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匠の技が光る下町の老舗・半世紀を
地元と共に生きる

　東京都足立区梅田、東京の下町情緒
が溢れる住宅街の一角に今回お邪魔する
榮自動車工業所はある。創業55年の歴
史を持ち、現在では一般整備、車検、車
販、鈑金そして保険までも自社で行う。創
業時は鈑金塗装を主体としており、整備は
社内外注という形を取っていた。
　「昔はディーラーの下請けを受けていた
のですが、内製化が進み、目減りしていき
ました。それに呼応するかのように、法人
のお客さまも減っていきました。栄枯盛衰
はどの会社にもあると思いますが、一時は
40名を超える社員が社内にいたことを覚
えています。現在ではメカニック3名、鈑
金１名、事務２名と私の計7名となってお
ります。地元のお客さまに支えられており、
同業者には鈑金塗装の下請け先としても
重宝されています。私自身の仕事は一言で
いうと『全部』ですが、元々がメカニック上
がりですので、メカニックや鈑金塗装など
にも指示命令を出します。ですが、基本的
には現場に任せ、仕事を頂いてくるのがメ
インの仕事だと考えております。私が現場
に入ってしまうと社員もプレッシャーを感じ
ますから」と渋谷哲彦社長。ディーラーで
修行を積み、父親の経営する榮自動車工
業所へ入社した渋谷社長。入社時には整
備の技術、知識を存分に活かし、これまで
社内外注だった整備を内製化した。現在
は仕事の切り盛りを社長が務め、作業は
現場に任せるという信頼関係が光る。

クルマに対する不安をどう見るか

　「今後、ハイブリッドカーが増えていくこ
とは当然です。そうなると整備や点検する
項目も減り、整備工賃等も減ってしまいま
す。それに対応するために勉強や技術の習
得も必要です。当たり前のことなのですが、
これから先、どうやって生き残っていくかを
しっかりと考えなければいけませんし、仕
事も効率良くやらなければいけませんし、
お客さま一人ひとり大切にしていく必要が
あります」と、1人の経営者として危機感を
抱く渋谷社長は、整備振興会の支部長を
務めるなど、足立支部の顔役でもある。

1人分以上の仕事をするMOTORJIM

　そんな忙しい身をフォローするのが
MOTORJIMである。
　「実はベースシステムとは20年来のお付
き合いをしていまして、システムのバージョ
ンアップも今回で4回目になります。システ
ムを上手に使えば本当に一人分以上の働
きをしますので、効率の良い仕事が出来、
とても助かっています。助かるといえば、ベ
ースシステムの対応、レスポンスの早さに
はいつも助かっています。何か欲しい時、
システム上で分からない時などもすぐに対
応してくれるので、MOTORJIM共々頼っ
ています」と渋谷社長。
　個人客70％：法人客30％という顧客
比率の榮自動車の顧客対応を陰から支え
るMOTORJIM。使い勝手の良さをしみじ
みと語る渋谷社長は人一人分以上の仕事
をすると導入時から惚れ込んでいる。
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磯部理事長挨拶

　お客様（カーユーザー）、損害保険会
社、組合員工場のトリプルプロフィット
（三者間利益）を追求する、車体整備業
におけるプロ集団のネットワークである
BSサミット事業協同組合（磯部君男理
事長）は、去る7月11日、12日の2日
間に亘って2016年　全国大会をANA
インターコンチネンタルホテル東京にて
開催した。
　近年の車には様々な素材が使われてい
る上に、車載コンピューターのネットワ
ークが張り巡らされるなど、車体整備業
こそ最新情報が求められている。今回の
特集では大会を通じて、同組合の取り組
みについて紹介する。

　昨年のDRP入庫台数は、89,807
台、金額ベースですと163億3,452万
9,000円となっております。一方、ロー
ドサービス取扱台数ですが、357,679
台、金額ベースで見ると52億6,145万

8,090円となっております。
　驚くことに5年後の2020年、若者の
車離れ、カーシェアリングやITを主導と
したタクシー配車システムのムーバなど、
自動車社会の構造変化を受けて、国内
自動車販売市場は400万台にまで縮小
するとのシミュレーションもございます。
　既に一部の自動車メーカーでは、これ
らを想定した中長期的な事業戦略を検
討しています。一方、自動運転や自動ブ
レーキ、コネクテッドカーなど、次世代
自動車については、徐々に納入車両も増
えてきておりますが、いよいよ来年発売
予定の日産の新型セレナは、高速道路
限定の自動運転仕様の車両を発売する
ようです。
　徐々にではありますが、各自動車メー
カーの次世代自動車の位置付けもはっき
りしてまいります。このような予想を上回
る変化に、車体整備業界は過去の延長
線上で自社企業戦略を考えるのではな
く、時代は変わっており、新たな視点で
将来を見据えないと、経営判断を誤るこ

とになります。
　BSサミットの
2016年度事業
戦略は厳しい内
容となりますが、
私は先を見た経
営に早くシフトし
た企業は必ず強くなり、生き残るという
信念を持っており、企業体質の強いエク
セレント車体整備工場を進展してまいり
たいと考えております。
　BSサミット事業協同組合は、組合員
工場全社生き残りを賭け、次世代車体
整備工場とすべく、基本3本柱を立て、
チャレンジしてまいります。

事業戦略1 
世界基準の車体整備工場となる

　BSサミット事業協同組合としてのアイ
デンティティとは、すべての組合員工場
がエクセレント車体整備工場となること
です。

　これまでの業界基準の工場から脱却
し、世界基準の車体整備工場を目指し、
活動してまいります。ある意味で車体整
備業界維新となりそうです。
　具体的にBSサミットは、すべての組
合員工場がエクセレント車体整備工場基
準認定を受け、テュフ認定工場となり、
車体修理技術№1となります。
　2年前より進めてきた「BSエクセレン
ト車体整備工場」の具現化として、世界
的に車体整備工場認定第三者機関とし
て定評のある、テュフ　ラインランド　
ジャパン㈱さまに工場認定業務を委託
し、エクセレント車体整備工場の認定業
務を進めてまいります。
　「世界基準の車体整備工場」達成ステ
ップについてですが、まずはエクセレント
車体整備工場の体制作りに専念してい
き、さらに次のステップとして「テュフ基
準認定工場」取得のツースステップ取得
とし、所定の要件を満たした工場には、
いずれもステップごとにテュフ社の認定
証を発行いたします。狙い所として世界

基準の車体整備工場となり、わが国の
同業他組織を凌駕することを目指してま
いります。

事業戦略2 
次世代工場にふさわしい経営力のある
車体整備工場となる

　BSサミット事業協同組合は「エクセ
レント車体整備工場基準」をアイデンテ
ィティとして、最高の車体修理品質の提
供を展開し、引き続き車体整備業界のリ
ーディング集団として活動し、「次世代に
ふさわしい経営力のある車体整備工場」
を目指し、活動してまいります。
　活動を進めるに当たり、経営スタイル
をこれまでのどんぶり勘定の結果経営か
ら脱却し、計画経営へのシフトを進めて
おります。
　そのツールとして、「経営マネジメント
システム」を駆使しながら、次世代自動
車時代に即した経営管理を展開しており
ます。

事業戦略3 
日本版DRPの再構築となる車体整備業
ビジネスモデル化を目指す

　BSサミットは、わが国にDRPを先駆
け導入して20年の実績がございますが、
これを節目に新しい日本版DRPの再構
築を目指してまいります。
　これまで私は、機会あるごとに海外視
察を重ねてまいりました。視察してみま
すと、わが国と異なることも数多く認識
してまいりました。
　本来、自動車保険を適用した事故車
修理業務はどうあるべきかを含め、次世
代車体整備工場のあり方についても模索
してまいりたいと考えております。
　世界基準の車体整備工場、日本版
DRPのさらなる進化を目指すBSサミッ
トとしては、まず当面はエクセレント車体
整備工場基準達成を目指してまいりま
す。さらに海外車体整備工場との乖離利
益額（年間平均387万ドル）について、
格差圧縮を目指してまいります。

生き残りを賭け全社エクセレント車体整備工場化を目指す！
2016年 BSサミット事業協同組合全国大会 特集

（抜粋）
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フロント教育委員会
奥谷丈輝委員長

　2015年度、フロント教育委員会は新
たに、CSグレード「マスター」研修と
題して、フロントで活躍するスタッフのス
キルをブラッシュアップする研修をスター
トした。
　今後のフロント教育の方向性について
は、各損害保険会社やアシスタンス会社
からの紹介客に対する接客スキルの向上
を目指したCSプログラム、顧客との生
涯取引を目指したセミナー、これらのス
キルを現状のマーケット動向に合わせ、
実践集団としての成果に結びつける時期
に来たとしている。
　顧客との継続取引が可能となる商品・
サービスの獲得に向けて、その接客スキ
ルを活かすプログラムを展開する。車検
プログラム・保険プログラム・車両買取
販売プログラムの3つであり、これらの
商品・サービスを獲得できるフロントス
タッフを育成する。
　将来に向かって成果を上げるための仕
組みとして、フロント教育で培ったスキ
ルを活用し、これら3つの新プログラム
の成果を向上させることによって、フロ

ントスタッフのモチベーションの向上と負
荷の低減の両立を目指すと共に、「コー
ルセンター」、「保険代理店」、「表彰制
度」の3つの仕組みについても検討する
構えだ。

技術教育委員会
駒場豊委員長

　2015年度に技術教育委員会で注力
したのは、アルミパネルの修理について
である。あいおいニッセイ同和自動車研
究所の協力により座学研修を行い、㈱ケ
ンテックス（菊地研三会長）の協力によ
ってアルミ外板パネル修正実技研修を全
国各地で行った。業界でいち早く取り組
んだのがBSサミットであり、ディーラー
内製化工場でも修理できずに交換してい
たアルミパネルを同組合員工場が積極的
に修理することにより、損害保険会社各
社のロス率改善に貢献した。
　合わせて保険会社に対しては、修理
工場の選定基準を「安く直せる所」では
なくて、「正確に直せる所」としていただ
きたいと呼びかけた。
　技術教育委員会は2016年度、「車体
整備を科学する」をテーマに技術研修を

展開していく。これからますます増える
であろう自動ブレーキ装着車、これから
発売される自動運転車など、従来の車
体整備知識・技術では次世代の車体整
備は不可能であると訴えている。
　しかし、BSサミットが目指す、エクセ
レント車体整備工場は、次世代自動車の
先進安全予防技術に対応できる工場とし
ているので、1社でも多くのエクセレント
車体整備工場の誕生が待たれる。

販売促進委員会
近藤英男委員長

　2015年度は自動車リサイクルパーツ
の一括見積システム「BSサミット　ダイ
レクトオーダー」の推進を第一に活動し
てきた販売促進委員会。その結果、組
合員の導入率は100%となり、現場フ
ロントマンからは「手間がかからず簡単
で便利だ」と好評を得ており、業務効率
の改善、お客さまへのCS向上等、多大
なメリットを生んでいる。
　100%の導入が実現できたことで、リ
サイクルパーツの使用量の集計も可能に
なり、実際の使用量は集計開始以来、
14ヶ月連続で月間1万点を超えるとい

う大きな成果も生み出した。2016年度
も記録の更新を目指している。
　2016年8月1日より「BSサミットモ
ール」の運用を開始した。BSサミット
モールとは、BSサミット組合員と協賛
会社を多面的に繋ぐシステムである。協
賛会社の多岐に渡る商材をアピールし、
組合員と商談をする場である。
　商品やセミナーを組合員が探す際に、
写真や文字の説明はもちろん、PDFな
どの資料で詳細情報を確認でき、動画
にて実際の動きやポイントなども確認で
きるようになっている。これによって今ま
で伝わりにくかった点も解消され、今ま
で以上に活発な商談が行われることを期
待している。

業界問題委員会
熊本匡史委員長

　業界問題委員会ではBSサミット組合
員に対して、「経営マネジメントシステム」
の導入を進めている。同システムは、パ
ソコン及びインターネットを活用したクラ
ウドシステムで、「損害保険会社や入庫
客に対する進捗情報公開」、「入庫から
納車までの日数」、「いわゆるサイクルタイ

ムの管理、売上に対する原価管理、指
数に対する作業時間管理などを一括管
理できる。
　作業時間を1件1件精査し、1台の
修理に時間がかかり過ぎた場合は、な
ぜ時間がかかってしまったのか？が検証
でき、次の作業時には作業時間超過が
発生しないよう歯止め策を講じることも
可能となっている。
　原価管理ができるということは、「売上
－必要な利益＝原価」という式が理解
できるということで、計画経営が実践で
きるということを意味している。いわば、
自社の利益を「偶然の利益」から「必
然の利益」へと変革できるということで
ある。
　同システムは車体整備業のスタンダー
ドとなるべく導入を進めると同時に、デ
ュフインランドジャパンの認定要件にも
同システムの導入が含まれており、第三
者機関からも必要なシステムであると認
知されている。

ロードサービス委員会
森松和博委員長

　2015年度のロードサービス出動件数

は35万7,679件と、自動車保険の料
率改定の影響によるDRP入庫台数が減
少する中で、実績が拡大し続けている。
　また、委員会活動のキーワードは
「教育」、「研修」、「資格」、「設備」で、
このうち「教育」・「研修」については、
組合員の時間的・金銭的負担を考慮し、
昨年12月より動画研修を採用。現在、
14本の動画をインターネット上で公開し
ている。アシスタンス会社に寄せられる
苦情で最も多い「作業中の車両損傷」
にも対応している。
　「資格」については、一般社団法人自
動車救援士協会主催の研修と認定試験
の受講を組合員に対して積極的に推奨
し、2015年度までで90社・約170名
の資格取得者が誕生した。
　「設備」については、協賛会社の協力
により、レッカー車・積載車の導入提案
を図り、組合員の増車・更新需要に活
用されている。
　2016年度は昨年度に引き続き、自動
車救援士の資格取得を啓蒙し、組合員
各社に最低1名以上の自動車救援士が
在籍し、教育や研修の記録を残し、品
質による他社との差別化を図ることを目
的としている。

　お客様（カーユーザー）、損害保険会
社、組合員工場のトリプルプロフィット
（三者間利益）を追求する、車体整備業
におけるプロ集団のネットワークである
BSサミット事業協同組合（磯部君男理
事長）は、去る7月11日、12日の2日
間に亘って2016年　全国大会をANA
インターコンチネンタルホテル東京にて
開催した。
　近年の車には様々な素材が使われてい
る上に、車載コンピューターのネットワ
ークが張り巡らされるなど、車体整備業
こそ最新情報が求められている。今回の
特集では大会を通じて、同組合の取り組
みについて紹介する。

　昨年のDRP入庫台数は、89,807
台、金額ベースですと163億3,452万
9,000円となっております。一方、ロー
ドサービス取扱台数ですが、357,679
台、金額ベースで見ると52億6,145万

8,090円となっております。
　驚くことに5年後の2020年、若者の
車離れ、カーシェアリングやITを主導と
したタクシー配車システムのムーバなど、
自動車社会の構造変化を受けて、国内
自動車販売市場は400万台にまで縮小
するとのシミュレーションもございます。
　既に一部の自動車メーカーでは、これ
らを想定した中長期的な事業戦略を検
討しています。一方、自動運転や自動ブ
レーキ、コネクテッドカーなど、次世代
自動車については、徐々に納入車両も増
えてきておりますが、いよいよ来年発売
予定の日産の新型セレナは、高速道路
限定の自動運転仕様の車両を発売する
ようです。
　徐々にではありますが、各自動車メー
カーの次世代自動車の位置付けもはっき
りしてまいります。このような予想を上回
る変化に、車体整備業界は過去の延長
線上で自社企業戦略を考えるのではな
く、時代は変わっており、新たな視点で
将来を見据えないと、経営判断を誤るこ

とになります。
　BSサミットの
2016年度事業
戦略は厳しい内
容となりますが、
私は先を見た経
営に早くシフトし
た企業は必ず強くなり、生き残るという
信念を持っており、企業体質の強いエク
セレント車体整備工場を進展してまいり
たいと考えております。
　BSサミット事業協同組合は、組合員
工場全社生き残りを賭け、次世代車体
整備工場とすべく、基本3本柱を立て、
チャレンジしてまいります。

事業戦略1 
世界基準の車体整備工場となる

　BSサミット事業協同組合としてのアイ
デンティティとは、すべての組合員工場
がエクセレント車体整備工場となること
です。

　これまでの業界基準の工場から脱却
し、世界基準の車体整備工場を目指し、
活動してまいります。ある意味で車体整
備業界維新となりそうです。
　具体的にBSサミットは、すべての組
合員工場がエクセレント車体整備工場基
準認定を受け、テュフ認定工場となり、
車体修理技術№1となります。
　2年前より進めてきた「BSエクセレン
ト車体整備工場」の具現化として、世界
的に車体整備工場認定第三者機関とし
て定評のある、テュフ　ラインランド　
ジャパン㈱さまに工場認定業務を委託
し、エクセレント車体整備工場の認定業
務を進めてまいります。
　「世界基準の車体整備工場」達成ステ
ップについてですが、まずはエクセレント
車体整備工場の体制作りに専念してい
き、さらに次のステップとして「テュフ基
準認定工場」取得のツースステップ取得
とし、所定の要件を満たした工場には、
いずれもステップごとにテュフ社の認定
証を発行いたします。狙い所として世界

基準の車体整備工場となり、わが国の
同業他組織を凌駕することを目指してま
いります。

事業戦略2 
次世代工場にふさわしい経営力のある
車体整備工場となる

　BSサミット事業協同組合は「エクセ
レント車体整備工場基準」をアイデンテ
ィティとして、最高の車体修理品質の提
供を展開し、引き続き車体整備業界のリ
ーディング集団として活動し、「次世代に
ふさわしい経営力のある車体整備工場」
を目指し、活動してまいります。
　活動を進めるに当たり、経営スタイル
をこれまでのどんぶり勘定の結果経営か
ら脱却し、計画経営へのシフトを進めて
おります。
　そのツールとして、「経営マネジメント
システム」を駆使しながら、次世代自動
車時代に即した経営管理を展開しており
ます。

事業戦略3 
日本版DRPの再構築となる車体整備業
ビジネスモデル化を目指す

　BSサミットは、わが国にDRPを先駆
け導入して20年の実績がございますが、
これを節目に新しい日本版DRPの再構
築を目指してまいります。
　これまで私は、機会あるごとに海外視
察を重ねてまいりました。視察してみま
すと、わが国と異なることも数多く認識
してまいりました。
　本来、自動車保険を適用した事故車
修理業務はどうあるべきかを含め、次世
代車体整備工場のあり方についても模索
してまいりたいと考えております。
　世界基準の車体整備工場、日本版
DRPのさらなる進化を目指すBSサミッ
トとしては、まず当面はエクセレント車体
整備工場基準達成を目指してまいりま
す。さらに海外車体整備工場との乖離利
益額（年間平均387万ドル）について、
格差圧縮を目指してまいります。

これまでのフロント教育

今まで培ってきたフロント研修のスキル
CSグレード研修

ビジネスマナー 接客応対 クレーム対応

生涯顧客化
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本

成 果

どのように展開するのか?

❷ 実践集団としての「成果」
❶ 現状のマーケット動向

現状の認識

現状で認識すべき項目

既存ビジネスの収益が大幅に減少

人口構成の変化 車販の減少 競争激化保有の長期化
次世代自動車 整備機会の減少 事故減少車のダウンサイジング

トータルサービス化

アフター事業者
として取り組む
トータルサービス化

生　涯
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車両販売

鈑金塗装

ロード
サービス 自動車保険

車　　検

2016年度 技術教育委員会予定事業

① スキャンツール研修応用編の開催
② 新人研修の開催
③ パネルテンショナー研修の開催
④ デントリペア研修の開催
⑤ 塗装研修の開催
⑥ 事故車見積もり研修の開催

活動発表

「教育」　「研修」
「資格」　「設備」

2015年度のキーワードは

フロント教育委員会のプレゼンテーション資料

技術教育委員会のプレゼンテーション資料

マネジメントシステム概要

「損害保険会社様やお客様へ対する進捗情報公開」
「入庫から納車までの日数＝サイクルタイムの管理」

「売上に対する原価管理」
「指数に対する作業時間管理」

業界問題委員会のプレゼンテーション資料

2016年度活動計画

全組合員へ鮮度の良い情報をいち早く伝達
協賛会社様の多様な商材のアピール及び商談の場

始　動
「BSサミットモール」

販売促進委員会のプレゼンテーション資料

ロードサービス委員会のプレゼンテーション資料

2016年 BSサミット事業協同組合全国大会 特集 生き残りを賭け全社エクセレント車体整備工場化を目指す！
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フロント教育委員会
奥谷丈輝委員長

　2015年度、フロント教育委員会は新
たに、CSグレード「マスター」研修と
題して、フロントで活躍するスタッフのス
キルをブラッシュアップする研修をスター
トした。
　今後のフロント教育の方向性について
は、各損害保険会社やアシスタンス会社
からの紹介客に対する接客スキルの向上
を目指したCSプログラム、顧客との生
涯取引を目指したセミナー、これらのス
キルを現状のマーケット動向に合わせ、
実践集団としての成果に結びつける時期
に来たとしている。
　顧客との継続取引が可能となる商品・
サービスの獲得に向けて、その接客スキ
ルを活かすプログラムを展開する。車検
プログラム・保険プログラム・車両買取
販売プログラムの3つであり、これらの
商品・サービスを獲得できるフロントス
タッフを育成する。
　将来に向かって成果を上げるための仕
組みとして、フロント教育で培ったスキ
ルを活用し、これら3つの新プログラム
の成果を向上させることによって、フロ

ントスタッフのモチベーションの向上と負
荷の低減の両立を目指すと共に、「コー
ルセンター」、「保険代理店」、「表彰制
度」の3つの仕組みについても検討する
構えだ。

技術教育委員会
駒場豊委員長

　2015年度に技術教育委員会で注力
したのは、アルミパネルの修理について
である。あいおいニッセイ同和自動車研
究所の協力により座学研修を行い、㈱ケ
ンテックス（菊地研三会長）の協力によ
ってアルミ外板パネル修正実技研修を全
国各地で行った。業界でいち早く取り組
んだのがBSサミットであり、ディーラー
内製化工場でも修理できずに交換してい
たアルミパネルを同組合員工場が積極的
に修理することにより、損害保険会社各
社のロス率改善に貢献した。
　合わせて保険会社に対しては、修理
工場の選定基準を「安く直せる所」では
なくて、「正確に直せる所」としていただ
きたいと呼びかけた。
　技術教育委員会は2016年度、「車体
整備を科学する」をテーマに技術研修を

展開していく。これからますます増える
であろう自動ブレーキ装着車、これから
発売される自動運転車など、従来の車
体整備知識・技術では次世代の車体整
備は不可能であると訴えている。
　しかし、BSサミットが目指す、エクセ
レント車体整備工場は、次世代自動車の
先進安全予防技術に対応できる工場とし
ているので、1社でも多くのエクセレント
車体整備工場の誕生が待たれる。

販売促進委員会
近藤英男委員長

　2015年度は自動車リサイクルパーツ
の一括見積システム「BSサミット　ダイ
レクトオーダー」の推進を第一に活動し
てきた販売促進委員会。その結果、組
合員の導入率は100%となり、現場フ
ロントマンからは「手間がかからず簡単
で便利だ」と好評を得ており、業務効率
の改善、お客さまへのCS向上等、多大
なメリットを生んでいる。
　100%の導入が実現できたことで、リ
サイクルパーツの使用量の集計も可能に
なり、実際の使用量は集計開始以来、
14ヶ月連続で月間1万点を超えるとい

う大きな成果も生み出した。2016年度
も記録の更新を目指している。
　2016年8月1日より「BSサミットモ
ール」の運用を開始した。BSサミット
モールとは、BSサミット組合員と協賛
会社を多面的に繋ぐシステムである。協
賛会社の多岐に渡る商材をアピールし、
組合員と商談をする場である。
　商品やセミナーを組合員が探す際に、
写真や文字の説明はもちろん、PDFな
どの資料で詳細情報を確認でき、動画
にて実際の動きやポイントなども確認で
きるようになっている。これによって今ま
で伝わりにくかった点も解消され、今ま
で以上に活発な商談が行われることを期
待している。

業界問題委員会
熊本匡史委員長

　業界問題委員会ではBSサミット組合
員に対して、「経営マネジメントシステム」
の導入を進めている。同システムは、パ
ソコン及びインターネットを活用したクラ
ウドシステムで、「損害保険会社や入庫
客に対する進捗情報公開」、「入庫から
納車までの日数」、「いわゆるサイクルタイ

ムの管理、売上に対する原価管理、指
数に対する作業時間管理などを一括管
理できる。
　作業時間を1件1件精査し、1台の
修理に時間がかかり過ぎた場合は、な
ぜ時間がかかってしまったのか？が検証
でき、次の作業時には作業時間超過が
発生しないよう歯止め策を講じることも
可能となっている。
　原価管理ができるということは、「売上
－必要な利益＝原価」という式が理解
できるということで、計画経営が実践で
きるということを意味している。いわば、
自社の利益を「偶然の利益」から「必
然の利益」へと変革できるということで
ある。
　同システムは車体整備業のスタンダー
ドとなるべく導入を進めると同時に、デ
ュフインランドジャパンの認定要件にも
同システムの導入が含まれており、第三
者機関からも必要なシステムであると認
知されている。

ロードサービス委員会
森松和博委員長

　2015年度のロードサービス出動件数

は35万7,679件と、自動車保険の料
率改定の影響によるDRP入庫台数が減
少する中で、実績が拡大し続けている。
　また、委員会活動のキーワードは
「教育」、「研修」、「資格」、「設備」で、
このうち「教育」・「研修」については、
組合員の時間的・金銭的負担を考慮し、
昨年12月より動画研修を採用。現在、
14本の動画をインターネット上で公開し
ている。アシスタンス会社に寄せられる
苦情で最も多い「作業中の車両損傷」
にも対応している。
　「資格」については、一般社団法人自
動車救援士協会主催の研修と認定試験
の受講を組合員に対して積極的に推奨
し、2015年度までで90社・約170名
の資格取得者が誕生した。
　「設備」については、協賛会社の協力
により、レッカー車・積載車の導入提案
を図り、組合員の増車・更新需要に活
用されている。
　2016年度は昨年度に引き続き、自動
車救援士の資格取得を啓蒙し、組合員
各社に最低1名以上の自動車救援士が
在籍し、教育や研修の記録を残し、品
質による他社との差別化を図ることを目
的としている。

　お客様（カーユーザー）、損害保険会
社、組合員工場のトリプルプロフィット
（三者間利益）を追求する、車体整備業
におけるプロ集団のネットワークである
BSサミット事業協同組合（磯部君男理
事長）は、去る7月11日、12日の2日
間に亘って2016年　全国大会をANA
インターコンチネンタルホテル東京にて
開催した。
　近年の車には様々な素材が使われてい
る上に、車載コンピューターのネットワ
ークが張り巡らされるなど、車体整備業
こそ最新情報が求められている。今回の
特集では大会を通じて、同組合の取り組
みについて紹介する。

　昨年のDRP入庫台数は、89,807
台、金額ベースですと163億3,452万
9,000円となっております。一方、ロー
ドサービス取扱台数ですが、357,679
台、金額ベースで見ると52億6,145万

8,090円となっております。
　驚くことに5年後の2020年、若者の
車離れ、カーシェアリングやITを主導と
したタクシー配車システムのムーバなど、
自動車社会の構造変化を受けて、国内
自動車販売市場は400万台にまで縮小
するとのシミュレーションもございます。
　既に一部の自動車メーカーでは、これ
らを想定した中長期的な事業戦略を検
討しています。一方、自動運転や自動ブ
レーキ、コネクテッドカーなど、次世代
自動車については、徐々に納入車両も増
えてきておりますが、いよいよ来年発売
予定の日産の新型セレナは、高速道路
限定の自動運転仕様の車両を発売する
ようです。
　徐々にではありますが、各自動車メー
カーの次世代自動車の位置付けもはっき
りしてまいります。このような予想を上回
る変化に、車体整備業界は過去の延長
線上で自社企業戦略を考えるのではな
く、時代は変わっており、新たな視点で
将来を見据えないと、経営判断を誤るこ

とになります。
　BSサミットの
2016年度事業
戦略は厳しい内
容となりますが、
私は先を見た経
営に早くシフトし
た企業は必ず強くなり、生き残るという
信念を持っており、企業体質の強いエク
セレント車体整備工場を進展してまいり
たいと考えております。
　BSサミット事業協同組合は、組合員
工場全社生き残りを賭け、次世代車体
整備工場とすべく、基本3本柱を立て、
チャレンジしてまいります。

事業戦略1 
世界基準の車体整備工場となる

　BSサミット事業協同組合としてのアイ
デンティティとは、すべての組合員工場
がエクセレント車体整備工場となること
です。

　これまでの業界基準の工場から脱却
し、世界基準の車体整備工場を目指し、
活動してまいります。ある意味で車体整
備業界維新となりそうです。
　具体的にBSサミットは、すべての組
合員工場がエクセレント車体整備工場基
準認定を受け、テュフ認定工場となり、
車体修理技術№1となります。
　2年前より進めてきた「BSエクセレン
ト車体整備工場」の具現化として、世界
的に車体整備工場認定第三者機関とし
て定評のある、テュフ　ラインランド　
ジャパン㈱さまに工場認定業務を委託
し、エクセレント車体整備工場の認定業
務を進めてまいります。
　「世界基準の車体整備工場」達成ステ
ップについてですが、まずはエクセレント
車体整備工場の体制作りに専念してい
き、さらに次のステップとして「テュフ基
準認定工場」取得のツースステップ取得
とし、所定の要件を満たした工場には、
いずれもステップごとにテュフ社の認定
証を発行いたします。狙い所として世界

基準の車体整備工場となり、わが国の
同業他組織を凌駕することを目指してま
いります。

事業戦略2 
次世代工場にふさわしい経営力のある
車体整備工場となる

　BSサミット事業協同組合は「エクセ
レント車体整備工場基準」をアイデンテ
ィティとして、最高の車体修理品質の提
供を展開し、引き続き車体整備業界のリ
ーディング集団として活動し、「次世代に
ふさわしい経営力のある車体整備工場」
を目指し、活動してまいります。
　活動を進めるに当たり、経営スタイル
をこれまでのどんぶり勘定の結果経営か
ら脱却し、計画経営へのシフトを進めて
おります。
　そのツールとして、「経営マネジメント
システム」を駆使しながら、次世代自動
車時代に即した経営管理を展開しており
ます。

事業戦略3 
日本版DRPの再構築となる車体整備業
ビジネスモデル化を目指す

　BSサミットは、わが国にDRPを先駆
け導入して20年の実績がございますが、
これを節目に新しい日本版DRPの再構
築を目指してまいります。
　これまで私は、機会あるごとに海外視
察を重ねてまいりました。視察してみま
すと、わが国と異なることも数多く認識
してまいりました。
　本来、自動車保険を適用した事故車
修理業務はどうあるべきかを含め、次世
代車体整備工場のあり方についても模索
してまいりたいと考えております。
　世界基準の車体整備工場、日本版
DRPのさらなる進化を目指すBSサミッ
トとしては、まず当面はエクセレント車体
整備工場基準達成を目指してまいりま
す。さらに海外車体整備工場との乖離利
益額（年間平均387万ドル）について、
格差圧縮を目指してまいります。

これまでのフロント教育

今まで培ってきたフロント研修のスキル
CSグレード研修

ビジネスマナー 接客応対 クレーム対応

生涯顧客化

基  

本

成 果

どのように展開するのか?

❷ 実践集団としての「成果」
❶ 現状のマーケット動向

現状の認識

現状で認識すべき項目

既存ビジネスの収益が大幅に減少

人口構成の変化 車販の減少 競争激化保有の長期化
次世代自動車 整備機会の減少 事故減少車のダウンサイジング

トータルサービス化

アフター事業者
として取り組む
トータルサービス化

生　涯
顧客化

車両販売

鈑金塗装

ロード
サービス 自動車保険

車　　検

2016年度 技術教育委員会予定事業

① スキャンツール研修応用編の開催
② 新人研修の開催
③ パネルテンショナー研修の開催
④ デントリペア研修の開催
⑤ 塗装研修の開催
⑥ 事故車見積もり研修の開催

活動発表

「教育」　「研修」
「資格」　「設備」

2015年度のキーワードは

フロント教育委員会のプレゼンテーション資料

技術教育委員会のプレゼンテーション資料

マネジメントシステム概要

「損害保険会社様やお客様へ対する進捗情報公開」
「入庫から納車までの日数＝サイクルタイムの管理」

「売上に対する原価管理」
「指数に対する作業時間管理」

業界問題委員会のプレゼンテーション資料

2016年度活動計画

全組合員へ鮮度の良い情報をいち早く伝達
協賛会社様の多様な商材のアピール及び商談の場

始　動
「BSサミットモール」

販売促進委員会のプレゼンテーション資料

ロードサービス委員会のプレゼンテーション資料

2016年 BSサミット事業協同組合全国大会 特集 生き残りを賭け全社エクセレント車体整備工場化を目指す！
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　立会い車検の先駆者である㈱ホリデー

車検は加盟店に対して非常に心強いサポ

ートを実施している。前回、紹介したス

ーパーバイザーは現場経験を活かした知

識や技術をバックボーンとして、加盟店

に対して『今』何が必要かを一緒になっ

て考える、陰から支える存在と言える。

同じように陰から加盟店を支える存在が

今回紹介する、コールセンターである。

　コールセンターは全国260の加盟店

全てが導入出来るテレアポサービスであ

る。だが、一般的な電話営業、車検受

注の営業電話と一緒だと考えるのは間違

いである。大きく異なるのがコールセンタ

ーの意識の高さや、知識レベル、そして

何よりも加盟店それぞれに対して戦略を

考え『未来』を見ているのがホリデーの

コールセンターなのである。

岡本 美幸 氏
商品部コールセンター主任

　「私の職歴からお話しますと、語学学

校で経営戦略を学び、コンサル会社にて

マーケティングを学びました。その後、

公共のコールセンターで電話営業という

ものに触れ、コールセンターの勉強を一

生懸命にやっていました。以前の仕事も

そうでしたので、ホリデーに入社してから

も早速コールセンターに配属され、お客

さま（エンドユーザー）に対して車検の

受注や後日整備のお電話などを徹底して

行いました。ホリデーの仕組みなどを理

解した上で電話をしていくので『とにかく

電話してアポを取る』などのテレアポサー

ビスとは差別化出来ています。

　『生涯個客の創造、カーライフタイムバ

リュー』と1人のお客さまの生涯をかけ

てお付き合いしていく方針を打ち出してい

るホリデー車検ですが、FC本部として加

盟店のお客さまを生涯個客化するお手伝

いが出来たらと立ち上がったのがコール

センターなのです。私自身もこの生涯個

客に対するホリデーの想いに気持ちが重

なったこともあり、コールセンターの仕事

はとても重要なものだと考えております。

現在は7名で運用しており、全国の加盟

店のサポートをさせて頂いております」と

岡本美幸主任。

　前職より経営や販売といった会社の軸

になる部署に身を置き、コールセンター

の有効性や重要性を理解し、自身でも

様々なコールセンターで従事していた経

験を、ホリデーでも遺憾なく発揮してい

る。現在ではコールセンターチームをま

とめている。

３ヶ月先、６ヶ月先、１年先を
考えた動き
　自動車整備工場にとって『車検』は未

来の売上が約束されていると言っても良

い。だが、その約束されている売上も残

念ながら他社流出してしまっては意味が

無く、ホリデー車検の醍醐味とも言える

後日整備なども的確なフォローが無けれ

ば他社流出も否めない。このように車検

に守られていると言われながらも実際に

は自社顧客をいかに繋ぎ、寄り添ってい

くかが求められる。

　「コールセンターでは電話の繋がりやす

い時間、例えば土曜日や日曜日、平日の

夜などに電話を掛けます。1日して平均

200回ほどの電話を掛けております。電

話を掛ける内容も様々ですが、加盟店か

らは主に『12ヶ月点検の来店頻度が飛

躍的に上がった、後日整備が増えた』と

いったお言葉を頂いております。もちろん

3ヶ月や6ヶ月先の車検の予約もありま

すし、乗り換えの提案もします。コール

センターのスタッフもホリデー車検や自動

車整備のことを熟知したスタッフが担当し

ておりますので、そのお客さまの求めてい

る、そして加盟店のお客さまに対して何

が一番大切かを考えております。これも

研修等にも参加し、質を上げているから

こそ出来るのだと考えております。車に対

する知識がゼロでもコールセンター自体

は出来ますが、お客さまに寄り添うこと

は出来ません」と岡本主任。

　12ヶ月点検の獲得率が上がったとい

うことは必然的に次回の車検獲得にも繋

がったと容易に想像できる。ホリデー車

検そのものを理解し、その上で加盟店の

癖や商圏の分析を含めたマーケティング

も行うことで、他社のコールセンターとは

一歩も二歩も進んでいると言える。

先が分かるから対策を打てる！ 
自社に足りないものを補ってくれる
　『今月はこんなものだった、来月は昨年

がこうだったから、このぐらいは来るだろ

う』こんな言葉を口にしていないだろう

か。自動車整備工場の顧客はディーラー

のメンテナンスパックや車販店の内製化

等、様々な形で他社流出してしまってい

る。もし、減っていることが3ヶ月前、6

ヶ月前から分かれば対策が打てるという

ものではないだろうか。

　「コールセンタ

ーでお電話する

中で、どうしても

既に他社流出し

てしまっているケ

ースもあります。

他社流出は残念

なことですが、コ

ールセンターを戦

略的に使うことに

よってその後の対

応、つまり戦術

が組めるようにな

ります。見込み客の損出が分かっている

以上、手を打たなくてはいけません。そ

のままでは目減りすることは分かっていま

すから、数ヶ月前からチラシやイベントな

どの販促活動という手を打てるのです。

『最近減ったからチラシでも撒くか』では

遅いのです。加盟店を孤独にさせてはい

けませんし、必死に頑張っている加盟店

に対して我々は一回だけ入庫すれば良い

という感覚では電話しておりませんので、

責任重大な仕事であると自覚しておりま

す」と、力強く語る岡本主任。コールセ

ンターは戦略の手段であり、その後の展

開を考えて手を打つことが出来るという。

生涯個客の創造にぶれない
　「ホリデー車検本部では加盟店の生涯

個客の創造に全力を尽くし、目標に対し

て結果をコミットします。その為に、スー

パーバイザーとコールセンターとの連携

や研修等の企画、積極的な参加そして

全体の品質レベルの向上をしなければな

りません。コールセンターの電話一つで

お客さまが生涯個客になるかならないか、

というぐらいの責任感を持ってこれからも

従事してまいります」と責任感を見せる

岡本主任。

　コールセンターを繁忙期のみ利用する

という使い方もあるだろうが、ホリデー

車検は一時の受注増を狙うのではなく、

加盟店が今後、何をしていかなければな

らないのかを熟知した上で戦略的に動く

ことが出来る。加盟店の数字を見て、何

が得意で何が苦手かなどの判断も行い、

実際に導入している加盟店の生涯個客化

は着 と々進んでいる。

コールセンターに迫る

コールセンターに迫る

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/
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する知識がゼロでもコールセンター自体

は出来ますが、お客さまに寄り添うこと

は出来ません」と岡本主任。

　12ヶ月点検の獲得率が上がったとい

うことは必然的に次回の車検獲得にも繋

がったと容易に想像できる。ホリデー車

検そのものを理解し、その上で加盟店の

癖や商圏の分析を含めたマーケティング

も行うことで、他社のコールセンターとは

一歩も二歩も進んでいると言える。

先が分かるから対策を打てる！ 
自社に足りないものを補ってくれる
　『今月はこんなものだった、来月は昨年

がこうだったから、このぐらいは来るだろ

う』こんな言葉を口にしていないだろう

か。自動車整備工場の顧客はディーラー

のメンテナンスパックや車販店の内製化

等、様々な形で他社流出してしまってい

る。もし、減っていることが3ヶ月前、6

ヶ月前から分かれば対策が打てるという

ものではないだろうか。

　「コールセンタ

ーでお電話する

中で、どうしても

既に他社流出し

てしまっているケ

ースもあります。

他社流出は残念

なことですが、コ

ールセンターを戦

略的に使うことに

よってその後の対

応、つまり戦術

が組めるようにな

ります。見込み客の損出が分かっている

以上、手を打たなくてはいけません。そ

のままでは目減りすることは分かっていま

すから、数ヶ月前からチラシやイベントな

どの販促活動という手を打てるのです。

『最近減ったからチラシでも撒くか』では

遅いのです。加盟店を孤独にさせてはい

けませんし、必死に頑張っている加盟店

に対して我々は一回だけ入庫すれば良い

という感覚では電話しておりませんので、

責任重大な仕事であると自覚しておりま

す」と、力強く語る岡本主任。コールセ

ンターは戦略の手段であり、その後の展

開を考えて手を打つことが出来るという。

生涯個客の創造にぶれない
　「ホリデー車検本部では加盟店の生涯

個客の創造に全力を尽くし、目標に対し

て結果をコミットします。その為に、スー

パーバイザーとコールセンターとの連携

や研修等の企画、積極的な参加そして

全体の品質レベルの向上をしなければな

りません。コールセンターの電話一つで

お客さまが生涯個客になるかならないか、

というぐらいの責任感を持ってこれからも

従事してまいります」と責任感を見せる

岡本主任。

　コールセンターを繁忙期のみ利用する

という使い方もあるだろうが、ホリデー

車検は一時の受注増を狙うのではなく、

加盟店が今後、何をしていかなければな

らないのかを熟知した上で戦略的に動く

ことが出来る。加盟店の数字を見て、何

が得意で何が苦手かなどの判断も行い、

実際に導入している加盟店の生涯個客化

は着 と々進んでいる。

コールセンターに迫る

コールセンターに迫る

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/
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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

　お客様から選ばれる仕事が
　出来る

　「近隣の同業者の顧客ではなく、他
地方へ流出している顧客を取り込む
ことで地元の活性化も出来ると考え
ております。4年後は車検台数1,000

台を目指し、5年後には鳥取市に出
店していく計画です。ＫＣのサポート
もありますので、不安はありません。
若く、丁寧でかつ話し易いので、気づ
かない点や見落としてしまう所をサポ
ートしてくれるなど助かっています。
過疎地だからこそ地域密着だと思い

ますが、コバックの仕組みは地域密着
に合っています」と岡本店長。コバッ
ク加盟により社内の社風も良くなり、
お客様の見送りや今までやろうと思っ
て出来ていなかったこ
とが出来るようになっ
たと続けた。

① 山、川、自然が溢れる立地
である。近隣の民家は5キ
ロ以上離れている

② コイン洗車と道すがら受け
られるサービスも行っている

③ KCとの連携も取れ、自社で
気づかない点を指摘、改善
し、常に歩調を合わせてく
れる

④ メカニックの成長も目覚し
く、社員数5名という少数精
鋭で800台以上を目指す

　三和カードック(岡本和雄社長)は昭
和52年に創業し、昨年11月にコバック
店をオープンさせた。「コバックに加盟し
なくても十分に生活を続けることは出来
ました。というのも、弊社の所在地は言っ
てしまえば過疎地、田舎です。商圏を近
隣の同業者と分け合って生活しています。
ですが、最近はお客様が1時間以上も時
間をかけて都市部へ車検やクルマを買い
に出かけているのが増えているのでは？ 

と強く感じていました。地元の整備工場
は選ばれず、遠方のディーラーや量販店
に価格、サービス、魅力で負けてしまって
いるのが現実でした。これまで、自社が
出来ることをやっていましたが、今後のこ
とを考えると自分の力だけでは無理だと
考え、コバックへ加盟しました。実際に昨
年より200台から400台へと車検台数
も倍増しました。それも全て新規かつ近
隣の方々です」と岡本雄一郎店長。

兵庫県美方郡新温泉町福富240-1
TEL　0796 - 82 - 3210
FAX　0796 - 82 - 3213

三和カードック
車検のコバック浜坂店

岡本雄一郎店長

過疎、小商圏のコバック
成功事例

④

②

③

①
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ハイブリッドシステム概要

整備工場における

故障診断整備
ススメの

　今回はトヨタのプリウス、アクアに代
表されるハイブリッド車について解説し
たいと思います。
　ハイブリッドシステムにはシリーズ式、
パラレル式、シリーズ・パラレル式が存
在します。ハイブリッド車というだけで尻
込みしてしまう方もいるかも知れません
が、一言で言ってしまえば、ガソリンエ
ンジンにモーターを搭載し、両方のパワ
ーソースを使って走っているだけです。
　ハイブリッド車の特徴はズバリ燃費の
良さにあります。通常のガソリン車が一
番エネルギーを使う場面はエンジンスタ
ート時と加速時です。ハイブリッド車は、
この一番エネルギーを使う際にモーター
を駆動させてエンジンをアシストしている
ので、燃費が良いのです。

■ 燃費の向上と効率の向上 

　分かり易い例えですと、電動アシスト
自転車と同じです。また、回生ブレーキ
を搭載しているので、減速時に熱エネル
ギーとして捨てていたものを電気エネル

ギーとして回収しています。一見効率が
良いのですが、我々にとってマイナス要
因がこの回生ブレーキにあります。回生
ブレーキが採用されていることでブレー
キパッドローターの磨耗がほとんど無く、
10万キロ位では全く交換の必要があり
ません。ちなみに、仙台の方のタクシー
でプリウスを使っており、国内で初とも
いえるブレーキパッド交換が行われたと
いう事例がありました。現在のハイブリ
ッド車の登録台数は約500万台と言わ
れております。積極的に入庫を促進して
頂きたいと思います。

■ 知ることで対応策を練る 

　ハイブリッド車の特徴でもあり、敬遠
される要因が高電圧の存在です。確かに
ハイブリッド車は201.6Ｖを発生させ、
それを昇圧コンバーターで650Ｖに昇圧
してモーターを駆動していますので、危
険なことには間違いありません。しかし、
危険なのはオレンジ色のケーブルやバッ
テリー、インバーターと限られ、しかも、
サービスプラグを外して15分以上待て
ば電源は切れるので心配ありません。整
備や車検で一番必要な作業はエンジン
の連続運転ですが、ハイブリッド車はバ
ッテリー充電状態が良好だと、勝手にエ
ンジンが止まってしまいます。そこで必

要になるのが、整備モードと呼ばれるコ
マンドです。

■ 整備モード移行方法 

　スキャンツールを使ってもできますが、
ここではマニュアル作業での方法を紹介
します。

① イグニッションをオン
　（レディオンにはしない）
② Pレンジでアクセル2回全開
③ ブレーキペダルを踏んでNレンジ
　 にしてアクセル2回全開
④ Pレンジにもどしてアクセル2回
　 全開
⑤ 整備モードに移行します
⑥ ブレーキペダルを踏んでスタート
　 ボタンを押すと連続運転します
⑦ 上記を60秒以内で実施
　（イグニッションオフで解除）

　以上が整備モードでの連続運転方法
になります。車検整備等で入庫した際に
マニュアルでも対応出来るようにならな
ければ、今後生き残ることは出来ませ
ん。最低限、スキャンツールを持ってい
る、そしてハイブリッド車を整備できるこ
とが求められます。

監 修：ボッシュ株式会社 長土居大介

故障診断整備のページ
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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 ： http://www.seiken.com/



世界最小の電源搭載PCタイヤサービスカー「チャービー」

ホームページを使った車検集客及
び予約管理のノウハウを語った株式
会社ヤマウチの人見いづみ次長

最新車種で増えてきた、クォーターパネルのホイール
アーチ部の折り曲げ加工に最適なヘミングツール

各種タイヤ機器はもちろん、リチウムイオンバッテ
リーも搭載し、最長２時間の作業に対応

大好評を博した人気スキャンツールの後継機
「MST-3000」が新機能充実で堂 と々お披露目

新規客を固定客に育てる4STEPに
ついて、その一部を講演した「顧客
管理士」事務所の高田靖久氏

　急速に進化する自動車と大き
く変化する市場。今、自動車
サービスは目前に迫った近未来
対応へのイノベーションを求め
られている。そこで株式会社バ
ンザイ（柳田昌宏社長）は、よ
り先進的なサービスを創造する
最新機器の展示と実演、各種セ
ミナーなどを紹介するバンザイ
フォーラム2016を全国7会場
で開催中である。ここでは関東
会場の模様をお届けする。

バンザイが立ち上げたコーティング
剤などケミカル類を扱う新ブランド
「BPRO」にも人だかりが

独自のリンク機構により、上昇・下
降時含めて足元のフラット化を実現
したイーグルFXリフト。

新たな価値創造
バンザイフォーラムバンザイフォーラム

来て、見て、聞いて、納得。収益アップのヒントがいっぱい！見て見て来て来て

聞いて聞いて
納得！

20162016
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こんな風景
見たことありません

Car written by 佐藤 崇博
自動車事業本部　コンサルタント？

最初のひと言はなんですか？
　　～車検入庫のご案内

　ご無沙汰のお客さま、ほとんど入庫も無いお客さま。

車検のご連絡は気分が乗らない。結果は明らかだから。

 

店員： そろそろ車検なんですが、お車いかがですか？

　客　 ： まぁボチボチだよ。今回はいつものところにお

願いするから。ガチャッ 

　ほら、やっぱりね。電話をかけても、冷たい対応。

何度も電話をすれば、怒られる。そのうち電話にも出

てくれなくなる。関係性が無ければ話もできない。話も

できないのだから、自社入庫のメリットなんて伝えられ

ない。お客さまと仲良くなりたい、信用されたい。 

　お客さまとの関係性を深めたいというその気持ち、お

客さまにしっかりと伝わっていますか？

　久しぶりに掛かってきた電話で、最初の一言から、

「そろそろ車検の時期なんですが……」では、お客さま

はこう思う、「車検の時だけ電話してきて……」と。関

係性を深めたい!? 全くそうは感じられない。

　全然、大切にされている気がしなかったから。単な

る売り込みとしか感じられなかったから。関係性を深め

たいとは感じられなかったから。当たり前が難しい。

車検の入庫を取りたい気持ち……それは確かにその通

り。だけど、まずはしっかり話を聞いてもらいたい、し

っかり人間関係を深めていきたい。

　一言目を変えていこう。お客さまとの関係を深めた

い、その気持ちを言葉にしよう。調子伺いの一言を、

お車の調子から、お客さまの調子に変えていこう。お客

さまへの「思いやり」で伝えてみよう。しばらくお話も

できていない。元気にしているだろうか、お子さまは何

歳になっただろうか。お客さまのことをひとしきり考え

る。お客さまと会話がしたくなる。

店員： ご無沙汰しておりますが、その後お変わりござ

いませんでしょうか？

　客　 ： まぁ、ぼちぼちだよ。

店員： それは良かったです。季節の変わり目で風邪も

流行っているようですし、近所の小学校でも風

邪の子が増えているみたいなんですよ。お気を

付け下さいね。

　客　 ： あぁ、ありがとね。うちはまだ大丈夫みたいだ

よ。

　お客さまから「ありがとう」を引き出す。たった一言

の思いやり。しかしとても大事な最初の一言。この一

言だけで、お客さまの反応はガラっと変わる。

　お客さまは別に「冷たい反応」をしたいわけではな

い。それを引き出してしまったのは自分自身。営業トー

クの前に、「思いやり」を伝えよう。お客さまを大切にし

ている気持ちを第一声で伝えよう。

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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　シートの穴あき・傷・色落ちは、
乗降時に目につく部分であり、気にな
っているオーナー様も多く、また中古
車として販売する場合、価格低下が
避けられない要因です。このほど自動
車研究所では、シートリペアセミナー
を開講することとなりました。
　シートの補修は、まだまだ一般的で
はないため、早めに技術を習得するこ
とにより、多くの顧客を掴みやすく収
益の拡大にも繋がります。

　このセミナーでは未経験の方を対象
に、革シートの擦れによる色落ちや経
時劣化によるひび割れ、モケットシー
トの穴あきを中心に補修技術の習得を
行います。全くの初心者を対象として
おりますので、経験のない方でも安心
して受講して頂けます。
　また、セミナーで習得していただく
補修技術は、車以外の皮革製品（ソ
ファーやバッグ・靴など）の補修にも
対応可能です。是非この機会に技術
習得し、シートリペアの内製化をして
はいかがでしょうか？

《講師から一言》
　再生する技術は、お客様にインパク
トを与える商品となり、顧客グリップ
や営業力の強化といったことも期待で
きます。また中古車につきましても大
きな商品価値アップに繋がります。
　セミナー終了後、ご希望の方には、
セミナーで使用した機材の購入方法も
紹介させて頂きます。皆様のセミナー
ご参加をお待ちしております。

　鈑金経験者を対象に『昨今修理が
難しいと言われている軽自動車のドア
パネルの修正方法を習得するセミナ
ー』です。
　軽自動車のスライドドアパネル等
は、プレスラインがない部分の面積が
広く、張り剛性も極端に低いため、
修正が困難です。しかし、軽自動車
特有のドアパネルの構造を理解し、機
器工具の取り扱い方や、作業内容を
見直すことで、特殊な専用機器が無く
ても対応できる技術を学びます。
　基礎知識・基礎技術を理解してい
ることが前提ですので、基礎コース終
了者または鈑金経験1～ 2年程度の
方が対象です。

《講師から一言》
　外板鈑金は勘とコツ頼みで技術習
得に時間がかかると言われています。
当セミナーは、理論的に分かりやすく
説明していきますので安心して受講し
ていただけます。

あいおいニッセイ同和

自動車研究所技術セミナーのご案内

あいおいニッセイ同和
自動車研究所技術セミナーのご案内

お申込はあいおいニッセイ同和損害保険(株)　営業店まで

あいおいニッセイ同和自動車研究所では高い技術力を誇る自前の講師陣がモーター代理店の皆様をサポートし、
最新技術を取り入れた研修を行っています。今回は10月開催の常設セミナーをご紹介いたします。

大阪特別開催のご案内

革シートリペアセミナー
10月12日 定員8名 東富士開催
10月20日 定員8名 仙台開催　

受講料：11,448円

外板パネル修正セミナー
軽自動車コース

10月12日～ 10月13日（2日間）
定員6名　埼玉センター開催

受講料：42,714円

自動車研究所が近隣にないモーター代理店様の声にお応えして大阪での
特別開催が決定しました。この機会に是非受講をご検討ください。

ラッピングセミナー 9月14日～ 15日（2日間） 受講料：36,578円
修復歴の見分け方セミナー 9月29日（1日間） 受講料：   9,504円

開催場所 大阪府立南大阪高等職業技術専門学校
大阪府和泉市テクノステージ２－３－５

外板パネル修正セミナー
軽自動車コース

外板パネル修正セミナー

アルミパネルコース

外板パネル修正セミナー

レベルアップコース

外板パネル修正セミナー

基礎コース

高低
難易度

鈑金セミナー
ステップアップイメージ図

パテ整形

損傷

パテ整形最終面精度
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今、この時代に生きる

　皆さんも持っていると思います

が、今回は『座右の銘』について

お話をしたいと思います。元々座

右の銘とは、常に身に備え心の戒

めとする言葉を指します。心に留め

ておき、日々その言葉を忘れない

ようにする、と言うと大げさかも知

れませんが、必要なことであると思

います。座右の銘でなくとも、好き

な言葉なども、聞かれた時にパッ

と言えるとよいかもしれません。

一期一会

　私の座右の銘は『一期一会』で

す。私がこの隣の芝生の寄稿をす

るようになり2年目が過ぎ、もうす

ぐ3年目になります。連載を始める

きっかけとなったのは編集部との

出会いでした。今となっては当たり

前に書いていることも、もしかした

ら無かったかも知れません。私は

仕事柄、色々な方々とお話をする

機会があります。人と人との出会

いを大切にすることをいつも考え、

行動してきたのはこの座右の銘が

あったからこそだと思います。

　このように、人は1人では生き

ていけませんし、人というのは何ら

かの繋がりが必ずあります。どんな

人でも、親や兄弟、近隣の方々、

商売をしている方でもお客さまな

ど、多くの人との出会いによって支

えられています。これまでの人生で

出会ってきた方々は本当に『縁』が

あって出会えたのです。今この時

代に生きてそして出会うことが奇

跡だと思いませんか？ このことを

考えると出会いを大切にしなくて

はいけないと思うようになり、私に

とって『一期一会』が大切な言葉

になりました。

当たり前を感謝する

　今現在、自分の周りにいる方々

はある意味では当たり前の存在に

なっていると思います。そんな当た

り前の人に対して接している姿は

どんな姿でしょうか。お客さまに対

する姿、家族に対する姿、部下や

同僚に対する姿など様々でしょう

が、今一度、この出会いに対する

感謝の念を思い返して頂きたいと

思います。私自身の改めての認識

と感謝を込めて。

隣の芝生は
 何色だ？

三好　高史

㈱ビジネス通信工業　取締役。

企業用の電話、ＦＡＸ、ＯＡ機器の販売、リースまで幅広

く扱う。日本全国の自動車業界とはＯＡ機器の導入で幅

広い繋がりを持つ。異業種の営業マンでありながら、「自

動車業界が好き」というスタイルで様々な会合に参加し、

情報交換を各地で行う。年齢 44 歳。座右の銘「一期一会」

〒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
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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。

自己開示型のホームページを作ろう！

　
どんなホームページを作れば良いのか分かりません

　整備工場の経営者様から「どんなHPを作ればよいのか
分かりません」というお問い合わせをいただきます。その中
でも一番多い業態が、創業何十年と経過している地元密
着型の、家族で経営しているような整備工場です。もしか
したらあなたの整備工場にも当てはまるところがあるかも
しれません。そんな地域密着型の整備工場のご相談を伺
うと、「自分たちには特に秀でた特徴もないので、HPにど
のようなことを書けば良いのか分かりません」とお考えに
なられていて、なかなかHPを作る踏ん切りがつかないそ
うです。そんな経営者の方には「自己開示型のホームペー
ジ」を作ることをアドバイスしています。

自己開示型のHPとは？

　自己開示型のHPとは、文字通り「自分のことを正直に
全て公開するホームページ」です。一見すると特徴のない
整備工場に見えても、お客さまからすると、あなたの工場
について知りたい情報はたくさんあります。それをすべて解
決するホームページを作ることです。

HPを作る際に陥るミス？

　HPを作る際に多くの方が陥る間違いがあります。それ
は、HPとは「何かをセールス（告知）する場所である」と
考えてしまうことです。しかし、HPの本当の目的とは、セー
ルスをすることではありません。あなたのことをお客さまに
知ってもらうことです。HPは決して売り込みをするためツ
ールではありません。HPは自分たちのことをより知っても
らう場所であると考えた場合、自分のことを詳しく伝えると
いう「自己開示型のHP」はとても理にかなっているのです。

自分のことを伝えるなんて恥ずかしい？

　インターネット上に自分のことを公開してくださいと言う
と、恥ずかしくて躊躇する人もいらっしゃるかもしれませ
ん。しかし、あなたが外出する時に顔を隠して外出しない
ように、インターネット上でも恥ずかしがらずに堂 と々自分
のことを公開するべきなのです。

まずは顔写真から

　一例を挙げると、整備工場のHPでは顔写真が公開され
ていないHPがたくさんあります。あなたのホームページに
は、自分の顔やスタッフの写真が公開されていますか？ま
ずは自分の顔をHP上に公開すること。どこで生まれてどん
な風に育ち、なぜ整備工場に入社したのか、今までどんな
苦労があったのか、どのようにお客さまのサポートをやって
きたのかなど、お客さまに伝えることはたくさんあります。
　ホームページと言うと、つい「エンジンオイル早期割引
10%オフ」など、何かの情報を伝えなければならないと考
えがちですが、まず最初にやることは、「自分たちのこと
を詳しく知ってもらう」ことです。自分自身のことを公開
できれば、ライバルの整備工場のHPよりずっと良いもの
が出来上がります。
　「自分たちには何も特徴がない」とお考えのあなたは、
まずは自分自身をお客さまに伝えることから始めてみて
はいかがでしょうか。オンリーワンのとても素敵なホーム
ページができあがるはずです。

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

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」と検索
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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！

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］

社員のプライベートを制限できるか？

　先日、同じ県内ながら会社からは遠方の友人と、彼の
地元の店に飲みに行った際、ウチの社員に似た店員を見
かけた。後日、問いただしたところ、ダブルワークを認め
たものの、「就業規則があれば副業はしなかった」と主
張した。就業規則がないと、副業は禁止できないのだろ
うか？

　社員のプライベートの時間は、何をしようが基本的に
は本人の自由です。しかし、「会社の正当な利益を不当に
侵害してはならない」という誠実義務が就業規則に定め
られている場合は別です。
　一定の範囲で社員のプライベートも制限されることが
あるのです。もちろん、会社が社員に望むことは「プライ
ベートの時間は休息や遊び等に費し、リフレッシュし、ま
た元気に働いてほしい」ということです。
　ですから、リフレッシュできずに仕事に影響が出るよう
な時間の使い方は会社にとっても困る問題となってしま
うのです。
　特に、問題となるのが副業についてです。アルバイトや
パートを本業以外に行って、本業が疎かになってしまっ
ては、本末転倒です。
　ですから、会社は「副業禁止」と就業規則に記載する
ことが多いのですが、社員からみれば「プライベートは自
由な時間」なので、休もうが、アルバイトをしようが関係

ないという側面もあります。
　では、プライベートと副業に関連する裁判をみていき
ましょう。

＜小川建設事件＞
東京地裁　昭和57年11月19日

　社員は会社に黙って、キャバレーの会計係のアルバイ
トをしていました。アルバイトの時間は午後6時から深夜
0時までで、就業規則には「会社の承認を得ないで在籍
のまま他に雇われたとき」は懲戒処分の対象となる記載
ありました。会社は就業規則に基づき、二重就労を理由
にこの社員を解雇しましたが、社員はこれを不服とし、
不当解雇と主張して裁判所に訴えました。

東京地裁の判断
　公務員とは異なり、企業の従業員は兼業を法律で禁
止されておらず、これを制限する場合は、就業規則等の
定めによるところとなります。就業時間外は従業員の自
由な時間なので、就業規則で兼業を「全面的に」禁止す
ることは、特別な場合を除き、合理性を欠く。しかし、本
件は副業の時間が長時間に亘るので、本業に影響が出
るため兼業禁止は合理的であり、解雇は有効である。
　この裁判では、社員の副業の時間が長いので解雇を
有効としたのです。ここが一つの判断基準となります。ま
た、類似の裁判もあります。

＜Webに続く＞
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堀越 勝格 社長 沖 晋 会長 有限会社バグジー　久保華図八社長

　全国に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直接結び付けるという新しい試みで、
利用者から高い支持を得ている。同 FC では半年に一度

全国大会を開催することが恒例となっているが、去る 7 月
15 日には 2016 年夏季全国大会が新宿にて開催された。
大会はキャンペーンの表彰に始まり、受賞者を代表して長
浜曽根店の事例発表と続いた。休憩を挟んで本部方針の
伝達を堀越勝格社長が行い、次いで行われた記念講演で
は美容室などを運営する久保華図八氏が熱弁を振るった。
最後は沖　晋会長による基調講演で大会を締めくくった。

愛車広場カーリンク　全国大会開催！

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
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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

9

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

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 9月 30日（金）　※当日到着分まで有効

◆　プレゼントする商品

◆　車検チェーンに加盟していますか？
　　（いずれかに○＋加盟チェーン名を記述）

◆　先ほど「はい」と答えた方は加盟の決め手
　　になったポイントを、「いいえ」と答えた方
　　は加盟しない理由をお書きください。

書籍　コバック伝説

◆　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）

□ 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？

□ 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

□ 内海正人先生の労務相談室

□ 注目の商品・サービス

□ 読者プレゼント

◎  今月の特集・注目記事

◎  連載記事

□ 2016年
　　BSサミット事業協同組合全国大会特集 

□ ホリデー車検
　　コールセンターに迫る

□ バンザイフォーラム2016
　　新たな価値創造

□ あいおいニッセイ同和自動車研究所
　　技術セミナーのご案内

□ 愛車広場カーリンク　全国大会開催！

□ 元気印工場

□ グッドワンが手がける新しいサービス

はい （　　　　　　　　　　　　）　・　いいえ

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！

株式会社 グッドワン本社 TEL 092-472-9100（代表） FAX 092-451-9100問い合わせ先

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？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？
みるみる新車君Ⓡ
ナチュラルソープ 100%
クリーニング専科
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応募締切  2016 年 9月 30日（金） ※当日到着分まで有効読者プレゼント読者プレゼント 24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 3名様Present 1

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

進化し挑戦し続けるNO.1 車検チェーンの秘密 コバック伝説

　車検FC全国最大級の加盟店を持つコバックの小林憲司代表取締役社長の著書
「コバック伝説」が発刊となった。創業時の想いやこれまでの車検のコバックに寄せ
られた感謝の言葉が綴られている。コバック伝説と銘打つだけあり、コバックの中
心人物のストーリーなどにもフォーカスされ、決して小林社長の自伝というわけで
はなく、広くコバックという組織の懐の深さが分かる。もちろん、コバック加盟店の
中でもトップを走る加盟店の紹介、車検台数なども掲載されている。『車検のコバッ
ク』というブランドの創立にまつわるヒストリーには一見の価値があり、コバック加
盟店はもちろんのこと、加盟を検討している整備工場、他FCに加盟している整備
工場であっても参考になる内容となっている。
　命、お金そして地球を守るコバックの精神『20年 50万キロ精神』にも触れ、コ
バックのこれからの未来への構想も見える。既に竣工となったハピカ国際ビルやコ
バックランド計画など、小林社長の『夢』を垣間見ることが出来る。『夢』を諦めな
い小林社長の姿を綴ったコバック伝説を読者プレゼントとして3冊ご用意したので、
ふるってご応募のほどを。
　なお、一般書店でも購入可能な点から、読者層には一般ユーザーも多くいること
が分かる。『コバックの精神性などはいわゆる自動車整備工場としての枠を超えてい
る。小林社長の夢に対する想いが伝わった』などとインターネット上の評価も高い。

バントラックリース専門店〒104-0061 東京都中央区銀座 2-11-8 第 22中央ビル 7階

) 03-5565-0202 03-5565-0203

バントラックリース専門店

VAN TRUCK LEASE自社の法人顧客へ新提案！
バン・トラックリース専門店開店しませんか？

今、入庫しているお客様も
他社リース会社に契約されたら
入庫が無くなってしまう前に
自社でリース提案しませんか？

初期投資一切不要。
広告費０円で始められる
高額な計算ソフトなどの初期投資＆固定費一切不要。
見積り、契約書、車両手配、納車まで、完全サポート。手
間がかかりません。また、窓口一つで複数のリース会社
を複数利用可能。与信枠の有効利用！ 自社仕切り、指定
ディーラーがあれば利用可能！ 車両売上が上がります。

１台からでもご契約可能。 法人様のためのバントラックリース専門店

登録無料
期間限定

営業実務
不要

複数リース会社
利用OK

) 078-920-8280
FAX : 078-918-1819

電話・FAX
欲しい部品

× ＝

NET 部品館NET部品館
まずは、お電話下さい！ タイミング

ベルトセット
大幅値下げ！大幅値下げ！

ネット価格をぜひ御社に！
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車販の仕組みを変えたらお客様に喜ばれた !!  社員も喜んで勉強した !!  好循環の仕組みとは？

ジョイカル門真店

ナカタニ自動車 株式会社
株式会社 ホットスルー
大阪府門真市桑才 133番地
TEL：072-882-5151　FAX：072-883-4312

　創業48年の地域密着の老舗

　ナカタニ自動車㈱（中谷裕社長）は創

業48年、地域に根ざして自動車整備、

販売、鈑金と手広く事業展開を行う。最

近では保険部門も好調な勢いを見せてい

る。大阪府門真市に本社を構え、約

1,500坪の大きな敷地内に整備、車検

ライン、鈑金、中古車展示場、お客さま

休憩スペース、事務所を設ける。一か所

で自動車にまつわることが完結する地域

密着のモデル店とも言える。

 
　衝撃を受けた1年間だった！

　「整備、車検、車販、鈑金、保険と次

代に流れに沿って事業を拡大してまいり

ました。私が現在配属されている車販部

の社名は『ホットスルー』といい、呼ん

で字の如く、ほっとする対応、暖かいお

もてなしの心で対応する店舗を目指して

おります。現在、車検台数は3,000台、

車販台数に関しましては250台となって

おります。年々ですが、車検に対して車

販の台数が年々減少傾向になっており、

分析した結果はマーケットの縮小とタイ

ミングが合っていたため、焦りはありま

せんでした。

　話は変わりますが、10年前ですが、

車販のAC（アライアンスチェーン）のジ

ョイカルジャパンに加盟したのですが、

ジョイカルの商品であるハーフマックス

（以下HM）を理解していないまま今ま

で事業運営をしておりました。大雑把に

『新車が半額で乗れます』という案内し

かお客さまに提案していなかったと思い

ます。そうなると必然的に新車ないし中

古車の販売比率が高くなり、HMでの販

売方法は月間1台ほどと、折角の組織

加盟も上手に使っていませんでした。機

会損失も多かったと思います。とは言い

ながらも何とかなると楽観視していたの

ですが、去年、ジョイカルが開催する加

盟店の集まりジョイカル・アライアンス・

ミーティング（JAM）に参加した際に雷

が落ちるような衝撃を受けました。加盟

１年間でHM販売伸び率が凄まじい会

社様を知ったからです（8月号掲載アプ

ライト）。

　分かったつもりで加盟して、惰性で続

けていたジョイカルですが、アプライトさ

んの取り組みを見て『自社でもやってみ

よう』と思い、ジョイカルの研修へ参加

し、現在大幅に会社が変わりました」と

中谷清貴氏。

　よくある話だが、組織やFCに加盟し

て、十分に仕組みを理解そして活用して

いなかったケースを体現していたナカタニ

自動車。JAMへの参加で刺激を受けて

大きく方向転換し、現在では60％が

HM、40％が現金支払いという比率とな

った。

　三方良しを実現させた
　ハーフマックス

　「日々仕事をしていく中で、車検のお客

さまには車検の見積りしか出さず、折角、

HMという買い方があるのにお客さまに

提案してこなかったのです。しかし、HM

を勉強すればするほど、お客さまにとっ

て非常に喜ばれる仕組みであることが分

かり、積極的に提案するようになりまし

た。すると、相見積りの書類と見比べて

も、HMを選択していただけるようになり

ました。今さらですが、これまで何故や

ってこなかったのだろうと反省しておりま

す。現在は販売員6名で年間販売台数

が330台ほどで、前年比は十分に達成

しております。それ以上に会社に利益が

残るということも大きかったと思います。

車両自体も軽自動車だけでなく、単価の

大きなワンボックスなどもHMならば販

売しやすいのも利点の一つです。

　街の整備工場の場合、ディーラーとは

価格競争でしか太刀打ち出来ないと、私

自身考えておりました。見積書を見せら

れて値引きして、値段を合わせて利幅が

減っていくという苦しい現状が一気に改

善されました」と中谷氏は語る。

　機会損失、値引き競争、顧客の獲得

など、車販にはメリットと同時にデメリッ

トとなる部分もある。販売が少なくて困

っていたわけではないものの、販売して

も利益が残らないのが問題となる会社も

少なくない。同社として例外ではなかっ

たが、HMの活用で多少の値引きには対

応してしまう悪循環が改善されたという。

　お客さまから『信用』を得るには

　「地域密着である以上はお客さまとの

信用、信頼関係が重要です。父が創業

時に掲げた経営理念が『信用』の一言

です。お客さまのために我々が出来るこ

とを最大限行っています。例えば、年に

２回ですが、感謝祭を開催しています。

単純な特価商品や車検の早期予約だけ

でなく、出店を出したりイベントを行った

りしてお客さまに喜んでいただいておりま

す。地域に無くてはならない会社になろ

うと日々考えていく中で、昨年、HMに

気づけたことは本当に幸いだったと思い

ます。今まで通りではいずれ厳しくなり

持久戦になってしまうと感じていましたの

で、お客さまのためにもHMの販売は要

だと思います。週に一回HMの勉強会を

開催し、HMの勉強やお客さま満足度向

上のための施策などを皆で行っており、

サービスの品質向上を狙っております。

教育の徹底もHMの魅力に気づけたから

こそだと思います。それに、車検の受付

時に乗り換えの提案を積極的に出来るよ

うなったのもHMがあったからこそだと

思います」と中谷氏は語る。

　正に車販と整備の良い循環であり、生

き残るべくして生き残るベンチマークモデ

ルといえる。

ジョイカル門真店［ ナカタニ自動車 株式会社・株式会社 ホットスルー ］

元気印工場訪問

車販の仕組みを変えたらお客様に喜ばれた!!
社員も喜んで勉強した!!
好循環の仕組みとは？　

車販の仕組みを変えたらお客様に喜ばれた!!
社員も喜んで勉強した!!
好循環の仕組みとは？　

車販の仕組みを変えたらお客様に喜ばれた!!
社員も喜んで勉強した!!
好循環の仕組みとは？　

車販の仕組みを変えたらお客様に喜ばれた!!
社員も喜んで勉強した!!
好循環の仕組みとは？　
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車販の仕組みを変えたらお客様に喜ばれた !!  社員も喜んで勉強した !!  好循環の仕組みとは？

ジョイカル門真店

ナカタニ自動車 株式会社
株式会社 ホットスルー
大阪府門真市桑才 133番地
TEL：072-882-5151　FAX：072-883-4312

　創業48年の地域密着の老舗

　ナカタニ自動車㈱（中谷裕社長）は創

業48年、地域に根ざして自動車整備、

販売、鈑金と手広く事業展開を行う。最

近では保険部門も好調な勢いを見せてい

る。大阪府門真市に本社を構え、約

1,500坪の大きな敷地内に整備、車検

ライン、鈑金、中古車展示場、お客さま

休憩スペース、事務所を設ける。一か所

で自動車にまつわることが完結する地域

密着のモデル店とも言える。

 
　衝撃を受けた1年間だった！

　「整備、車検、車販、鈑金、保険と次

代に流れに沿って事業を拡大してまいり

ました。私が現在配属されている車販部

の社名は『ホットスルー』といい、呼ん

で字の如く、ほっとする対応、暖かいお

もてなしの心で対応する店舗を目指して

おります。現在、車検台数は3,000台、

車販台数に関しましては250台となって

おります。年々ですが、車検に対して車

販の台数が年々減少傾向になっており、

分析した結果はマーケットの縮小とタイ

ミングが合っていたため、焦りはありま

せんでした。

　話は変わりますが、10年前ですが、

車販のAC（アライアンスチェーン）のジ

ョイカルジャパンに加盟したのですが、

ジョイカルの商品であるハーフマックス

（以下HM）を理解していないまま今ま

で事業運営をしておりました。大雑把に

『新車が半額で乗れます』という案内し

かお客さまに提案していなかったと思い

ます。そうなると必然的に新車ないし中

古車の販売比率が高くなり、HMでの販

売方法は月間1台ほどと、折角の組織

加盟も上手に使っていませんでした。機

会損失も多かったと思います。とは言い

ながらも何とかなると楽観視していたの

ですが、去年、ジョイカルが開催する加

盟店の集まりジョイカル・アライアンス・

ミーティング（JAM）に参加した際に雷

が落ちるような衝撃を受けました。加盟

１年間でHM販売伸び率が凄まじい会

社様を知ったからです（8月号掲載アプ

ライト）。

　分かったつもりで加盟して、惰性で続

けていたジョイカルですが、アプライトさ

んの取り組みを見て『自社でもやってみ

よう』と思い、ジョイカルの研修へ参加

し、現在大幅に会社が変わりました」と

中谷清貴氏。

　よくある話だが、組織やFCに加盟し

て、十分に仕組みを理解そして活用して

いなかったケースを体現していたナカタニ

自動車。JAMへの参加で刺激を受けて

大きく方向転換し、現在では60％が

HM、40％が現金支払いという比率とな

った。

　三方良しを実現させた
　ハーフマックス

　「日々仕事をしていく中で、車検のお客

さまには車検の見積りしか出さず、折角、

HMという買い方があるのにお客さまに

提案してこなかったのです。しかし、HM

を勉強すればするほど、お客さまにとっ

て非常に喜ばれる仕組みであることが分

かり、積極的に提案するようになりまし

た。すると、相見積りの書類と見比べて

も、HMを選択していただけるようになり

ました。今さらですが、これまで何故や

ってこなかったのだろうと反省しておりま

す。現在は販売員6名で年間販売台数

が330台ほどで、前年比は十分に達成

しております。それ以上に会社に利益が

残るということも大きかったと思います。

車両自体も軽自動車だけでなく、単価の

大きなワンボックスなどもHMならば販

売しやすいのも利点の一つです。

　街の整備工場の場合、ディーラーとは

価格競争でしか太刀打ち出来ないと、私

自身考えておりました。見積書を見せら

れて値引きして、値段を合わせて利幅が

減っていくという苦しい現状が一気に改

善されました」と中谷氏は語る。

　機会損失、値引き競争、顧客の獲得

など、車販にはメリットと同時にデメリッ

トとなる部分もある。販売が少なくて困

っていたわけではないものの、販売して

も利益が残らないのが問題となる会社も

少なくない。同社として例外ではなかっ

たが、HMの活用で多少の値引きには対

応してしまう悪循環が改善されたという。

　お客さまから『信用』を得るには

　「地域密着である以上はお客さまとの

信用、信頼関係が重要です。父が創業

時に掲げた経営理念が『信用』の一言

です。お客さまのために我々が出来るこ

とを最大限行っています。例えば、年に

２回ですが、感謝祭を開催しています。

単純な特価商品や車検の早期予約だけ

でなく、出店を出したりイベントを行った

りしてお客さまに喜んでいただいておりま

す。地域に無くてはならない会社になろ

うと日々考えていく中で、昨年、HMに

気づけたことは本当に幸いだったと思い

ます。今まで通りではいずれ厳しくなり

持久戦になってしまうと感じていましたの

で、お客さまのためにもHMの販売は要

だと思います。週に一回HMの勉強会を

開催し、HMの勉強やお客さま満足度向

上のための施策などを皆で行っており、

サービスの品質向上を狙っております。

教育の徹底もHMの魅力に気づけたから

こそだと思います。それに、車検の受付

時に乗り換えの提案を積極的に出来るよ

うなったのもHMがあったからこそだと

思います」と中谷氏は語る。

　正に車販と整備の良い循環であり、生

き残るべくして生き残るベンチマークモデ

ルといえる。

ジョイカル門真店［ ナカタニ自動車 株式会社・株式会社 ホットスルー ］

元気印工場訪問

車販の仕組みを変えたらお客様に喜ばれた!!
社員も喜んで勉強した!!
好循環の仕組みとは？　

車販の仕組みを変えたらお客様に喜ばれた!!
社員も喜んで勉強した!!
好循環の仕組みとは？　

車販の仕組みを変えたらお客様に喜ばれた!!
社員も喜んで勉強した!!
好循環の仕組みとは？　

車販の仕組みを変えたらお客様に喜ばれた!!
社員も喜んで勉強した!!
好循環の仕組みとは？　
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▶▶▶  グッドワン本社
　　  新商品紹介

good one株式会社グッドワン本社

水性、無色、環境に良い防錆剤 新時代を切り開く水性サビ止め110番

施行方法やパッケージは？

グッドワンが手がける新しいサービス
水性サビ止め110番

小規模工場の味方

資料請求、お問い合わせは…

株式会社 グッドワン本社 ) 092-472-9100
福岡県福岡市博多区東那珂3-6-32　FAX：092-451-9100

軽トラック等にはバツグンの効果を発揮

　自動車整備工場の生き残る道を模索し
様々なアイテム、サービスを提供するグッ
ドワン本社（山本博之社長）。「車検の
110番」など、安心感を与えるフレーズ
「110番」の名を冠したサービスを数多く
展開し好調な勢いを見せる。自社独自の
サービスに安心感を与える110番は小規
模工場の味方として全国的に広がってい
る。そんなグッドワン本社が新しく手がけ
るサービス、それが「水性サビ止め110
番」である。

　その名の如く水性素材を使っている「水
性サビ止め110番」は塩害が多い地方で
非常に効果を発揮する。沖縄を初めとし
た離島、東北、北陸や沿岸部などから好
評を得ており、既に沖縄県では松川オー
トが鹿児島県の南九州自販が代理店契約
を結び販売に至っている。シャシブラック
と違って、無色であるため、塗布した場
所は現色のままとなる。サビを防止するこ
とは当たり前だが、下取りや販売時に於
けるシャシブラック塗布のマイナス査定を
避けられる点も魅力的である。

　施行方法は至って簡単、スターターキ

ットの中にあるエアガンを使って水で希釈
した薬剤を塗布するだけである。約10分
ほどで乾き、基本的には1度塗布してしま
えば1年間は効果が持続するので、1年
後にもう1度塗布する案内が出来るリピー
ト商品でもあるのだ。軽自動車やコンパク
トカーサイズであれば、35台分の薬剤が
スターターキットの中には含まれている。
金額は20万円ほどであり、材料、マニュ
アル、エアガン、計量カップ、のぼり、ポ
ンプがスターターキットに含まれている。

　「元々はクリアーを作ろうとして配合して
いく中で出来たのが『水性サビ止め110
番』でした。自信を持って提供できるサ
ービスだと確信しております。是非、塩害
でお悩みの方、シャシブラックではないサ
ビ止めを探している方はお声かけ下さい」
と開発者の後藤時夫氏は語る。
　サビ止めというとシャシブラックが代名
詞であるが、新開発の水性サビ止めとし
て開発された本サービスは沿岸部や冬場
に向けた絶好のサービスである。

プロフィール

後藤 時夫（ごとう ときお）

1954年生まれ、福岡出身。
1981年九州大学工学研究科終
了。工学修士。1981年大日本
インキ化学工業入社。合成樹脂
の開発研究。品質管理等に従事。
2014年同社を退社。2016年3
月グッドワン本社に技術担当とし
て入社し現在に至る。
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空研
エアークイックスパナ
「KSS-10A」
　手工具感覚で緩め・締め作業が行えるエアーツール、エ
アークイックスパナに新タイプが登場。作業性が高く、エア
ーラチェッレンチの3倍のスピード性があるだけでなく、ラ
チェット機構ではないため、ネジの着座時の反動が小さく
安全である。また、アダプタを取り付けると、シングル回転
のポリッシャーとしても使用できる。
　通常タイプとポリッシャー仕様の2タイプのラインナップ
で、付属品は2タイプ共通で20PMのカップリングプラグ
が付く他、ポリッシャー仕様にはアダプタC.Pとφ70mm
のマジックパッドも付いてくる。

株式会社 空研　大阪府羽曳野市野々上3-6-15
TEL：072-953-0601　http://www.kuken.co.jp

Pick-Up NEW Product #1

新 商 品

注目の商品・サービス Pick-Up Product & Service

イサム塗料
アクアスDRY専用クリヤー
「AXUZ LV201クリヤー」
　AXUZ LV201クリヤーはアクアスDRY専用の溶剤系の
クリヤーで、欧州VOC規制基準をクリアしており、フラッシ
ュオフタイムなしでライトコート＋フルウェットコートで仕上
げることができる。
　イサム塗料は、昨年発表した”アクアスDRYベストミック
ス工法”で水性ベースコートの作業性を向上させ展開して
きた。しかし、水性ベースコート導入提案を実施するには
下地からトップクリヤーの作業性向上が必須と考え、今後
水性ベースコートの導入が加速していく中で、下地からトッ
プクリヤーまでのトータル提案強化のひとつとして環境配
慮、作業性、仕上りを追求し、本製品が完成した。

Pick-Up NEW Product #2

新 商 品

イサム塗料 株式会社
車輌塗料グループ
滋賀県草津市笠山8-2-1
TEL： 077-565-0210
http://www.isamu.co.jp/

ウィル・ビー
簡易オイル交換バルブ
「EZバルブ」

　エンジンオイル交換はドレンボルトからオイルを抜く作業
が主流である。今回アメリカ並びに世界各国の大手メーカ
ー・OEMに好評を得ているEZバルブが日本に上陸した。
アメリカでは既に25万個の販売実績を持つEZバルブは、
その名の如くイージーにオイル交換が出来る。ドレンボルト
をEZバルブに差し替え、バルブ操作をするだけで簡単にオ
イル交換が出来るので、Oリングの交換やボルトをなめる
心配も無い。作業効率、時間短縮が見込めるアイテムであ
り、サイズも国産、外車は網羅している。日本国内販売に
対してPL保険にも入っているので、万が一のクレーム時に
も対応している。

株式会社 ウィル・ビー
大阪府大阪市天王寺区
小橋町13－17
TEL：06-7176-0105
http://ezvalvejapan.com/

Pick-Up NEW Product #3

新 商 品

空研
大型インパクトレンチ
下取りセール

　エアーツールでおなじみの株式会社空研（社長）では、
８月21日から12月31日まで、大型インパクとレンチの下
取りセールを開催している。期間中、対象の大型インパクト
レンチを購入の際、手持ちのインパクトレンチ（1” SQ
（25.4mm角）以上のインパクトレンチ、メーカー問わず）
を下取りするというもの。また、同社の創業50周年にちな
んで、オリジナルブルゾンも１着プレゼントする。対象機種、
下取り金額は以下の通り。

Pick-Up Service

キャンペーン

株式会社 空研　大阪府羽曳野市野々上3-6-15
TEL：072-953-0601　http://www.kuken.co.jp

① N型大型レンチ：
１台につき15,000円の下取り値引き
KW-3800proGL・KW-4500GL・KW-3800P・KW-4500P

② D型、その他大型レンチ：
１台につき7,000円の下取り値引き
KW-385GL・KW-4200GL・KW-380P・KW-40P

注目の新商品①

注目の新商品② 注目の新商品③

注目のサービス
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　久々のリサイクルのページでは昨今
問題になっているリサイクル関連の話
題に触れていこうと思う。自動車リサ
イクルという言葉は11年前に施行さ
れた自動車リサイクル法から自動車整
備業界の中にも浸透してきたと思う。
詳しくは割愛するが、自動車を適正に
リサイクルするための仕組みといえる。
この法律により、自動車リサイクルの
健全化が図れたといっても差し支えな
い。

エアバッグの問題

　さて、自動車リサイクル法には回収
物品としてエアバッグがある。読者の
皆様もエアバッグを展開している車両
を見たことはあると思うが、使用済み
車（廃車）となった車両は処理工程
で、エアバッグの全展開が義務化され
ている。中古部品の中で、エアバッグ
が流通していない背景にはこういった
法律があるからといえる。
　ところで、エアバッグ本体を中古部
品販売業者に『売ってくれないか』と
聞いたことは無いだろうか。厳密に言
えば、実は使用済み車両でなければ
外しても問題が無く、販売すること自

体も、法律上は問題が無いのである。
　しかし、許可業者による適正処理の
中で、生産されるアイテムは必然的に
使用済み車両となるので、販売ルート
に上がってこないのである。
　一方で某インターネットオークショ
ンサイトなどでは販売されているのも
事実である。「これは中古車から外し
たものだ」と言ってしまえば、実はル
ール違反ではないのだ。とは言うもの
の、自動車リサイクル業者では販売自
体をしていないことになっている。中
古のエアバッグは保証もなく、取扱い
は非常にデリケートな問題なので、編
集部としては、販売に加担、購入する
といったことは控えて頂ければと思う。
理由としてはやはり人命に関わるアイ
テムだからである。『そんなことを言っ
たらブレーキ関係のアイテムはどうな
るんだ』という指摘がありそうだが、
明確なルールが無い以上はモラルの
中で徹底して頂きたいと思う。

廃車の中のゴミ

　使用済みのゴミ収集車であったとし
ても、廃車される車両の中にゴミを詰
めることは無い。ましてや使用済みの

乗用車にゴミを詰めて自動車リサイク
ル業に引き上げてもらうというのはモ
ラル違反といえる。あくまで、リサイク
ル業からすれば、取引継続のためにも
ゴミが入っていても仕方なく持ってい
くであって、これは自動車整備工場側
に自覚・自粛して頂くしかない。
　そもそも、自動車リサイクル業は使
用済み車を資源としてリサイクルする
のが生業である。中にゴミが入ってい
ては不純物になることは言うまでもな
い。自動車整備工場と同様に自動車
リサイクル業も世の中にとって必要な
仕事の一つである。ルールを守って廃
車を出すことはもちろん、モラルを守
って頂きたい。自動車整備工場は多
かれ少なかれ、廃車を出すことはある
と思うが、是非モラルを持って取り組
んで頂きたい。

自動車リサイクルのページ
automobile recycle

ルールを守ってリサイクルをしましょう

せいび界
vol.609 SEPTEMBER 2016

30



｜ 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

リビルドコンプレッサー クオカードプレゼント

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

CUPON

www.f-reparts.co.jpサービス・取り扱いパーツの詳細は

リビルドコンプレッサー1,000円引きCUPON

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

024 - 946 - 1180

024 - 937 - 0023
社会に貢献するリサイクル業

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

CUPON

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 9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。

CUPON

ライジングタイプLED１セットお買い上げにつき中古ETC１台プレゼント

｜ 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

CUPON

社外新品ラジエーターをお買い上げの方にクオカードプレゼント

｜ 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

リサイクルパーツお買上のお客様に抽選で素敵な景品をプレゼントCUPON

｜ 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

40周年キャンペーン実施中
（7／1～10／31）

) 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
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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

CUPON

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

｜ 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

CUPON

｜ リサイクルパーツ販売／廃車 ｜
軽自動車から大型車までどのようなお車でも見積り無料・買取OK

株式会社 紀南パーツ
▶ 和歌山県日高郡みなべ町山内５６

リビルド商品お買上げ500円引き
※１社につき１か月１回有効

www.ngp.gr.jp/k707

0739 - 84 - 2222

0739 - 84 - 2233
お客様のニーズに答えられるよう日々努力しております

CUPON

｜ リサイクルパーツ販売／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。

CUPON

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。

クーポンの有効期限は平成 28 年 9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。

本体 2,222 円／ B5 版／ 132ページ

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

定価 2,400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※

好
評
発
売
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!

CUPON

リビルトコンプレッサーお買い上げのお客様に粗品プレゼント

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

有限会社 旭自動車商会
▶ 茨城県水戸市ちとせ1-1408-1 www.asahi-parts.com

029 - 224 - 1721

029 - 222 - 3061
中古部品・リビルトパーツ・事故車・廃車買い取り

おまかせください
　　　リサイクルパーツ

「旭自動車商会」は、
環境庁の気候変動キャンペーン「Fun to Share」に賛同しています
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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

CUPON

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 9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。

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

御社も掲載してみてはいかがですか？クーポン広告募集中
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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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● 中古リフト専門業者だからメーカー問わず豊富な在庫を実現しました。
　 ご希望の商品を必ずお届けします

● 買い替えや店舗閉鎖などで不要になったリフトがありましたら是非お問い合わせ下さい！
　 全国何処へでも出張し納得の高価買取りをさせて頂きます

〒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 >

安心品質 安心買取り特価販売
自社で仕入れから再生そして

テストまで一貫して行っている

から安心の品質でお届け！

内製化により徹底してコストカ

ットを行い、高品質かつ低価

格を実現しました！

リフトの入れ替え、買い替え、

店舗閉鎖など、リフトの買取り

のご用命はオルタライフへ！

｜　自社仕入れ　｜　自社生産　｜　豊富在庫　｜　高品質　｜　低価格　｜　高価買取り　｜

オルタライフのリフト

中古リフト激安販売！ 高価買取り！ 致します！

中古
日本一
宣言！！

国産門型リフト
39万8千円

国産アーム付き
シザースリフト

90万円

国産アーム付き
シザースリフト

90万円

新品の30～40％
コストダウン！！
新品の30～40％
コストダウン！！
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