とする作

業が多く、自動車部品専用洗浄機である

トレントを導入することとなったのだ。

　内製化出来るので、コスト、
　時間効率、満足度が上がる！

　トレントを導入してからというものの、

これまで外注に出していたエンジンパー

ツの洗浄ができ、ボルト類といったもの

まで再利用、再生が可能となったと岸本

社長は語る。

　「サンドブラストや研磨よりもきれいに

なる上に、1分ほどで洗浄作業も完了す

るので、非常に時間効率が良いです。作

業の体勢も楽なので、作業自体にもスト

レスがありません。しかも日本向けにカ

スタマイズされているので、水漏れといっ

た機材トラブルも少なく、ゴム手袋を装

着して作業をするので、手も汚れず作業

環境も良いです。思いもしなかった魅力

として、トレントで作業しているところを

お客さまに見ていただくと『凄くきれいに

なって流石です』などと、おほめの言葉

をいただくこともあり、作業に対する信

頼感や満足感も上がります」とのことだ。

トレントの魅力を顧客に伝えながらしっか

りと作業に役立てている。ほぼ毎日トレ

ントを活用しており、洗浄作業の要とな

っているとのこと。６気筒のヘッドまでは

入らないと、改善点を要求するほどのヘ

ビーユーザーである。これまで新品に交

換するしかなかった部品やボルト、ナッ

トなどをしっかり再利用しているところを

見ても正しい使い方であると言える。

　作業環境を良くしなくては駄目！

　「自動車業界は３Kなどと揶揄される

ことがあります。確かに油や機械をいじ

るので汚く、劣悪な環境になりがちなの

が理由であると思います。ですが、自動

車整備とは『整えて備える』ことです。

作業する工具や工場が汚くては良い仕事

は出来ません。機能的に置かれていると

自分では思っていても、お客さまの目は

違って見ているものです。これではいけ

ません。もちろん作業に対する信頼感を

得なくては、レストアはもちろん一般的な

整備でも説得力に欠けてしまいます。良

い環境が良い仕事を生むのです」と岸本

社長は語り、作業環境美化はメカニック

の基本であると強調する。

　メカニックの基本は洗浄である

　旧車の魅力を岸本社長に聞くと、スタ

イルはもちろん、古くとも上質な作りに

あると語る。

　「パーツ一つとってもしっかりと整備や

洗浄すれば使えるのです。国産の軽自動

車と変わらず、足代わりに使える点も魅

力だと思います。お客さまの多くは40

代の男性で、確かに皆さん好きで乗られ

ているので、お金のかけ方も様々です。

旧車だからといって、すぐ壊れるとか、

かけるコストが割りに合わないといったこ

とはありません。丈夫に作られているの

で、日常使いも問題ありません。そのこ

とを伝えるためにも、しっかりとした洗浄

作業や上質な整備が必要なのです。トレ

ントだけではありませんが、先ほどお伝

えした通り、良い仕事は良い環境でこそ

出来るのです。もちろん、作業スペース

の確保や工具のメンテナンスなどは必須

だと思います。洗浄作業に日常的に不満

を抱えているメカニックは多いと思います

ので、トレントを上手に使えば作業環境

や満足度（顧客、従業員）も上がりま

す」と岸本社長。

　今後は車販に力を入れていく方針で、

神奈川県相模原市に関東の拠点を構え

る予定だ。もちろんそこでもトレントを導

入する予定となっており、自動車整備工

場には欠かせないアイテムであると自信

を持ってオススメする岸本社長であった。

　メーカーも驚く融和性を持つ
　トレント

　「日本国内で、トレントの販売をし始め

て、自動車業界にこれほど反響があると

は思いませんでした。これまでは工業製

品の洗浄などが多かったのですが、自動

車整備業界からの問い合わせが、ここ2

年で急増しました。作業環境を見せてい

ただいても、どのユーザー様も使い切っ

ています。洗浄することが多く、グリスや

鉄粉といった頑固な汚れも瞬時に落とせ

るトレントは、確かに自動車業界に向い

ていると思います。ユーザー様からのニ

ーズを吸い上げてより使いやすいように

改良してまいります」と日本エヌ・シー・

エイチの奥山氏は語る。
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オールドメルセデスベンツのレストアにもトレント

シルバースター株式会社
兵庫県神戸市垂水区下畑町字上口823-1

代表者　岸本　亮彦
TEL. 078-754-1170　 FAX. 078-754-1275
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入する予定となっており、自動車整備工

場には欠かせないアイテムであると自信

を持ってオススメする岸本社長であった。

　メーカーも驚く融和性を持つ
　トレント

　「日本国内で、トレントの販売をし始め

て、自動車業界にこれほど反響があると

は思いませんでした。これまでは工業製

品の洗浄などが多かったのですが、自動

車整備業界からの問い合わせが、ここ2

年で急増しました。作業環境を見せてい

ただいても、どのユーザー様も使い切っ
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ツールを活用して伸ばし続ける

オートレブ・ジョイカル多治見店

株式会社 中根モータース
岐阜県多治見市光ヶ丘 5-85
TEL：0572-21-6100 

　ジョイカルジャパンの武器を
　最大限に使う

　岐阜県土岐市にある㈱中根モータース

（中根達人　代表取締役社長）は老舗の

整備工場だ。ボルボ、マツダ、ダイハツ

のディーラー、そして全メーカー新車、

中古車販売拠点として多治見市にオート

レブ・ジョイカル多治見店の4拠点を持

つ。今回お邪魔したオートレブ・ジョイ

カル多治見店ではジョイカルジャパンの

商談ツールの一つであるジョイカルアシ

スタントシステム（以下 JAS）を最大限

に活用し、全国でもトップの活用頻度を

表彰されたほどである。

　「JASを本格的に活用し始めたのは1

年半前からで、それまでは新車の見積り

システムとしての認識でしかありませんで

した。見積りシステムは数社のソフトを

活用していましたが、JASは新車の業販

価格を調べたり、顧客フォローを見える

化するというユニークな機能を併せ持っ

ているシステムです。特に自社の基盤顧

客へのフォローアップや整備パックの実

施状況が分かり、顧客管理の状況を共

有できる点が最大の魅力です。車販の見

積りの際に、システムに顧客情報を入力

しますと、例えばお客さまの誕生日が近

づいた時や６ヶ月点検の促進時期をア

ラームで教えてくれます。日々の業務の

中で、なかなか全員が全員漏れなくフォ

ローすることはできないものです。そう

いった漏れをなくすのに非常に役立ちま

す」と中根達人社長。

　JASはジョイカルジャパンの見積りシ
ステムであり、ハーフマックスといった商
品の説明や新車のグレード比較、オプ
ションの排他処理など、かゆい所に手を
届けつつ、見落としがちなフォローを
しっかりと通知してくれるのだ。多くのシ
ステム、特にディーラー系のシステムを
利用してきた経験があるが故に、JAS
の有用性について感銘を受けたとのこと
だ。

　中古車よりも新車が格上と
　一般ユーザーは見る！
　認識される店作り

　「一般的にお客さまの認識は、中古車

よりも新車を扱っている店舗の方が格上

であるとの統計が出ています。元々、こ

の店舗は他拠点の下取りで出た車を、中

古車として販売しています。また、指定

工場機能を持っているので、他店舗の車

検も行っています。エコカー補助金が交

付されていた4年前に、ジョイカルジャ

パンに加盟しました。補助金のおかげで

滑り出しは好調で、弾みをつけるべく、

整備工場にマッチしている商材を探して

いた矢先に、ジョイカルジャパンに出会

えたことは幸運でした。ジョイカルジャパ

ンのお勧め通りに全長70mの軒看板を

設置しましたが、認知度や集客力の向上

に大いに貢献してくれています。また、

後回し分の金利をいただかないハーフ

マックスを活用した新車販売では、値引

を直接出すことなく、購入メリットを訴求

できるので、特に近隣のディーラーが固

めの条件で販売している車種など、周り

に迷惑をかけることなく販売推進できる

点も、非常に良かったと思います」と中

根社長。

　いかに良いものでも
　使わなければ意味が無く
　使いこなして初めて意味を持つ

　現在オートレブ・ジョイカル多治見店

では10名のスタッフが勤務している。

中でも若手スタッフが活躍している。そ

んな若手のモチベーションを上げるとい

う点にも実はJASは役立っているのだ。

　「JASを使うことで、お客さまとスタッ

フの親密性がアップしたことも相乗効果

としてありました。ついつい耕すことを忘

れて新しいお客さまを追いかけてしまうこ

ともあり、それに疲れてしまうスタッフも

います。お客さまとの親密で良好な関係

作りは、仕事のやりがいや、モチベー

ションに直結します。大げさかもしれま

せんが、会社にとっても良いお客さま、

お客さまにとっても良いお店、そしてス

タッフとお客さまとの関係を作るサポート

が JASではできるのです。仮にフォロー

の抜けがあれば、担当者以外でもJAS

の画面を見ることができるので、皆で

フォロー不足を改善できるのです。です

ので、全員が一丸となって良い店舗を作

る橋渡しにもなってくれます」と中根社

長はJASの魅力を語る。

　ジョイカルジャパンに限らず、本部が
展開する機能や研修を活かしきれていな
いFC加盟店は多く、そういった店舗ほ
ど不満や文句をあらわにする。実際に道
具は使ってこそ意味を持つという良い事
例といえる。

　伸び幅はまだまだある！
　顧客管理は自社の管理から

　作業をする人間でクオリティが変わる
からこそ、芸術やサービスの世界は成り
立っている。自動車業界はどうだろうか。
作業する人間の意識が高ければ高いほ
どお客さまの満足度が高くなる。いって
しまえば、本人のやる気次第ということ
だ。人間である以上は負の感情や疲労
も溜まる。道具を使うことで、より効率
よく、そしてより高度な生活を人間は獲
得してきた。
　「自動車整備工場が生き残るためには、

顧客の流出を防ぎ、入口である車販を攻

めなくてはなりません。そして、永続的

にお客さまから選ばれなければなりませ

ん。永続的なお付き合いをするために、

保険の獲得を強化すべきと考えています。

社内の別拠点ではかなり成功している案

件ですので、ジョイカル店でも実施して

まいります。売りっ放しや、やりっ放しの

仕事が自動車に限らず全ての仕事で嫌わ

れます。自社にまだやれることはないか、

何ができていて、何ができていないのか

といった管理もJASではできますから、

尚更手放せません」と中根社長。

　ジョイカルジャパンのシステムである
JASを最大限活用したひとつの事例とし
て今回はオートレブ・ジョイカル多治見
店を取材した。中根社長の語った端々に
JASの魅力があった。顧客管理ができ
ていればそれに越したことはないし、自
社でできない場合は外注するなど、方法
は様々だ。もちろんジョイカルではコー
ルセンターもあるので外注も行えるが、
中根社長はスタッフの満足度ややりがい
のためにもJASの活用を呼びかけた。
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ツールを活用して伸ばし続ける

オートレブ・ジョイカル多治見店

株式会社 中根モータース
岐阜県多治見市光ヶ丘 5-85
TEL：0572-21-6100 

　ジョイカルジャパンの武器を
　最大限に使う

　岐阜県土岐市にある㈱中根モータース

（中根達人　代表取締役社長）は老舗の

整備工場だ。ボルボ、マツダ、ダイハツ

のディーラー、そして全メーカー新車、

中古車販売拠点として多治見市にオート

レブ・ジョイカル多治見店の4拠点を持

つ。今回お邪魔したオートレブ・ジョイ

カル多治見店ではジョイカルジャパンの

商談ツールの一つであるジョイカルアシ

スタントシステム（以下 JAS）を最大限

に活用し、全国でもトップの活用頻度を

表彰されたほどである。

　「JASを本格的に活用し始めたのは1

年半前からで、それまでは新車の見積り

システムとしての認識でしかありませんで

した。見積りシステムは数社のソフトを

活用していましたが、JASは新車の業販

価格を調べたり、顧客フォローを見える

化するというユニークな機能を併せ持っ

ているシステムです。特に自社の基盤顧

客へのフォローアップや整備パックの実

施状況が分かり、顧客管理の状況を共

有できる点が最大の魅力です。車販の見

積りの際に、システムに顧客情報を入力

しますと、例えばお客さまの誕生日が近

づいた時や６ヶ月点検の促進時期をア

ラームで教えてくれます。日々の業務の

中で、なかなか全員が全員漏れなくフォ

ローすることはできないものです。そう

いった漏れをなくすのに非常に役立ちま

す」と中根達人社長。

　JASはジョイカルジャパンの見積りシ
ステムであり、ハーフマックスといった商
品の説明や新車のグレード比較、オプ
ションの排他処理など、かゆい所に手を
届けつつ、見落としがちなフォローを
しっかりと通知してくれるのだ。多くのシ
ステム、特にディーラー系のシステムを
利用してきた経験があるが故に、JAS
の有用性について感銘を受けたとのこと
だ。

　中古車よりも新車が格上と
　一般ユーザーは見る！
　認識される店作り

　「一般的にお客さまの認識は、中古車

よりも新車を扱っている店舗の方が格上

であるとの統計が出ています。元々、こ

の店舗は他拠点の下取りで出た車を、中

古車として販売しています。また、指定

工場機能を持っているので、他店舗の車

検も行っています。エコカー補助金が交

付されていた4年前に、ジョイカルジャ

パンに加盟しました。補助金のおかげで

滑り出しは好調で、弾みをつけるべく、

整備工場にマッチしている商材を探して

いた矢先に、ジョイカルジャパンに出会

えたことは幸運でした。ジョイカルジャパ

ンのお勧め通りに全長70mの軒看板を

設置しましたが、認知度や集客力の向上

に大いに貢献してくれています。また、

後回し分の金利をいただかないハーフ

マックスを活用した新車販売では、値引

を直接出すことなく、購入メリットを訴求

できるので、特に近隣のディーラーが固

めの条件で販売している車種など、周り

に迷惑をかけることなく販売推進できる

点も、非常に良かったと思います」と中

根社長。

　いかに良いものでも
　使わなければ意味が無く
　使いこなして初めて意味を持つ

　現在オートレブ・ジョイカル多治見店

では10名のスタッフが勤務している。

中でも若手スタッフが活躍している。そ

んな若手のモチベーションを上げるとい

う点にも実はJASは役立っているのだ。

　「JASを使うことで、お客さまとスタッ

フの親密性がアップしたことも相乗効果

としてありました。ついつい耕すことを忘

れて新しいお客さまを追いかけてしまうこ

ともあり、それに疲れてしまうスタッフも

います。お客さまとの親密で良好な関係

作りは、仕事のやりがいや、モチベー

ションに直結します。大げさかもしれま

せんが、会社にとっても良いお客さま、

お客さまにとっても良いお店、そしてス

タッフとお客さまとの関係を作るサポート

が JASではできるのです。仮にフォロー

の抜けがあれば、担当者以外でもJAS

の画面を見ることができるので、皆で

フォロー不足を改善できるのです。です

ので、全員が一丸となって良い店舗を作

る橋渡しにもなってくれます」と中根社

長はJASの魅力を語る。

　ジョイカルジャパンに限らず、本部が
展開する機能や研修を活かしきれていな
いFC加盟店は多く、そういった店舗ほ
ど不満や文句をあらわにする。実際に道
具は使ってこそ意味を持つという良い事
例といえる。

　伸び幅はまだまだある！
　顧客管理は自社の管理から

　作業をする人間でクオリティが変わる
からこそ、芸術やサービスの世界は成り
立っている。自動車業界はどうだろうか。
作業する人間の意識が高ければ高いほ
どお客さまの満足度が高くなる。いって
しまえば、本人のやる気次第ということ
だ。人間である以上は負の感情や疲労
も溜まる。道具を使うことで、より効率
よく、そしてより高度な生活を人間は獲
得してきた。
　「自動車整備工場が生き残るためには、

顧客の流出を防ぎ、入口である車販を攻

めなくてはなりません。そして、永続的

にお客さまから選ばれなければなりませ

ん。永続的なお付き合いをするために、

保険の獲得を強化すべきと考えています。

社内の別拠点ではかなり成功している案

件ですので、ジョイカル店でも実施して

まいります。売りっ放しや、やりっ放しの

仕事が自動車に限らず全ての仕事で嫌わ

れます。自社にまだやれることはないか、

何ができていて、何ができていないのか

といった管理もJASではできますから、

尚更手放せません」と中根社長。

　ジョイカルジャパンのシステムである
JASを最大限活用したひとつの事例とし
て今回はオートレブ・ジョイカル多治見
店を取材した。中根社長の語った端々に
JASの魅力があった。顧客管理ができ
ていればそれに越したことはないし、自
社でできない場合は外注するなど、方法
は様々だ。もちろんジョイカルではコー
ルセンターもあるので外注も行えるが、
中根社長はスタッフの満足度ややりがい
のためにもJASの活用を呼びかけた。
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　㈱ヤマウチグループのカーメンテナ
ンスシステム開発部が開発した、イン
ターネットを活用した車検予約管理ソ
フトが「totoco」（とっとこ）である。
3月に開催されたIAAE2016に於い
てDICジャパンブース内でお披露目さ
れ、今年の6月に正式リリースの予定
となっている。一言でこのサービスを
言うならば、ユーザー目線の車検管理
システムである。

漏れをなくし新規を獲得する

　「totoco」の特徴は現代の市場に
合った予約が出来るところにある。既
にテストケースとして、香川県にあるヤ
マウチグループのラチェットモンキー
で実績が出ている。
　「時間外でも迅速にかつ簡単そして
明瞭に車検予約が出来るシステムを目
指しました。特に金額の面に於いては
概算で出してしまうことで、一番気に
なる点をカバー出来ます。しかも手順
が簡単なので、オプションをつけるお
客さまも多く、単価アップにも繋がっ
ております。さらに、予約はホームペ
ージ内で完結するので、手間も掛かり
ませんし、自社からお客さまへメール
をする必要もありません。なぜなら画

面で予約状況が確認できるため、フロ
ントの業務改善にもなります。また、
お客さまにとって負担であった予約の
項目も最小の９項目となっており、導
入1年でネット予約が3割を超えてき
ました」とシステム開発に携わった人
見いづみ次長は語る。
　「車検予約なら自社のホームページ
にもある」と思う人もいるかもしれな
いが、この「totoco」はスマートフォ
ンにも対応しており、24時間365日
いつでも何処でも予約の確認、見積り
が可能なのだ。受付はホームページ
で出来るが、実際に来店してからが本

番では、最早遅いのである。スマート
フォン対応を謳うだけあって、スマート
フォン専用の見やすい画面もあり、実
際の予約はスマートフォン経由が圧倒
的である。次世代にあった車検予約シ
ステムだ。

初期費用0円まずはお試しを

　導入コストが掛からないことは始め
るに当たって何よりの朗報だ。月間の
コストも28,000円から43,000円と
なっている。車検予約がインターネッ
トからくれば、直ぐに元は取れる。コ
ースによって出来ることが変わってくる
ので、注意が必要だが、基本的に一
番安いベーシックプランであっても、
見積もりから予約、集計機能まで十
分な機能を備えている。詳しい資料な
どは下記に問い合わせを。

株式会社ヤマウチ
香川県高松市田村町 397　TEL087-867-6868　FAX087-867-6788

totoco 車検
http://totoco.biz/

(とっとこ)

初期費用0円で出来るネット車検予約管理サービス

「totoco」 株式会社ヤマウチ

IAAE2016のDICブースにて人気を集めた

パソコン・スマ
ホで

ラクラク車検
予約。

車検予約情報を
ラクラク管理。
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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。

お客さまのメールアドレスを収集しましょう！
　現在、整備工場が行っている顧客フォローの手法は
アナログツールを使ったものがほとんどです。電話やハ
ガキを使った顧客フォローが一般的となっていますが、
一部の整備工場はメールなどのデジタルツールを活用し
て、お客さまとの接触頻度を増やし、高い車検防衛率や
多くの顧客紹介を低コストで実現しています。

デジタルツールの活用が高い効果を生む

　なぜ、メール等のデジタルツールを活用している整備
工場では、高い成果を出しているのでしょうか？ 実は…
デジタルツールにはアナログにはない特徴があります。
それは、１回の操作で多くの人にアプローチできる「拡
張性」です。ハガキや電話では、お客さま毎に電話をか
けたり、ハガキを印刷しなければなりません。
　一方、メールは、お客さまのメールアドレスさえ手元
にあれば、一度の操作で全ての顧客に情報を伝えること
ができます。しかもコストはゼロです。これを毎月行うこ
とで、車検から車検の2年間の間に24回もお客さまに
接触することができるのです。

車検後2年間でどれだけアプローチできるか？

　一般的な整備工場では、車検後の2年間で、点検の
案内や車検の案内など、数回しか接触できていないお店
がほとんどです。２年の間に１回か２回のアプローチだ
けでは、お客さまはどう感じるでしょうか？ 車検整備を
済ませてから点検時期まで全く音沙汰が無いのに、突然

の定型の定期点検案内のハガキが届いたからといって、
その店に点検をお願いしようと思うでしょうか？ クルマ
を買ってから２年後の車検時期の直前に、いきなり購入
店から電話がかかってきて「あなたのクルマ車検ですよ」
と言われたところで、お願いしようと思うでしょうか？残
念ながら、整備工場で行われているハガキを使った入庫
促進方法では、お客さまの心をグッとつかむことはでき
ないのです。それどころか「また定型のハガキが来たか」
と飽きられてしまっているのが現状です。
　一方、メールアドレスを活用している整備工場は、毎
月お客さまにアプローチをしています。一般的に、接触
頻度が高いほど、お客さまとの関係は強化されます。メ
ールによる顧客のフォローアップは、定期的に送付され
るハガキ等告知期間の間を埋める、顧客とのコミュニケ
ーションを強化するツールです。顧客のメールアドレス
情報を取得している整備工場は、思い立った時にどんな
情報でも顧客に提供することができます。しかも、無料
で、お客さまに告知や案内ができるのです。
　ぜひ、あなたの顧客台帳にも「メールアドレス」項目を
追加してみてください。お客さまに高頻度なアプローチ
ができるようになるはずです。

「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

カー会社向けの「レンタカー予約サイト」など、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。

最新車種から旧車まで対応可能
早い対応が自慢の

部品お問い合わせはナプロまで

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

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

自動車アフターマーケット 業界人の必携書

予約特価
※5月10日まで 2,000円（税込み）

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　全国市区郡別自動車台数・整備工場数※

予
約
受
付
中
！

＜収録内容＞

※弊社独自調査
　のデータ

マイナンバー制度は知らなかったでは済まされません！
もしもナンバーを流出させてしまったら？運用にあたっての注意点・必要最低限のやらなければ
ならないことを簡単解説。担当者必読の一冊

簡単解説

自動車整備業・中小企業が対応すべきこと

これだけやれば大丈夫

マイナンバー簡単
監 修：税理士 笹川朝子

A５版／本文約 30 頁　価格：　　　　　円／ 1冊（税込・送料別）300

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
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！

これだけやれば大丈夫
マイナンバー簡単

自動車整備業・中小企業が対応すべきこと

・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

point!

こちらもどうぞ



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

申　込　日　　　　年　　　月　　　日

送付先ファックス番号 ▶ 03-5713-7607

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。
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。

〒□□□－□□□□ 
冊

申 込 者 情 報

▶ ポイント1　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 
　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！

経営戦略Data2016

経営戦略Data 2016予約申込書

本誌オリジナル

定価 2,400円 （税込）／送料100円

データ

データ 2,000 円（税込）
先行予約特価 ※5月10日まで



社会保険労務士 内海正人の内海正人
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（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）
上司のやってはいけない！（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） 

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　取締役

労務のご相談は ▶  　　www.roumu55.com 労  務  相  談  室

在庫
多数

現車も多数在庫
高年式中年式の

買ってほしい
部品部品

修理代修理代を 安くしたい!! !!廃車不要車廃車不要車を
そんな時は

月 火 水 木 金 土日
○
○
○
○
○

日曜日も

営業中！

セクハラ判断の新しい考え方について

　昨年末のこと、事務所内に（取引先からいただいた）
ヌードカレンダーを貼ったところ、女性社員からセクハラ
だと言われてしまった。セクハラといえば、「給料を上げ
てやるから、その代わりに･･･」といった行為のことを指
すのではないのだろうか？

　セクハラに関する相談は時々ありますが、頭を悩ます
ポイントが、「本当にセクハラなのか？」という判断につ
いてです。その前にセクハラの主なパターンは2つです。

対価型セクハラ･･･職場などにおける立場、上下関係と
自身の権限を利用し、下位の者に性的な言動や行為を
行う（強要する）こと。
環境型セクハラ･･･職場などにおいて行われる性的な言
動、環境により労働者の就業環境が不快なものとなる
こと。（ヌードポスターなどの掲示等）

　ただし、この判断が難しいのです。そもそも、現状で
はセクハラは被害者（主に女性）の「主観のみ」によっ
て決められる場合がほとんどである為、セクハラの考え
方に拡大解釈が生じて、些細なことにまで「セクハラ
だ！」と騒がれることもあるのです。それによって職場で
「セクハラだ！」と騒がれないよう過度に気を遣い、業務
上で必要とされるコミュニケーションが円滑に進まない

こともあるのです。また、「主観のみ」によってセクハラか
否かを一方的に区別されることを逆手に取って、単に気
に入らない人間を陥れたり、嫌がらせをしたりする「便
利な言葉」として扱われる場合も発生しているのです。
以上のことからセクハラか否かの判断はとても難しくな
っているのです。これに関する裁判があります。

＜P大学事件＞
大阪地裁　平成23年9月16日

　准教授(女性）は、教授（男性）から執拗に食事を誘
われていた。上司からの誘いを断り続けるのも失礼と思
い誘いに応じた。カウンター席で飲食した時に、教授の
右手が准教授の左太股の付け根部分に置かれることが
数秒続き、准教授は振り払うもその行為は何度も繰り
返された。また、帰りの地下鉄内で准教授に体をピタリ
と寄せてくる、腕を組んでくるなどし、別れ際には腰から
抱き寄せたりした。准教授がこの行為等を大学に訴えた
ため、教授は減給等の処分となった。しかし、教授はこ
れを不服として裁判に訴えた。
　裁判ではセクハラについて、教授は次のように反証し
ました。執拗に食事に誘っていないし、実際に飲食の誘
いに応じており、仮に身体に触ったとしても、准教授は
途中で離席をしていない。また、帰宅後、お礼のメール
が届いていて、別れ際に握手を求められている。以上の
ことより「セクハラは無かった」と主張した。
　そして、大阪地裁の判断は･･････　　＜Webに続く＞

質　　問QUESTION

回　　答ANSWER

www.seibikai.co.jp

せいび界 検  索記事の続きはせいび界のホームページでご覧頂けます。
 ［ホームページ］ ➡ ［ビジネス］ ➡ ［労務相談室］
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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）

高品質なSUS304ステンレス&TIG溶接！

TEL: 025-386-1555株式会社 共伸商会

ステンレスパイプマフラー

新潟県新潟市北区樋ノ入1389-3

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

商品ラインアップ

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
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

www.footmagic.co.jp〒351-0104 埼玉県和光市南1-3-9

株式会社 フットマジック TEL: 048-469-3333新品・中古／販売・買取・取付

タイヤ・ホイール 専門
 PROショップ
通信販売、業務用販売、承ります。
お持ち込みの交換も歓迎いたします。
ドリフトタイヤも御座います。
お気軽にご来店ください。

ホームページからセールをクリックして下さい！

せいび界
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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

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

〒963-0102 福島県郡山市安積町笹川字北向 72

福島リパーツ
www.f- reparts.co.jp

株式会社

サービス・取り扱いパーツの詳細は

社会に貢献するリサイクル業

024-946-1180
お気軽にお問い合わせください。

リサイクルパーツをお探しなら
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

廃車買い取りサービス

廃車、事故車買い取ります 詳しくはWEB をご覧下さい

■ 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

■ 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

■ 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

■ 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

取り扱いパーツ

！！

info@f-reparts.co.jp

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） 2016 年 5月 31日（火）　※当日到着分まで有効

◆　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。

◆　プレゼントする商品

◆　御社では（格安）レンタカーを営業していますか？
　　している方は、やってみての感想を、
　　していない方は、その理由をお書きください。

ディズニーリゾート　ペア招待券　 １組 2名様

◆　今月号の中で、興味深かった記事は？
　　（複数回答可）

□ ベースシステムユーザーリポート

□ 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？

□ 整備工場のためのインターネット活用講座

□ 内海正人先生の労務相談室

□ 隣の芝生は何色だ？ 特別編

□ 読者プレゼント

◎  今月の特集・注目記事

◎  連載記事

□ 今こそ格安レンタカーを始めませんか？

□ ホリデー車検・スーパーバイザーに聞く

□ 元気印工場訪問①
　　シルバースター株式会社

□ 元気印工場訪問②
　　株式会社中根モータース

□ ネット車検予約管理サービス　totoco

□ 元気印工場訪問③
　　株式会社西自動車商会

せいび界
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応募締切  2016 年 5月 31日（火） ※当日到着分まで有効読者プレゼント読者プレゼント 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。

抽選で１組２名様Present 1

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

編　集　部

「ディズニーリゾート ペアチケット（引換券）」
　お客さまに！ ご自分で！ ボーナスの代わりに！
　東京ディズニーリゾートのペアチケット引き換え券をプレゼント。本券をお近くのＪＴＢ店舗に
お持ち頂き来場する日付を指定して１DAY PASSPORTに交換してください。東京ディズニー
ランド、東京ディズニーシーどちらか一つのパークをご利用になれます。
※本件での入場は出来ません。
　必ず事前にＪＴＢ店舗にて交換してください。

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
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時代の流れを先取りしたスーパー乗るだけセット

株式会社 西自動車商会
沖縄県沖縄市登川2398
TEL098-938-255
FAX098-937-8191

　沖縄県沖縄市にある（株）西自動車

商会（津嘉山修　代表取締役社長）は

昭和49年に創業し、業界の様々な奔流

を経験した後、全国的に広がる個人向

け自動車リースを開発した。現代表であ

る津嘉山修社長は平成9年に西自動車

商会に入社し、11名のスタッフに囲ま

れ、いつしか経営サイドへと関わりを持

つに至った。沖縄県内に3店舗の拠点

を持ちこの程、豊見城市に新店舗をオー

プンさせた。

　「当時は車検と一般整備のみを対象と

した事業形態で、車販はほとんど行って

いませんでした。そんなこともあって、他

社で新車や中古に乗り換えようと、お客

さまがどんどん流出していきました。乗り

換えのお客さまに対して訴求するために

は、やはり販売力をつけなくてはなりま

せん。しかし、車販と一言でいっても、

他社がやっていないことをやらなければ、

生き残ることは出来ません。そこで生み

出されたのが『スーパー乗るだけセット』

なのです」と津嘉山修社長。

　単純に入口を攻めるといっても、他社

の追従や自社が後発であるという穴を埋

めることを考え、現在の成長の原点を生

み出した。

　３つの悪評を克服する

　「リース商品は3つの問題点がありま

す。まず、お客さまにメリットが無いとい

う点、２つ目は仕組みが難解な点、そし

て最後が儲からないという点です。これ

らの問題を克服しなくては販売すること

はおろか、認知していただけません。単

純に他社がやっていないからといって、

個人向けリースの販売を行っていては意

味がありません。『スーパー乗るだけセッ

ト』はこの3つの悪評を完全に克服させ

て世に出すことができました」と津嘉山

社長。

　ユーザーにメリットが無いのは価格的

なメリットやローンとの違い、新車を買

わないという県民性を打破させることで

克服した。具体的には『乗るだけ以外の

料金は毎月の支払いに組み込まれてい

る』という単純明快な毎月の支払い金額

並びに、車検や保険、消耗品といったも

のまで組み込まれていることを説明でき

て初めて克服できたと言える。

　２つ目の難解な仕組みとは、リース商

品そのものの存在であり、車を買いに来

るユーザーにとってはローンとリースの違

いなどは分からないのである。だからこ

そ、『リースを売る』という名目で商談を

進めるのではなく、車の買い方の一つと

して『スーパー乗るだけセット』を提案

している。そして月々〇円という金額に

全てが組み込まれているというシンプル

な料金体系が好評を博した。

　一番の問題点は、多くの整備工場の

共通認識であろう、儲からないという点

である。基本的にリースの仕事を下請け

でやっていては確かに儲かることはない。

工賃も安く、代車代も出ないなど、仕事

はあるが儲からない。実際に法人リース

の仕事を請けていれば分かると思う。し

かしながら、自社で販売し自社で顧客の

管理をすることで、コストの削減と収益

の確保が現実化できたのである。正に名

前の如く顧客は『乗るだけ』という選択

肢を選べるようになった。

　ノウハウゼロで始めたリースの
　仕事は日を重ねるごとに
　成長する

　リリースしてから爆発的に伸びたかと

いうと、やはり時間は掛かったという。

　「リリースして最初の3ヵ月で10台ほ

どの販売が出来ました。その後2年経ち

80台、3年目には250台と増えていき

ました。現在では年間800台の販売を

行っております。必ず自社へ帰ってきて

いただけますので、定期点検や車検時、

保険の更新、代替のタイミングでの接点

を持つなど、他社流出が起きません。リ

リース当時、他社はもちろん全国的にも

少数でありましたので、売り方や提案方

法などは手探りで始まり、現在では

9,000件以上のお客さまに恵まれていま

す」と現在までを振り返る津嘉山社長。

　２代目がやりたい！ 全国に
　広がるスーパー乗るだけセット

　全国127社の会社がスーパー乗るだ

けセットを展開している。月に2回研修

を開いているが、10名以上の参加があ

るとのことだ。現在ではボランタリーチェ

ーンという形となっている。新規加盟希

望者の多くは2代目社長（創業者の息

子さんなど）で、目を輝かせて話を聞き

にくるという。

　「代表者の『やりたい』という方向性

や将来像が固まることで、社員達は付い

てきてくれます。このことが成果の上がる

秘訣だと思います。『スーパー乗るだけセ

ット』の研修会には2代目の息子さんが

よく参加されます。自社に持ち帰って導

入を検討されますが、創業者であるお父

様が納得されることもしばしばあります。

これは次世代に向けた投資として十分理

解され、支持されている証だと考えてい

ます。今後は加盟店を増やす方向性を考

えております。お客さまにとって良いサー

ビスが日本全国に広がることで、この自

動車業界に育てられた恩を返せればと考

えております」と津嘉山社長。

　スーパー乗るだけセットの魅力は単純

明快な価格帯と集客力にあり、自社の基

盤顧客の創造に役立ち、永続企業とな

る最大の武器となりえる。

株式会社 西自動車商会（沖縄県沖縄市）

株式会社 西自動車商会（沖縄県沖縄市）

商談はスムーズに進む

１か月の価格が一目で分かる

元気印工場訪問

時代の流れを先取りしたスーパー乗るだけセット
※2016 年 4月 1日より有限会社から株式会社へ変更
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時代の流れを先取りしたスーパー乗るだけセット

株式会社 西自動車商会
沖縄県沖縄市登川2398
TEL098-938-255
FAX098-937-8191

　沖縄県沖縄市にある（株）西自動車

商会（津嘉山修　代表取締役社長）は

昭和49年に創業し、業界の様々な奔流

を経験した後、全国的に広がる個人向

け自動車リースを開発した。現代表であ

る津嘉山修社長は平成9年に西自動車

商会に入社し、11名のスタッフに囲ま

れ、いつしか経営サイドへと関わりを持

つに至った。沖縄県内に3店舗の拠点

を持ちこの程、豊見城市に新店舗をオー

プンさせた。

　「当時は車検と一般整備のみを対象と

した事業形態で、車販はほとんど行って

いませんでした。そんなこともあって、他

社で新車や中古に乗り換えようと、お客

さまがどんどん流出していきました。乗り

換えのお客さまに対して訴求するために

は、やはり販売力をつけなくてはなりま

せん。しかし、車販と一言でいっても、

他社がやっていないことをやらなければ、

生き残ることは出来ません。そこで生み

出されたのが『スーパー乗るだけセット』

なのです」と津嘉山修社長。

　単純に入口を攻めるといっても、他社

の追従や自社が後発であるという穴を埋

めることを考え、現在の成長の原点を生

み出した。

　３つの悪評を克服する

　「リース商品は3つの問題点がありま

す。まず、お客さまにメリットが無いとい

う点、２つ目は仕組みが難解な点、そし

て最後が儲からないという点です。これ

らの問題を克服しなくては販売すること

はおろか、認知していただけません。単

純に他社がやっていないからといって、

個人向けリースの販売を行っていては意

味がありません。『スーパー乗るだけセッ

ト』はこの3つの悪評を完全に克服させ

て世に出すことができました」と津嘉山

社長。

　ユーザーにメリットが無いのは価格的

なメリットやローンとの違い、新車を買

わないという県民性を打破させることで

克服した。具体的には『乗るだけ以外の

料金は毎月の支払いに組み込まれてい

る』という単純明快な毎月の支払い金額

並びに、車検や保険、消耗品といったも

のまで組み込まれていることを説明でき

て初めて克服できたと言える。

　２つ目の難解な仕組みとは、リース商

品そのものの存在であり、車を買いに来

るユーザーにとってはローンとリースの違

いなどは分からないのである。だからこ

そ、『リースを売る』という名目で商談を

進めるのではなく、車の買い方の一つと

して『スーパー乗るだけセット』を提案

している。そして月々〇円という金額に

全てが組み込まれているというシンプル

な料金体系が好評を博した。

　一番の問題点は、多くの整備工場の

共通認識であろう、儲からないという点

である。基本的にリースの仕事を下請け

でやっていては確かに儲かることはない。

工賃も安く、代車代も出ないなど、仕事

はあるが儲からない。実際に法人リース

の仕事を請けていれば分かると思う。し

かしながら、自社で販売し自社で顧客の

管理をすることで、コストの削減と収益

の確保が現実化できたのである。正に名

前の如く顧客は『乗るだけ』という選択

肢を選べるようになった。

　ノウハウゼロで始めたリースの
　仕事は日を重ねるごとに
　成長する

　リリースしてから爆発的に伸びたかと

いうと、やはり時間は掛かったという。

　「リリースして最初の3ヵ月で10台ほ

どの販売が出来ました。その後2年経ち

80台、3年目には250台と増えていき

ました。現在では年間800台の販売を

行っております。必ず自社へ帰ってきて

いただけますので、定期点検や車検時、

保険の更新、代替のタイミングでの接点

を持つなど、他社流出が起きません。リ

リース当時、他社はもちろん全国的にも

少数でありましたので、売り方や提案方

法などは手探りで始まり、現在では

9,000件以上のお客さまに恵まれていま

す」と現在までを振り返る津嘉山社長。

　２代目がやりたい！ 全国に
　広がるスーパー乗るだけセット

　全国127社の会社がスーパー乗るだ

けセットを展開している。月に2回研修

を開いているが、10名以上の参加があ

るとのことだ。現在ではボランタリーチェ

ーンという形となっている。新規加盟希

望者の多くは2代目社長（創業者の息

子さんなど）で、目を輝かせて話を聞き

にくるという。

　「代表者の『やりたい』という方向性

や将来像が固まることで、社員達は付い

てきてくれます。このことが成果の上がる

秘訣だと思います。『スーパー乗るだけセ

ット』の研修会には2代目の息子さんが

よく参加されます。自社に持ち帰って導

入を検討されますが、創業者であるお父

様が納得されることもしばしばあります。

これは次世代に向けた投資として十分理

解され、支持されている証だと考えてい

ます。今後は加盟店を増やす方向性を考

えております。お客さまにとって良いサー

ビスが日本全国に広がることで、この自

動車業界に育てられた恩を返せればと考

えております」と津嘉山社長。

　スーパー乗るだけセットの魅力は単純

明快な価格帯と集客力にあり、自社の基

盤顧客の創造に役立ち、永続企業とな

る最大の武器となりえる。

株式会社 西自動車商会（沖縄県沖縄市）

株式会社 西自動車商会（沖縄県沖縄市）

商談はスムーズに進む

１か月の価格が一目で分かる

元気印工場訪問

時代の流れを先取りしたスーパー乗るだけセット
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　前回、Art Muse代表の吉森梨香代
表にホイールリペアの世界へ足を踏み入
れた経緯を聞き、創業時の苦労や顧客の
創造についてましたが、今回はよりビジ
ネスの深掘りをしてまいります。
 三好　ホイールリペア事業を始めるに当
たってのアドバイスをいただければ。
 吉森　私の場合ですが、認知されるま
で半年は掛かりましたので、やはり準備
期間が必要だと思います。現在月間で
60台の作業を行っており、1日2台の
作業とほとんどフル稼働です（笑）。で
すが、自動車整備工場がサービスメニュ
ーとして内製化するのは良いと思います。
というのも、一番苦労するのは集客の部
分ですので、車検や整備で預かっている
間にオプションで提案出来るからです。
 三好　確かに、お客さまが何らかの形
で来店された際に提案出来るようになれ
ば、枠が広がりますからね。ところで、
1本あたりの単価はどれほどなのですか。
 吉森　大体 1本 2万から3万円です。
お陰様で客層としては高級車のお客さま
が多いので、作業に対して『この作業な

ら10万円でも支払いたい』と言われた
こともあります。このビジネスだけだと最
低でも15台は月間作業しなければ厳し
いと思います。
 三好　確かにホイールリペアや美装だ
けとなると台数の確保や単価のアップが
必要になりますよね。
 吉森　そうですね。単価に関しては高
級車だからといって極端に高くなるわけ
ではないので、作業スペースと時間との
戦いになると思います。ですが、1度作
業を受けたお客さまはリピーターになっ
ていただけるので、2度 3度来られる方
もいます。
 三好　リピート率が高いのは良い商材
の証拠ですね。今後はどのように事業展
開していく予定ですか。
 吉森　まず、現状の作業場から広い店
舗に移って人を増やし教育していくこと
が急務です。お客さまの7割が直需で
3割が下請けなので、出来るだけ直需の
お客さまを増やしていく予定です。
 三好　なるほど、今後に期待ですね。
本日はありがとうございました。

　現在、目標にしていた数値は大幅にク
リアーしており、ホイールリペアビジネス
の好事例といえる。準備期間のことを考
えると数ヶ月でやめてしまう事業所も少
なくないビジネスでもある。しかし、今
後、保有台数が減り一般整備や車検で
は儲けることが出来なくなってくることは
自明の理である。今回のArt Museの
事例はホイールリペアがメイン商材であ
る。コーティングに次ぐ新しいビジネス
チャンスを視野に入れていただければと
思う。

ホイールリペアショップ社長インタビュー後編

やった分だけ儲かる
技術の習得が売上に！

隣の芝生は何色だ？ 特別編

吉森梨香　　三好高史

所　　在　東京都世田谷区砧 4-19-6
電　　話　080-8426-0969
営業時間　9:00 ～ 19:00
定　休　日　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

吉森梨香
代表取締役

株式会社 Art Muse

リペア作業後の状態

作業前のキズ
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廃車買取1,000円アップCU
PO
N

｜ 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 www.sankei-s.com

0120 - 41 - 4543
リサイクルパーツの新時代へ 引取りは岩手県内に限ります

岩手県内全域引取り可能

リサイクルパーツ・リビルドパーツ・廃車買取

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

リサイクルパーツのお問い合わせは

サンケイ商会

新規のお客様に粗品を進呈（車両買取、部品販売）CU
PO
N

｜ リサイクルパーツ販売／廃車 ｜

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 www.is-sogo.com

0220 - 21 - 5153

0220 - 22 - 2532
自然にやさしく、地域に優しく、人にやさしく

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CU
PO
N

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 ｜

CU
PO
N

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 www.ngp.gr.jp/k101

0120 - 16 - 6969

0166 - 49 - 2020
環境にやさしく、お客様に喜んで頂ける企業を目指します

旭川市シンボルキャラクター

環境 ISO14001認証取得
品質 ISO9001認証取得

CU
PO
N

廃車引き取り１台につき心ばかりの粗品プレゼント

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

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 naproearth.co.jp

024 - 573 - 8091

024 - 573 - 8092
ワクワクくるくるリサイクル

最新車種から旧車まで対応可能
早い対応が自慢の

部品お問い合わせはナプロまで

お買い得クーポン
クーポンの有効期限は

平成 28 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。

CU
PO
N

特製LEDペンライト1本進呈！！

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

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

0120 - 727 - 969

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

｜ 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500円引き

www.yupic.co.jp

03 - 3736 - 0431

03 - 3736 - 1301
車の社会環境を考える

CU
PO
N

｜ 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

廃車引き取り1台につき心ばかりの粗品を進呈

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

CU
PO
N

｜ 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！

CU
PO
N

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

株式会社 桃太郎部品
▶ 岡山県岡山市北区今保577

廃車１台につき農薬不使用 天晴桃太郎パパイヤ茶 進呈

www.momo-parts.jp

086 - 241 - 5678

086 - 246 - 2322
リサイクルパーツ全品保証付で安心。

CU
PO
N

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

どんな車でも買い取りリサイクルパーツ販売

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 ｜

株式会社 アートパーツ長野
▶ 長野県松本市島立1132-21

ビスカスカップリング500円引き

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

CU
PO
N

株式会社 ラ・テール

▶ 京都府京都市南区上鳥羽南苗代町5-1

お気軽にお問い合わせ下さい 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。

リサイクル／リビルドパーツ販売・廃車買取

TEL 075-681-3431
FAX 075-692-2090
URL www.la-terre.jp
EML info@la-terre.jp

La terre co., ltd.

京都

クーポンの有効期限は平成 28 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。

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

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

自動車アフターマーケット 業界人の必携書

予約特価
※5月10日まで 2,000円（税込み）

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　全国市区郡別自動車台数・整備工場数※

予
約
受
付
中
！

＜収録内容＞

※弊社独自調査
　のデータ

マイナンバー制度は知らなかったでは済まされません！
もしもナンバーを流出させてしまったら？運用にあたっての注意点・必要最低限のやらなければ
ならないことを簡単解説。担当者必読の一冊

簡単解説

自動車整備業・中小企業が対応すべきこと

これだけやれば大丈夫

マイナンバー簡単
監 修：税理士 笹川朝子

A５版／本文約 30 頁　価格：　　　　　円／ 1冊（税込・送料別）300

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
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！

これだけやれば大丈夫
マイナンバー簡単

自動車整備業・中小企業が対応すべきこと

・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

point!
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｜ リサイクルパーツ販売／車買取／レンタカー ｜

有限会社 マスターズ
▶ 愛媛県松山市中野町甲923番地 masters-coltd.com

089 - 960 - 8382

089 - 960 - 8386
リサイクル部品で地域社会に貢献

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

CU
PO
N

軽四やワンボックスなど
格安にてお貸しします！
軽四やワンボックスなど
格安にてお貸しします！

部品注文は専門スタッフが敏速に対応します。
不動車・中古車買取りします。見積もり無料

レンタカー

お買い得クーポン
エンジン1年保証／その他の機能部品も保証付きです

｜ リサイクルパーツ販売 ｜

有限会社 尼岡産業
▶ 福岡県北九州市若松区響町1-62-19

PCクリヤー500円引きで販売

www.amaoka.net

093 - 751 - 4182

093 - 751 - 8484
「３つのＲ」で環境社会に貢献します

CU
PO
N

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

株式会社 エイ・ティ・エム
▶ 福岡県京都郡苅田町鳥越町1-50

廃車買取1台につき焼酎1本プレゼント

www.parts-atm.com

093 - 435 - 2082

093 - 435 - 2078
確かな技術で高品質なリサイクルパーツを提供

CU
PO
N

北九州・苅田・行橋地区
廃車買取／リサイクルパーツ販売

PC クリヤー
ヘッドライト専用 環境配慮型特殊塗料

約2～ 3年
Durability

徹底的にこだわり、実現したのはその耐久性。
一度の施工で約 2～ 3 年の脅威の耐久性を実
現しました。ぜひ一度体感してください。※注

 ① 耐 久 性 作業時間 約45分
Low cost

ヘッドライト交換ではなく、PCクリヤーの施工で
コストを大幅に削減できます。 作業時間も短時
間です。 もちろん、価格設定にもこだわりました。

② 経 済 的

照度アップ
Safety

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。

③ 安 全 性 VOC削減
Ecology

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。

④ 環境配慮

クーポンの有効期限は平成 28 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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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

▶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）

まかせて安心

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！

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

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。

カズイ
金太郎

雄星 修先生 www.yatsuzuka.jp

TEL：089-985-0111　FAX：089-960-3020

人が集い部品が集う

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

▶車買取 ▶リサイクルパーツ販売・買取

株式会社 愛媛県伊予郡松前町徳丸 233-4ヤツヅカ電話・ファックスするなら 今でしょ！！！

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

http://altlife.jp
Website : 

株式会社オルタライフ

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 >

コンサルティングサービス
で新設しませんか？

業界初の設備投資最適化業界初の設備投資最適化

定価 100,000円定価 100,000円設備最適化コンサルティング
報告書付き

※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。 048-449-6570

お気軽にお問い合わせください。

オルタ
ライフ

の設備
投資支

援サー
ビス

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。

工場のレイアウト決定工場のレイアウト決定
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。

アフターフォローの徹底アフターフォローの徹底
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。

機材購入サポート機材購入サポート

ANSWER

NEEDS.1

ANSWER

NEEDS.2

ANSWER

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。

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。

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。



■
 発
行
人
／
入
村
健
二
郎
　
 ■
 発
行
／
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
N
Sビ

ル
5F

■
 TEL 03-5713-7603　

FA
X
 03-5713-7607　

U
RL w

w
w
.seibikai.co.jp　

EM
A
IL info@

seibikai.co.jp
¥0 FREE PA

PER
［

 せ
い
び
界

 ］  
ISSN

 0285-5569
平
成

28
年

5
月
号
（
毎
月

25
日
発
行
）
平
成

28
年

4
月

25
日
発
行
／
通
巻

604
号
（
第

47
巻
・
第

5
号
）


