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NGP日本自動車リサイクル事業協同組合

NGP Nippon Good Parts

第 12 回通常総会・創立 30周年記念祝賀会
グループ創立から30 年、協同組合としては12
年目を迎えた、リサイクル部品販売の大手である

今期方針：佐藤幸雄理事長

NGP日本自動車リサイクル事業協同組合。今回
は創立 30周年を記念して、同組合（当時はグル

「創」

ープ）発祥の地である九州で、総会並びに通常
であれば懇親会も創立 30周年記念祝賀会として
盛大に開催された。

〜挑戦と継承で新たな時代を〜

祝賀会と銘打ったこともあり、通常の懇親会で
は見られない30周年を記念した書道パフォーマ

第 13 期（平成 28 年度）のテーマ

ンスや鏡開き、また創立者である大石一彦名誉
顧問に福祉車両が贈呈されるなど、お祝いムード
一色となった。

今後、NGPグループを取り巻く周辺環境は、中長期的に厳しい状況が予測され

そこで今回の特集では、2 年目を迎えた佐藤理

ます。使用済み自動車の発生減少による仕入れ価格の高止まりを始め、平均使用

事長体制における同組合の今後の展開並びに、

年数長期化による部品取り車両の質低下、事故修理の減少、鉄スクラップ相場下

懇親会で寄せられた来賓の祝辞などを紹介する。

落による素材ビジネスへの影響、労働者人口減少による人材不足などが考えられま
す。このような状況が予測される中、組合員個社個社だけの対応ではなく、NGPグ

❖ 事業計画骨子

ループの総力を結集しスケールメリットを活かした戦略立案と実行が重要と考えてお

生産フロント会議を中心とした組織活性化
青年部員の世代交代と次世代育成修練場の構築
組織指導委員会

藤村博志

委員長

初級生産・フロントマン研修会を東西各 1 回開
催し、研修を通じ夢を持てるNGPマンを育成
教育委員会

岩井悟朗

委員長

日々変化するニーズに対応する研修会の
企画立案・実施を様々な方面から検討
研修委員会

堀川健志

委員長

生産効率化システムの周知・フォロー活動
生産効率化第 2 弾と新 NGPダイレクト仕様検討
システム委員会

牛場健次

委員長

システム委員会との連携で大幅なシステム改修
次世代自動車対応を通じてのNGPブランド向上
商品管理委員会

鈴木博文

委員長

ホームページの刷新及び広告戦略の強化
ラジオCM 等による廃車王への誘導・仕入拡大
総務広報委員会

杉之間大和

委員長

ISO14001、9001、27001 の取得の推進
環境委員会

胡

定晃

委員長

リターナブル資材の使用回数復活
海外へのパーツ販売拡大の模索
流通委員会

増田嘉久

委員長

ります。今まで以上にNGPブランドの強化を図り、競合他社との差別化やNGPフ
ァン作りを積極的に進め、競争優位性を構築する必要があると考えます。
昨年度、重要活動方針として、
①リサイクル部品市場の拡大、
②海外販路拡大、
③
素材回収スキーム構築、
④次世代人材の育成を掲げました。今期においても、この
活動方針は引き続き継続致します。また、これらの方針を確実に実行する上でも、
使用済み自動車の仕入れなくしては実現できないと考え、5つ目の方針として車両仕
入強化を追加致します。既存提携先からの車両仕入の強化はもちろんのこと、新規
提携先との積極的な営業活動をNGPグループ全体で実行していき、良質な車両の
確保を図ってまいります。また、一般ユーザー向けのNGP 廃車王については、引き
続きインターネット広告を中心とした広報戦略を実施すると共に、各支部においても
積極的な活動施策を打ち出していただき、進めてまいりたいと思います。
また、海外販路拡大、素材回収スキーム構築については、NGPグループの組織
力や相互扶助の精神で取り組みを推進し、ノウハウの共有や更なるコミュニケーショ
ンの強化など、支部内活性化を図ってまいります。
教育事業においても必須研修の無料化を継続しながらも、次世代自動車対応の
研修会や新たな知識を習得する研修会など、積極的な人材育成を推し進めてまいり
ます。
NGPグループは30周年を迎えました。現在に至るまでも様々な危機や困難な課
題を、組合員が一致団結し乗り越えてまいりました。直面する様々な諸課題、目ま
ぐるしく変化する経営環境など、我々が事業を継続する上で、今までにない厳しい
環境が想定されます。
創立者、大石一彦氏が掲げた三大信条の理念を活動の基本としつつ、諸先輩方
が作り上げたNGPグループを今後ますます発展させていくためにも、全組合員が総
力を挙げて挑戦していく必要があります。新たな時代を皆で切り拓いてまいりたいと
考えております。
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NGP Nippon Good Parts

ご来 賓 挨 拶
30 年前、大石名誉顧問の理想を核として、 出て行く廃棄物の量を輪の太さで表現してい
スタートされた皆さまの運動が今、全国に大

ます。10 年前は入ってくる資源、出て行く資

きく広がっていると実感しております。私は環

源＝廃棄物になる量も多く、非常に太い輪

境大臣の時に、皆さまの理想・お考えをお

でした。したがって、循環している部分の輪

聞きし、ぜひ一緒に頑張りたいという気持ち

は非常に細かったわけですが、皆さま方の

になりまして、それ以降一緒に頑張らせてい

ご努力でだんだん太くなりました。
その中心にあるのが鉄であり、自動車です。

だいております。

斉 藤鉄夫 氏
衆議院議員 公明党 幹事長代行

環境省は毎年、環境白書というものを発

この循環型社会が完成すればするほど、二

行しています。循環型社会を作っていくとい

酸化炭素排出量も減っていく。この運動の

うのが、環境省の大きな目標ですが、その

中心にいらっしゃるのが皆さま方で、この循

循環型社会がどこまで進んでいるか、1 枚の

環型社会の円が、よりすばらしい円になるよ

図で毎年示しております。

うに、これからも皆さま方と一緒に努力をし

中央に大きな輪があり、入ってくる資源、 てまいりたいと決意しております。

宮 本昭彦 氏
国立研究開発法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構
副理事長

私は平成 14 年から平成 18 年にかけまし

なく自由に事業をやってきたのに、突然でき

て経済産業省で自動車リサイクル室長を担

た法律に対して、本当にご協力いただけるの

当しておりました。当時は自動車リサイクル法

かという点でしたが、本業界の皆さま方が大

が国会で成立した後、施行のため3 年間準

変積極的に、丁寧に対応すると共に、積極

備をしておりました。当時は経産省の中で

的に現場に即したご意見を行政にお届けい

も、自動車リサイクル制度について、本当に

ただきまして、その結果、自動車リサイクル

うまく行くのか、きちんと立ち上がるのかとい

制度が構築できたということで非常に感謝申

う声が強かった時代で、その要因は2つあり

し上げます。車の自動運転や、車を保有す

まして1つは消費者の方々にリサイクル料金

るから利用するへと様々な変化があると思わ

をお支払いいただくことができるのか、もう1

れますが、これまでNGPグループとして30

つは今日お集まりの自動車リサイクル業者の

年間培ったブランド、お客さまの信頼を糧に

方々がこれまで法律の規制を直接受けること

乗り切っていただけると信じております。

その他ご来 賓の方々

30 周年を記念してのパフォーマンスで、今期のテーマ
「創」を書き上げた書道家の武田双雲氏

04

せいび界

vol.612 DECEMBER 2016

鏡開きの後、乾杯の発声を務めた、
NPO 法人 世界の理事長 中田選氏

NGP日本自動車リサイクル事業協同組合
第 12 回通常総会・創立 30周年記念祝賀会

創立 30周年おめでとうございます。30 年

のを開発させていただきました。当社とお取

ということで、当社との歴史も含めて振り返

引のある整備工場さんには好評で、現在で

らさせていただきたいと思います。NGPさん

は約 1,500の整備工場さんにご利用いただ

とは、リサイクル部品特約という商品を旧大

いております。

東京火災時代に開発、2000 年に業務提携
させていただきました。

吉田靖之 氏
あいおいニッセイ同和
損害保険株式会社
常務執行役員

ほけんの窓口グループ株式会社
代表取締役会長兼社長

大石一彦 氏
NGP

日本自動車リサイクル事業協同組合
名誉顧問

（代読：御長男 大石佳澄氏）

級制度というものができまして、自費修理、

その後、2005 年に自動車リサイクル法が

クルマを自分のお金で直すという方向に向か

施行されるということで、東京の北の地域

うであろうということで、NGPさんにはぱっと

の、当社と取引のあるほとんどの整備工場さ くんを開発していただきました。
んにリサイクル法のセミナーを開き、玉木専
務理事に講師をやっていただきました。
それから次の歴史としては、NGPさんと当
社で、業界初の全損車オークションというも

窪田泰彦 氏

それから2015 年には自動車保険の新等

本当に要所要所でNGPさんが神様として
降りてきてくださいました。今後ともNGPさ
んとは一身同体で一緒になって頑張ってまい
りたいという次第でございます。

発祥の地、九州で30周年を迎えられたと

場合、30 年前の企業は1 社も（ランキング

いうこと、本当におめでとうございます。私は

には）残っていません。それだけ色々な企業

NGPさんとは、ほぼ同じくらいお付き合いさ

が出てきているというわけです。

せていただいておりまして、例えば、国立京

それほど世の中が変わっているにも関わら

都国際会館で記念講演をさせていただいた

ず、NGPさんは隆盛を極めていらっしゃる。

り、NGPの皆さんとは毎年色々な所におじ

これは、モッタイナイとか物を大事にするで

ゃまさせていただいたわけですけれども、こ

すとか自然環境を大事にするですとか、資源

うした長いお付き合いは私の人生の喜びの1

を大事にするですとか、やはり人に寄り添う

つです。この間に30 年の月日が流れたとい

といいますか、人間としての優しい心が事業

うことで、30 年前と今の大学生の就職先人

の背骨としてぴしっと通っているからだと思い

気ランキングを比較しますと、日本の場合は

ます。こうした精神で、ますますご隆盛を極

ほとんど変わっておりません。一方アメリカの

められますことをご祈念申し上げます。

30 年という節目の年を、発祥の地、九州

申し上げます。家族との温かい思い出作りの

で迎えることができ、感無量です。NGPまた

ために大切に使わせていただきます。早いも

私自身、実りある1 年を送ることができまし

ので私が病床に伏してから25 年の月日が流

たことに、心より感謝いたします。ついに自

れました。その間、私や家族に対する変わる

動車はコンピューター制御による自動運転の

ことのない、皆さまの深い深い愛情のおかげ

時代を迎えました。より便利かつ快適なライ

で、私は常に希望を持って日々過ごすことが

フスタイルを我々が享受できることになりまし

できております。そう、皆さまは私の希望で

た。私たちもこれに乗り遅れることなく、一

す。どうかお体に気をつけて世界のため、明

人でも多くのお客さまの笑顔と幸せのため、 るい未来のため、いつも大きな心がけを持
日々精進し、自分自身の知識、心を磨き上

ち、ご活躍されてください。最後に、皆さま

げてください。私事にはなりますが、福祉車

の地 道な努力の積み重ねが 作り上げた、

両贈呈という、皆さまのご厚意に心より感謝

NGPの魂の歴史に改めて感謝申し上げます。
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NGP日本自動車リサイクル事業協同組合
第 12 回通常総会・創立 30周年記念祝賀会

共同記 者 会 見

恒例の共同記者会見では、佐藤理事長が第 12 回通常総会の総括と今期のテーマ、ならびに事業方針について語った。
弊組合はNGPグループ創立から30 年、協同組合としては13

また、本年 4月に熊本を中心に九州を襲った大地震や、台風

年目を迎えます。本通常総会では、30 周年を迎えたことの感謝

による記録的な大雨による被害の大きさに触れ、自然災害によ

と共に、この先の厳しい時代を勝ち抜くためには、新しい発想の

る復興支援を積極的に取り組んでいくこととし、さらに地球温暖

下、新しい物を生み出し、挑戦していかなければならないと、

化に代表される環境保護にも貢献していけるよう、適法・適正

強い想いを述べました。

な解体作業を推進し、自動車リサイクル部品の利用促進による

今年の8月に国内初、ミニバンとしては世界初となる自動運転
技術を搭載した車、日産・セレナが発売されたことを例に挙げ、

CO2 排出量削減の啓蒙活動を継続的に取り組んでいくことを示
しました。

今後ますますの事故減少、自動車リサイクル部品の利用機会減

NGPグループは現在に至るまで、様々な困難を組合員が一

少、使用済み自動車の確保が困難になっていく環境下で、この

致団結し乗り越えてきました。直面する様々な諸課題、目まぐる

ような時代だからこそ個社個社の対応ではなく、NGPグループ

しく変化する経営環境など、事業を継続する上で、今後は今ま

結束の下、スケールメリットを活かした活動が重要だと呼びかけ

でにない厳しい時代が想定されます。創立者、大石一彦が掲げ

ました。

たお客さまを第一とする理念を、活動の基本としつつ、諸先輩

具体的には、自動車リサイクル業界を取り巻く周辺状況の変

方が作り上げたNGPグループを、今後ますます発展させてゆく

化に対しての危機意識と、将来を見据えた計画立案が重要と考

ためにも、全組合員が総力を挙げて挑戦していく必要があり、

え、使用済み自動車の減少に伴う仕入競争の激化、スクラップ

新たな時代を皆で切り拓いていきたいという考えの下、平成 28

価格の大幅下落などに対応するため、次の5つの事業方針を掲

年度の活動テーマは「「創」〜挑戦と継承で新たな時代を〜」）

げました。

としました。

●車両仕入の強化

●リサイクル部品市場の拡大

●海外販路の拡大

●素材回収スキームの確立

●次世代人材の育成
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このテーマを元に、時代に即した組織の構築を目指し、自動
車リサイクル部品業界を牽引してまいりたいと考えております。

これがすごい！！
Wonderful
Products

2016

この 1 年は皆さんにとってどんな 1 年だっただろうか？ 今年も様々なメーカーからたくさんの商品が発表・発売された。
本誌でも「注目の商品」を通じて数々の新製品を紹介してきたが、新製品はそれがすべてではない。しかも、新製品＝ベス
トセラー、話題を集めるとも限らず、既発売製品であってもじわりじわりと話題を集めた商品もある。この特集では、新製
品、既発売製品にこだわらず、
「これがすごい！」と思える商品の数々を一堂に集めて紹介する。果たして皆さんの会社では
どれだけ導入されているだろうか？

空研

エアーインパクトレンチ｢KW-1600proX｣
新製品 N 型エアーインパクトレンチ｢KW-1600proX｣を発売した
空研は今年で創業 50 年を迎える。新製品は、KW-1600Sproの
後継機種となり従来品より耐久性をアップさせた設計で、主な特長
は、
①同社独自のN 型クラッチ機構を搭載し小型･軽量、
②新開発の
２室型モータの採用によりトルクの立ち上がりが早い、
③高効率消
音構造の採用により低騒音、
④パワーレギュレータと左右切り換え
レバーの一体化により操作性が良い、
⑤視認性が高い高機能なプロ
テクタを採用、
⑥排気方向可変マフラの採用等々である。
標準小売価格は65,000 円（税別）
。

株式会社空研

大阪府羽曳野市野々上 3 丁目 6 番 15 号

TEL：072-953-0601

URL：www.kuken.co.jp

パーマンコーポレーション

電動ラチェットレンチ
DC10.8V・リチウムイオンバッテリーを採用した

気にする必要がなく、作業効率が向上する。

電動ラチェットレンチ。自動車整備作業や鈑金作業な

セット内容は本体＋バッテリー 2 ヶ、専用充電器 1

ど、狭いところにあるボルト・ナットや、小型ビスの脱

ヶ、差込角 9.5mm のソケット 6 種類と変換アダプタ

着をする際に活躍する。主な特徴としては、リチウム

ー 2 ヶ。持ち運びや収納に便利な、専用プラスチック

イオンバッテリーを採用しているので、寿命が長く、い

ケースも付いており、付属品も充実している。バッテリ

つでも継ぎ足し充電をすることが可能。また、本体に

ーを 2 ヶ付属させることで、充電切れによる作業の中

バッテリーインジケーターを備えているため、作業中

断を解消することができ、軽量＋パワフル＋コンパクト

でもバッテリーの残量を確認しやすくなっている。コ

な電動ラチェットレンチを十分に使用できる。

ードレスなのでエアホースや電源コードの取り回しを

価格は 8,980 円 ( 税別 )。

株式会社パーマンコーポレーション

大阪府大阪市西区川口 4-1-5

TEL：0120-202-800

URL：http://pa-man.com/
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これがすごい！！

イヤサカ

CO・HC・CO2・O2・NO アナライザ
「ALTAS-5」
CO・HC・CO2・O2 の 4 ガスに NO を 加 え

スに水気を含むものが増えてきているが、ドレンセ
パレータの機能改良により、排気ガス及びマフラ

た 5 ガスを測定できるアナライザ（上写真）
。
新方式のサーモパイルセンサーの採用によって、
セクターモータ、セクター板が不要になり、小型

ー内の水分除去性能を向上させて対応している。
単独での使用ももちろんだが、同社のエンジン
診断 & インフォメーションシステム「DISY-4000

化・省電力化を実現（業界初）
。
また、新方式の検出器を採用したことで暖機時

-DN」
（下写真）と接続したり、特定の OBD 診断

間も 5 分に半減するなど、こちらも省電力化に貢

機（一部機能）とオンライン接続しての使用も可能

献すると共にスピーディな測定にも貢献している。

で、用途も広がる。

さらに、近年実装されているエンジンは排気ガ

株式会社イヤサカ

東京都文京区湯島 3-26-9

TEL：03-3833-6110

URL：www.iyasaka.co.jp

KTC

19.0sq. コードレスインパクトレンチセット
大型車の整備に最適なコードレス&パワーモデ

や奥まった箇所での作業に真価を発揮する。トリ
ガーの引き具合で回転を調整できるティージング

ルのインパクトレンチセット。
インパクトレンチ本体は、エアーツールの力強

スロットルも採用されている。

さと、電動インパクトレンチの機動性を兼ね備えて

また、コードレスであるため、エアホースの取り

いる。差込角19.0sq.で最大 1,000N・mのハイ

回しを気にすることなく作業場所を移動でき、長

パワーを持つため、トラックなどの大型自動車の

時間作業に嬉しい大容量ながらも小型・軽量のリ

ホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締

チウムイオンバッテリーが2 個も付属する。バッテ

緩作業に使用でき、しかもトリガーと連動して

リーには残量が一目で分かるインジケーター付き

ON/OFFするLEDライトも備えているので、暗所

で、付属の充電器で急速 100 分充電が可能。

京都機械工具株式会社

京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

TEL：0774-46-4159

URL：ktc.jp

ベースシステム

自動車整備業向け業務支援システム
「MOTORJIM SPIA」
操作性や効率化を追求しながら、お客さまとよ

Point3 印刷 ドットプリンタはもとより、レー

り一層コミュニケーションを図るための「効果性」

ザープリンタ・カラープリンタ・複合機（コピー／

にも着目した、業務支援システム。

FAX ／プリンタ一体機）にも対応。

Point1 速さ 同社独自開発のデータベース

Point4 豊富なデータ 全国住所コード／郵

「PlatPro」により、LAN ／ WAN 等、複数台で

便番号データ／全国ディーラーコード／型式諸

業務を行ってもその速さは変わらない。

元データを搭載し、登録がスピーディ。

Point2 操作性 入力時の全角・半角の切替

Point5 幅広い業務支援 顧客車両管理・売

／仮名・英数の切替は自動で行われる。最大 10

掛管理・実績管理と幅広い業務をカバー。見積

画面までの同時起動が可能。

書から作業指示書や納品請求書を発行可能。

ベースシステム株式会社
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東京都大田区大森西 3-31-8 ロジェ田中ビル 6F

TEL：03-3298-7051

URL：www.basesystem.co.jp

Wonderful Products

2016

安全自動車

温風低圧塗装機
「SG-2500」
流体力学を応用した、業界トップクラスの密着性を誇る低圧塗装機。内蔵された
タービンが発する回転摩擦熱により、乾燥した温風を生成し、微粒化した塗料をこ
の温風に乗せて塗装を行う。温風で塗装することにより乾燥時間を削減できるのは
もちろん、凹凸部もしっかり塗装できるほどの高い塗着効率と密着性を誇る。大型
車の鈑金塗装や下回り塗装など、入り組んだ部分の塗装に特に効果を発揮する。
また、塗着効率が高いということは、塗料の飛散を大幅にカットできるということ
であり、今までムダにしていたオーバーミストもなくなり経済的でもある。使用する
塗料の種類に関係なく使える（水性・油性・ラッカー塗料まで幅広く対応）ので、
通常では乾燥時間が長くなりがちな水性塗料に特に有効である。

安全自動車株式会社

東京都港区芝浦4-16-25

TEL：03-5441-3415 URL：www.anzen.co.jp

関西ペイント販売

次世代型カラーセンサー調色システム
「AI カラー システム」 ※ 写真はBig Vanターミナル２他、従来品
自動車補修用として、独自の最先端調色理
論を導入した次世代型カラーセンサー調色シ
ステム。試験販売ながらも好評を博し、2017
年初春に正式発表、本格販売する予定となっ

「AI カラー ナビ」
（タブレット端末機）
膨大なデータの中から、より最適な調色配合
データを瞬時に導き出す

近 似 色 検 索（CCS）及び 配 合 補 正（CCM）
精度が大幅に向上
操作性の向上…知りたい情報にいち早く到
達、画面切替により 4 名まで同時に作業する

「AI カラー スケ−ル」
（計量秤）

ている。本システムは、以下の 3 つの機器から

オンラインで配合デ−タが転送されるため、調

ことができるなど、誰もが簡単に操作・作業

構成されている。

色作業の短縮が可能となる

することが可能

「AI カラー センサ−」
（多角度分光測色計）

また、特長としては次の 3 つが挙げられる。

機能の充実…作業者登録することで、作業者

車体色を多角度から測定し、精度の高いデー

調色精度の向上…独自の最先端調色理論の

の過去の作業履歴が反映できる機能を追加。

タを読み取る

導入と検索対象配合数の大幅アップにより、

情報リンク画面より、様々な情報入手が可能

関西ペイント販売株式会社

東京都大田区南六郷 3-12-1

TEL：03-5711-8903

URL：www.kansaipaint.co.jp

旭産業

ヒートリペアキット HRK-650
樹脂製ユニット補修の革新ツール「ヒートリ

傷 であれ ば 車

ペアキット HRK-650」は、電熱ピンを樹脂パ

体 か ら 外 さず

ーツの割れた面に直接溶かし込み、素早く簡

に、表面からの作業も可能な他、クリップ留め

単に補修・補強出来る修理キット。

にも使える。

旭産業

検索

HRK-650 専用の「こてピン」も発売中。深い
溝を形成できる「こてピン V」と修正箇所を平

電熱ピンを埋め込むので、衝撃やねじれに

また、あらゆる場面に応用が効くスタンダー

らにする「こてピン フラット」の 2 種類。

強く、部品修理により部品交換コストの削減

ドタイプの「コの字ピン」を始めとして、
「直角

自動車保険料率の改定によって、自動車修

に貢献する。バンパーの軽度な損傷やヘッドラ

ピン」
、
「山高ピン」など、電熱ピンはバリエー

理方法が見直され注目が集まる中で、簡単操

イトユニットやテールランプの取付部の折損・

ション豊富で臨機応変に使い分けが可能。電

作で高い安全性と作業効率を実現する最適な

亀裂などの修理に最適。バンパーの軽度な損

熱ピンで補強した表面を簡単に形成できる

修理キットとなっている。

旭産業株式会社

東京都大田区池上 1-22-13

TEL：03-3751-6124

URL：www.air-asahi.com
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SALE PURCHASE
D LIFTS
2nd HAN

｜

自社仕入れ

オルタライフのリフト

S
USED LIFT

｜

自社生産

｜

豊富在庫

｜

高品質

｜

低価格

｜

高価買取り

中古リフト激安販売！ 高価買取り！ 致します！
● 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
● 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

安心品質

特価販売

安心買取り

自社で仕入れから再生そして

内製化により徹底してコストカ

リフトの入れ替え、買い替え、

テストまで一貫して行っている

ットを行い、高品質かつ低価

店舗閉鎖など、リフトの買取り

から安心の品質でお届け！

格を実現しました！

のご用命はオルタライフへ！

Website :

http://altlife.jp

株式会社オルタライフ
〒335-0034 埼玉県戸田市笹目 8-15-1

TEL 048-449-6570（代表） FAX 048-421-3266

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 >

オルタライフ

｜

街の近くにある工場さんは地元のお客さ
まから選ばれると思います。ですが、汚
いとか、何処が入口か分からない、受付
も有るのか分からないなど、初見の方は
分からないことだらけですし、看板に自分
の乗っている車のメーカーが無ければ見
てくれないと思ってしまいます。
三好 確かにスズキの看板があるお店に
はトヨタは持って行くのは勇気がいります
からね。例えば新しい車を買うとなった
場合はやはりディーラーになりますか？

隣の芝生は何色だ？ 特別編

廃プラスチック業社長インタビュー後編

廃プラスチックというニッチな産業へ
乗り出した女性社長の決意と鋭い意見
小林広美

小林 そうですね。ディーラーは安心し
て買えると思っています。ですが、もしか
したら賢い買い方があったかもしれないと
思うこともあります。知らないだけで損を
している人も多分いると思います。それは
プラスチックリサイクルにしても同じことが

三好高史

言えます。お金を払って処分する人もい

本連載『隣の芝生は何色だ』は自動車

工場を見ていますが、女性一人では街の

ればお金をもらえる人もいるわけですか

業界以外の方の意見などを紹介する特色

整備工場さんに入るのは少しハードルが

ら。

を持っている。前回、山梨県にある多角

高く感じます。

三好 なるほど、良い商品やサービスで

的なリサイクルを行う㈱ MIYABI の小林

三好 何故ですか？

あっても、知って頂く努力が必要というこ

広美代表取締役にインタビューを行った。

小林 買った場所に持っていくのが普通

とですね。

ゼロから創業し自ら現場に出て手腕を振

だと思いますし、これは勝手に思っている

小林 はい、良いサービスや商品、賢

るう姿や廃プラスチック業について紹介し

だけですが、自動車整備自体をよく分か

い買い方であれば女性は率先して選ぶと

た。今回はその後編である。

っていないので、金額がディーラーさんで

思いますし、そういったお店は友人など

三好 リサイクルにもモラルが必要です

あっても不明瞭だから、行ったことの無い

にも紹介し易いですからね。

よね。ところで、廃プラスチックはどのよ

整備工場さんは、なおさら入りにくいから

うな所に販売しているのですか？

です。

三好 本日はありがとうございました。

小林 千葉県の業者様に引き取って頂い

三好 確かに金額に関しては看板で謳っ

経営者、主婦そして、普段から移動手

ております。実際、廃プラスチックは国内

ている場所もありますが、中々分かりにく

段として自動車を扱うユーザーとして小林

よりも海外に向けて販売することが多いの

いですよね。

社長は様々な自動車整備工場に対する意

で、今後の事業展開としては港がある場

小林 看板に値段が書いてある赤いお

見を出した。情報や自社の行っているサ

所へ移転し、自ら海外とのパイプを築くこ

店（コバック）なんかでしたら大体幾らだ

ービスを発信していくことは自動車業界の

とも視野に入れています。

と目算が付きますが、それでも不安はあ

みならず自らの業態であっても知ってもら

三好 なるほど、自らが海外に対して販

ります。ディーラーさんや普段使っている

うことの大切さを説いた。

売ルートが築ければ、なお良いですから

所との違いは馴染みになれるかどうか、

ね。話は変わりますが、小林さんは普段

良心的な価格と言われても蓋を開けてみ

から営業で自動車に乗られていると思い

たら違ったなどという話を、友人からも聞

ますが、整備や、いざ購入するとなった

きます。

らディーラーと整備工場どちらにお願いさ
れますか？
小林 私の兄がディーラーの関係者でも

三好 安心して任せられるというのは女
性目線で考えると、どういった点になるの
ですか？

あるので、ディーラーという選択になって

小林 金額面は当然としてもお店の雰囲

しまいます。私自身はお客さまとして整備

気、入り易さは大切だと思います。住宅

株式会社

MIYABI
代表取締役

小林広美
所
電
F

在
話

A X

山梨県中央市西花輪 4303-2
055−288-8327

055−242-8228
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ホリデー車検 オーナーカンファレンスを開催
松川陽一社長挨拶

今後、中長期的なビジョンとしてホリ
デー車検では車療（しゃりょう）すなわ

自動運転などが台頭しながらも縮小し

ち人と車の統合ケアを行うカーライフクリ

ていく市場の中で、お互いにしのぎを削

ニックを創造します。事業目的は、人命

っていてはグローバルな市場には太刀打

を守る、事故や故障を減らす（なくす）
、

ち出来ません。それぞれが手を取り合

不安を減らす（なくす）としていきます。

い、助け合っていかなければ生き残れま

必要とされる新しい整備業の姿を目指し

せん。しかし、世の中から必要とされな

て共に進んでまいりましょう。

い仕事はいずれ淘汰されてしまいます。
自動車整備業は自動車を直すという世の

新規事業・保険のチカラ

㈱ホリデーは去る 11 月 4 日、愛知県

中から必要とされている大切な仕事であ

保険は昨今では最もポピュラーな商材

名古屋市にて全国の加盟店を集めてのオ

ると我々は思っていても、無くても大丈夫

として、自動車整備ならびに販売時に付

ーナーカンファレンスを開催した。今回

と世の中では思われているかも知れませ

随している。保険の収益というのは車検

はより高度なカンファレンス形式となり、

ん。そうならないために、ホリデー車検

以上に魅力があり、成長を助ける柱とな

最新の技術や３ S の徹 底、ISO、加 盟

は顧客本位のトータルカーライフサービ

る。ホリデー車検ではこのほど新規事業

店事例といった６分野に渡る講演から好

ス業に変革していかなければなりません。

として、保険のチカラと協力関係を結ん

きなものを選んで聞くという形式を取り入

変革を実施する上で、顧客本位、社会

だ。保険販売店併設を直営店にてテスト

れた。偏った情報だけではなく、どのテ

調和、独自能力など、様々な課題が我々

を行い、効率的な販売の仕組みを取り入

ーマも分野が異なるために非常に魅力の

にはあります。そこで、医療をベンチマー

れ、入庫したお客様全てに対して保険販

ある講演であり、その中から２つを選ぶ

クとしました。医療すなわち壊れてから

売を実施したところ、好調な成績を収め

限定方式にすることで、高い意識で情報

治す治療中心から予防、介護に代表さ

ているという。まずは直営店で成功事例

を自社へ持ち帰ることが出来るオーナー

れる生活サービスとしての面を強く持った

を作り、加盟店に落とし込んでいく方針

カンファレンスとなった。

予防医療へと変化しようとしています。

である。
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ホリデー車検オーナーカンファレンスを開催

ホリデー車検 オーナーカンファレンス特別セミナー

加盟店事例発表

加盟店事例発表

欧州次世代自動車技術

ホリデー車検沖縄

ホリデー車検城南

ボッシュ

ホリデー車検との歩みを沖縄県の㈱次

加盟店中トップの任意保険付帯率 80

ボッシュ㈱アフターマーケット事業部の

郎工業の中里尚也社長が講演を行った。

％を誇る武田自動車販売㈱武田俊也社

平田基樹マネージャーが自動運転の到来

自社の歴史を過去から振り返り、これま

長は保険を中枢とする顧客マネジメント

をテーマに最先端の事情を紹介した。車

でに起きた栄枯盛衰の影にホリデー車検

によるトータルサービスに繋げる手法、

が進化することで訪れるマイナス面ばかり

のサポートがあったことを伝えた。

極意を解説した。

でなくプラス面も解説した。

トヨタの真髄に学ぶ

整備工場の戦略的経営

３ S（整理、整頓、清掃）

YM マネジメント

シーアイジャパン

枚岡合金工具

YM マネジメント代表真鍋陽一郎氏に

シーアイジャパンの審査登録責任者の

よる講演は他のホリデーの研修でも行わ

土江崇嗣氏は 2015 年度版に変革を遂

現場の基盤ともいえる取り組みである。

れている人気の高い講演である。常に進

げた ISO について解説を行った。より経

異業種である枚岡合金工具㈱の古芝保

化、革新を追求し、絶え間なく改善に取

営の実態に即した内容となった ISO を明

治会長は自身が経験した崖っぷちの状況

り組む「KAIZEN」の講演を行い、前回

確に実態に即した、戦略統合を活用した

からの脱却、徹底した３ S による高収益

の オ ー ナ ーコンベンションで 行 った

ホリデースタンダードの事業発展の原則

企業に生まれ変わった事例を解説した。

「RESPECT」の続編として好評を得た。

整理、整頓、清掃は３ S と呼ばれる

に注目が集まった。

株式会社ホリデー ホリデー車検フランチャイズ本部

0120-456-145

受付時間 ： 月曜日〜土曜日 9：00 〜 18：00 担当：原田

説明会、見学会随時実施中！

まずは資料請求を…

Click

ホリデー車検 FC
http://www.holiday-fc.com/
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コバック 導入店レポート

（有）与那原自動車整備センター
車検のコバックよなばる店

沖縄県島尻郡与那原町字上与那原493-2

TEL
FAX

098 - 945 - 8181
098 - 945 - 8732

に始め、車検、車販、保険と時代そして

自社の顧客を守るコバック
沖縄県島尻郡にある与那原自動車
整備センター（嘉数

顧客に合わせて事業を変革していっ
た。
「整備、販売と行っているものの、
ど

修代表取締役

ちらか一方で付き合いはあっても、両

社長）
は創業44年になる、沖縄県でも

方付き合いのあるお客様が少ないと

有数の整備工場である。整備をメイン

いう状況に、今まで通りの整備工場で
良いのかという危機感を覚えました。

りとコバックの品質を守ることこそが

お客様に対して整備や車販、接客をす

差別化に繋がるからです。
これから50

る際に品質を上げていかなければ、
こ

年、100年と会社を続けていく上でお

れから先、
生き残れません。
そこでコバ

客様から選ばれる会社になる為には

ックに加盟を決意しました。
ですが、
コ

サービス業としての自覚を持ち
『前よ

バックに加盟したからと言って差別化

り良くなった！』
とお客様からお褒めの

が出来るとは思っていません。
と言う

言葉をいただけるように頑張ってまい

のも、実際に仕事をする我々がしっか

ります」
と嘉数修社長。

たと思います。新規の入庫もそうです

顧客を守る為というのは生涯取引を

が、既存のお客様の予約が一気に入

するということですか？

ったのも好印象です。

確かに、お客様を守るというのは自

コバックに入ってよかったですか？

社顧客を守るという意味があります
嘉数修社長

加盟前に困っていたことは何ですか？
車販でお付き合いのあるお客様の
車検に於ける入庫率は3 割と少なく、
販売が良くてもいずれ低迷すると思い
ました。防衛策も画期的なものは少
なかったこともあり、次第に顧客の流
出が顕著になっていったことです。

が、コバックの予防整備技術はお客

実はコバックは商圏の関係で加盟

様の命も守ります。こういったクルマ

出来る地区が限られてしまっており、

そしてお客様の方を向いた姿勢を大

弊社はご縁があって加盟できましたの

切にすることが生涯取引にも繋がると

で本当に良かったと思います。

考えています。

今後の目標を教えて下さい

コバック店がオープンして数日ですが

車検台数 3,000 台を2 年以内に実

実感はいかがでしょうか？

施することです。数値の目標はそのぐ

確かなものを感じております。社員

らいで、後はいかにお客様に喜んで頂

を研修に参加させたのがとても良かっ

けるかを追求してまいります。

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

地域で一社

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

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

FAX：0565-35-2559

▶

0120-589-555 まで

EMAIL：info@kobacway.com
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ススメ

の

クリーンディーゼルについて
輸入車で最近増えている最新ディーゼ

じてきめ細かくコントロールして、１回の

り、軽油は安くハイオクは高いというの

ルシステムについて解説します。国産車

噴射サイクルで5 回以上の多段噴射を行

が通説です。欧州ではガソリンと軽油の

ではマツダのCX-5やデミオに採用され

っている。多段噴射のメリットは排出ガ

価格がほとんど変わらないため、より燃

ているスカイアクティブ D が有名です。

ス低減、燃焼時の騒音低減、燃焼効率

費の良いディーゼル車の方が、人気があ

現在のクリーンディーゼルはその名の通

アップである。

ります。ですが、クリーンディーゼルにも

り、大昔のディーゼルとは異なり黒煙は

■ 電子ディーゼル制御

ウィークポイントがあります。それは排

全く出ません。

上記全てを制御しコントロールする。

大昔のディーゼル車と比較すれば、ク

その理由は燃料の噴射圧力を高め、
噴射時間や噴射間隔を短縮して燃料を
コントロールすることで、経済的かつク

ガスの問題です。

欧州では人気のディーゼル車

リーンになりましたが、厳しくなる基準
には対応出来なくなっています。問題は

リーンで高出力なものとなっているからで

欧州ではディーゼル車の比率が登録

PM（スス）とNOX（窒素酸化物）にあり

す。さらに、最新のシステムでは１ストロ

車の60％以上なのに何故、日本では普

ます。PMの発生を減らす為には燃焼温

ーク8 回の噴射が可能となっています。

及しないのかという疑問があります。答

度を上げる必要がありますが、燃焼温度

えは道路事情にあります。ご存知の通

を上げるとNOX の発生が増えます。よっ

フューエルレール、インジェクター、高

り、ドイツのアウトバーンでは速度無制

て現在トラック等ではDPFを採用しPM

圧配管、電子ディーゼル制御となってお

限の区間があって、時間をお金で買うと

を吸収して処理しています。また、新し

ります。

いう考え方があります。高速走行が多

い手法としてはアドブルー（尿素水溶液）

く、ハイブリッドであるメリットも少なく、

を排ガスに噴射してNOX をN（窒素）と

必然的にディーゼル車という選択になっ

H2O（水）に化学変化させて浄化してい

エンジンの動力によって駆動される吐

ていくのです。速度域が高くなればなる

ます。これらDPFやアドブルーを発生さ

出圧力は1,350 〜 2,000barにもなる。

程、ハイブリッド車では電池切れが起

せる装置はリビルト品も存在しており、

次世代では2,500bar が予定される。

き、速度が出なくなります。

国内のアフターマーケットでも広く認知

コンポーネントの構成は高圧ポンプ、

■ 高圧ポンプ

■ フューエルレール

こういった背景から日本の道路事情、

されております。最新のディーゼル車の

高圧ポンプで加圧された燃料の蓄圧

つまりストップ＆ゴーそして渋滞がある為

仕組みも理解し、ハイブリッド同様に入

室としての機能の他に、インジェクター

にハイブリッド車の方が都合良いのです。

庫促進を心がけ、全車対応の幅広い整

に燃料を供給する機能も備えている。
■ インジェクター
高圧になった燃料を燃焼プロセスに応
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ディーゼルにもウィークポイントがある
国内のガソリンと軽油の価格に差があ

備工場を目指していきましょう。
監 修：ボッシュ株式会社 長土居大介

本社 ： 東京都港区赤坂1‑1‑12 明産溜池ビル9F 〒107‑0052 電話 03（6684）4181
ホームページ： http://www.seiken.com/
静岡工場
真岡商品課
上田商品課

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

感動夢工場
第 34 回研究会
協賛：株式会社バンザイ

マツダミュージアム視察

お客さまの要望にマッチした様々
なメニューを用意し、納得いただけ
るメンテナンスを通じてお客さまに
感動を与える整備工場を目指す感動
夢工場（髙間専逸会長）は、去る
10 月26 日・27 日に 第 34 回 研 究
会を開催した。初日は㈱ヤマウチの
人見いづみ次長ならびに開催場所で
ある広島県内でもトップ整備工場と
しても名高い㈱星高代表の山崎愛
（いとし）氏両名を招いて講演を行
った。2日目は前日講演を行った星
高の会社見学並びに、地元広島の
メーカーであるマツダミュージアム
の見学を行った。

講

演

『とっとこ』を活用した次世代型

講

演

生涯取引におけるソリューション

整備工場

からイノベーションへ

株式会社ヤマウチ 人見いづみ次長

株式会社星高 山崎愛社長

インターネットを活用した車検入庫

弊社は元々、ユーザー車検業とし

促進サービス『とっとこ』はお陰様

てスタートしたのが始まりでした。平

で好評を頂けており、自社でもインタ

成 7 年には9 店舗を構えておりました

ーネット経由の車検予約は8 割を超

が、ニューサービスの登場からユー

えてきました。導入企業様からもカス

ザー車検を脱し、指定工場の一本

タマイズの要望を頂くなど、並々なら

化を行いました。当時、iモードなど

ぬ期待を頂けております。お客さまに

の通信サービスが普及し始めた段階

とってもメカニックにとっても使い易

からインターネットに対して、今で言

い仕組みとなっており、昨今のインタ

うSEO 対策をしておりました。そんな

ーネットで調べるという風潮にもマッ

インターネットからの集客や現在では

チしております。使い易いという意味

ターゲットを絞った集客、顧客対応

ではスマートフォンにも対応しており

を行っています。（一部抜粋）

ますので、インターネットで集客をお
手伝いする心強いツールとなります。

記事全文は Web で（閲覧無料） http://www.seibikai.co.jp/
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せいび広報社

Click

「車検の速太郎」
全国総合コンテストを開催

ます。そして見学者の方々、主に経

感を与えることで『ありがとう』とい

営者の方が多いですが、現場がやり

う言葉を頂けるのです。我々の実施

易い環境を創るためにも自社との違

する立合い車検を十分活かしていっ

いを見極めて下さい。この場で気づ

てください」と高木芳郎社長。

き自分のモノとして自社に持ち帰り、

「車検の速太郎」の車検は立ち合

リーダーシップを取って会社を良くし

うつまり真剣勝負の立ち合いにちな

ていくことがコンテストの目的です。

んで
『立合い車検』
と明記されている。

名実ともに業界ナンバーワンとな

立ち会いとは意味合いが異なり、本

るためには各店舗そしてサービスの

気で顧客対応をしていく現われであ

去る 10 月 18 日から 20 日にか

内容を濃くしていかなければなりま

る。コンテストでは最近のトレンドで

けて、茨城県の損保ジャパン日本興

せん。その為の人材育成は欠かせま

あるアイドリングストップ車のバッテ

亜守谷総合研修センターにて、車検

せん。全ての加盟店の受付、検査

リーや 0W20 のオイルの提案、そ

FC の「車検の速太郎」
（高木芳郎

員そして全てのスタッフが気配り、

の必要性や効能など、より現実的な

代表取締役社長）が全国総合コ

心配りが出来るようになっていくこと

提案力が審査の対象となっている。

ンテストを開催した。検査員は 8 回

で、お客さまが満足して頂けると思

「車検の速太郎」は現在 107 店

目、受付は 6 回目となる今回のコン

います。
「一客再来」が「千客万来」

舗の加盟店を持つ。今後 2020 年

テストは、年々レベルが上がってい

となるには 1 人 1 人のお客さまを大

に向けて全国 200 店舗を目指して

ると見学者からの声が上がった。技

切にしていかなければなりません。

いく方針である。破竹の勢いを見せ

術力、対応力アップに余念が無い、

100％の期待に応えることは当たり

る背景には本コンテストのような取り

前で、さらに踏み込み 150％の満足

組みがあり、加盟店を強くしている。

検査員・受付の技術力を競う

「車検の速太郎」では、FC ならで
はの強みを活かしていく方針だ。

業界ナンバーワンの立合い車検
「１年間かけてコンテストに向けて
それぞれが研鑽してきたと思います。
本日は存分に実力を発揮して頂きた
いと思います。コンテストですので、
順位は決まりますが、順位に関係な
く本日の学び、他社の取り組みを自
分のモノにして頂きたいと考えており

TEL:082-537-1700

〒733-0001 広島県広島市西区大芝２丁目-19-1

車検の速太郎
http://www.hayataro.com/
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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では高い技術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２月開催の常設セミナーをご案内します。
※ 詳しいお問い合わせはあいおいニッセイ同和損保の各営業担当まで

次世代自動車セミナー
2月7日〜 8日(2日間 )
定員 8 名
東富士センター開催
申込み締切 1月24日

イブリッド車を販売しているので、幅

線逸脱警報装置・レーダークルーズ

広く他メーカーやＥＶ車の研修をして

等についても作動状態を体感し、整

ほしい』という多くの声をいただいた

備するための知識を得られる内容とな

ことで開発したセミナーです。

っていますので、帰社後直ぐにお役に

フィット3ＨＶ、アウトランダーＰＨ

立てると思います。

ＥＶ、プリウスＰＨＶ、新型ハリアー
《講師の声》

最新のハイブリッド車の点検整備を

ＨＶ、リーフＥＶ等の次世代自動車に

担当される方、次世代自動車のことを

ついて、各々の構造・作動を座学で

各メーカーのＥＶ・ＰＨＶを見て、走

勉強したい方、今後ハイブリッド車点

解説後、車検メンテナンス方法やレス

って、触れる内容にしています。本セ

検整備を始める方にオススメなセミナ

キュー時の対処方法等について実車

ミナーで進化するＥＶ・ＰＨＶの理解を

ー で す。併 せ て、搭 載 さ れて い る

で学びます。また、受講者全員が実

深めていただけると思います。

「LDA・LDW（車線逸脱警報装置）
」

車 試 乗 走 行テス

「ACC（追従式オートドライブシステ

トを行うことで各

ム）
」
「低速衝突回避・衝突軽減ブレ

車 両の比 較・特

ーキシステム」について、スキャンツ

徴を確 認出来ま

ールを活用した「点検・初期化・調

す。
『見 て・走 っ

整方法」等を実習で習得できるセミナ

て・触 っ て』理

ーです。

解 を深 めていた

既設の『ハイブリッドセミナー』に

だくと同時に、昨

参加いただいた受講生の方から、
『最

今 増えてきた 緊

近はトヨタ以外のメーカーも新しいハ

急ブレーキや車
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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

モーターサイクル
外装リペアセミナー

2月23日〜 24日(2日間 )
定員 6 名
東富士センター開催
申込み締切 2月9日

キュラムを組んでいますので、未経験
者の方でも技術習得が可能です。

《講師からの一言》
実習ではゼファー１１００のタンク

モーターサイクルに多用されている

を使用し火の玉カラーの塗装を行いま

『キャンディー塗装』を座学と実習を

す。キャンディー塗装はもとより、ラ

通じて、分かりやすく解説し、技術指

インテープの貼り方なども指導致しま

導をいたします。

す。またカウルの修理技術も合わせて

従来、外装修理を外注依頼してい

修得することが出来ます。この機会に

現在、二輪車外装の損傷時は一般

たものや、キズがあるために値引き販

研修に参加し外装リペアの内製化を

的に部品交換が主流となっています。

売していた中古車を自社修理すること

実現しませんか。

今回紹介する『モーターサイクル外

で、収益向上が見込めます。

装リペアセミナー』は、交換になりが

二輪車外装修理の内製化

ちな二輪車のタンク・カウルの修理技

をお考えの工場、自社の収

術と、塗装の技術を習得することを目

益向上・イメージアップをお

的としたセミナーです。

考えの工場にお勧めのセミ

全く経験の無い方を対象としたカリ

ナーです。
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こんな風景
見たことありません

Car？

written by 藤田秀平
自動車事業本部 チーフコンサルタント

株式会社 リブ・コンサルティング：

ご相談・お問い合わせ
▶

03-5220-2688

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

サービスはサービス（無料）ですか？
点検車両の移動中、エンジンノイズが気になった。

だけど、お客さまと会社の間で板挟み。サービスを
サービス（無料で）して良いですか？利益と満足の板
挟み。利益のために整備したわけではなく、お客さま

工場長の背中を思い出し、お客さまの安心と安全のた

のために整備をした。だけど、
「勝手にやった」とばか

めに、2 時間かけてエンジンを分解。多少時間はかか

りに、困惑顔をされてしまう。

ったけれど、その甲斐あって快調に。

良かれと思った作業でも、例え小さな作業でも、取
りかかる前にお客さまに確認を。事前にひと言のお断

「こちらが定期点検費用と、エンジンから雑音がして

り。これだけで、お客さまの反応は変わるはず。

おりましたので、追加でエンジンを分解いたしました。
こちらがその分の工賃になります」

「点検項目は問題ありません。ただエンジンから気に
なる雑音がありまして、一度分解点検をお勧めしたい

「え･･･、何それ？ そんなこと急に言われても･･･」
困惑顔のお客さま。それを見た、私も混乱モード。
「あ、いえいえ･･･。これは当社の判断で臨時で対応
したものですので、お代は結構です」
何とかその場は笑顔でごまかし、追加請求を諦める。

のですが、いかがですか？」
「え？ それって追加でお金かかるんですか？」
「はい。部品の交換がなければ基本工賃のみで対応
しております」
「う〜ん、今持ち合わせがないんだよね」

サービス収益も大事だけれど、お客さま満足も大事だ
から･･･今回は仕方ないよね。
終礼時、工場長からは大目玉。

「そうですか。とはいえ、安心・安全のためには、ど
こかで調べた方が良いと思います。時間もかかる作業
ですので、その間は代車もお貸しできます。料金は後

―エンジン分解みたいな大きな仕事で、なんで工賃

日、修理が完了した時で問題ありません」

いただかなかったんだ！！
「分かった。いずれ調べるなら、お願いするよ！」
いえいえ、分かってはいるんですよ。だけど、お客さ
まの表情見たら、お金をいただくなんてできないです

22

会社の目標と、お客さまの安心・安全・満足感。両

よ。会社の目標と、お客さまの安心・安全・満足感。

方、お客さまのためであり、会社のためになる。だか

両方大事と分かっています。

ら、両方立てればいいのです。
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中古車店・整備工場専門のホーム

関谷 秋彦

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

整備工場のためのインターネット活用講座

ホームページのご相談は

▶

http://digitalconvergence.jp

客さまが来店するかどうかを判断するホームページをしっ

ホームページが
実店舗より大事な理由とは？

かり作り込んでおかないと、お客さまは「来店するかどう
か？」という意思決定ができなくなる…というわけです。

1 台でも多く車を売るため、整備入庫を１台でも増やす

小さいお店こそホームページを先に作る

ため、実店舗で多くの努力をしていると思います。整備技

ホームページは、弱者のためのツールです。小さいお

術を高めるのはもちろんのこと、工場をきれいにしたり、挨

店や古ぼけた建物の整備工場など、一般的にマイナスと

拶応対を良くしたり、ショールームをリニューアルしたりと、

思われる要素であっても、お客さまに対する想いや、し

お客さまに満足して頂くために多くの努力をしていると思

っかりとサービスを行っていることをホームページで伝

います。私は、実店舗の投資や店舗やスタッフ教育の前

えれば、お客さまは「お店は小さいけれど、ここで整備し

に、ホームページをしっかり作る方を優先するべきだと考

てもらおう！」と考えるようになります。
皆様も「建物は汚いけれど、こだわりの店主が作った

えています。
なぜ実店舗やサービスへの投資より、ホームページを作

極上のラーメン」に魅力を感じる方は多いと思います。

る方が優先されるのでしょうか？少し乱暴な意見ではあり

小さいなら小さいなりに、古い工場なら古い工場なり

ますが、それにはわけがあります。実店舗よりホームペー

に、お客さまに対するサービス内容をしっかりホームペ

ジを作らなければならない理由は、お客さまの購買行動に

ージで伝えれば「
（あなたのお店で整備をしてもらいた

よるものです。

い」と考えるお客さまは必ず現れます。そのようなお客さ

現在のお客さまは「実店舗に来店するかどうかをホーム

まをしっかりサポートして顧客になっていただくこと。

ページを検索して調べるから」です。いくら店舗で良いサ

ホームページは、おなたのお店と見込み客をつなげる

ービスを提供していても、それが事前にホームページで伝

第一歩として、どんなお店にも必要なのです。なぜなら

わっていなければ、お客さまは来店するという意思決定を

「お客さま来店する前に必ずホームページを検索するか
ら」です。

行わないのです。
どんなに良い整備工場でも、そのことがお客さまに伝わ
っていなければ、何にもなりません。今のお客さまは、どこ
かに来店しようと考えると、必ずホームページを検索しま
す。その時、ホームページが無かったり、必要な情報が掲
載されていなかったり、見にくかったりすると、それだけで、
お客さまは離れていってしまうのです。
もちろん、実店舗の強化は大事です。しかしその前にお

新発売

「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。

業界初 !! デジタルでエンジン圧縮比を測定

エンジン圧縮比測定器

PAPATT 測太郎
ぱ

ぱ

っ

と

そ く た ろ う

パワーと回転円滑度同時観察
簡単コンプレッション測定

ver.2.0

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

大洋商会

京都府宇治市槙島町十六12-1 ) 0774 - 24 - 8885

taiyoshokai.co.jp
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内海正人

日本中央社会保険労務士事務所

代表／株式会社日本中央会計事務所

社会保険労務士 内海正人の

取締役

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

労務のご相談は

▶

www.roumu55.com

質

QUESTION

問

労 務 相 談 室

＜東海旅客鉄道事件＞

休職期間満了で退職は OK か？
せっかく入社した優秀なメカニックが、うつ病にかかっ

大阪高裁 平成 11 年 10月4日

社員は脳内出血で倒れて以降、病気休職に入ってい
ました。3 年間の休職期間満了前に復職の意思表示をし

てしまった。失うにはあまりに惜しいメカニックなので、

たが、復職の意思表示にも関わらず、会社は「社員には

1 年間の休職を命じたのだが、1 年が経とうとしているも

言葉の障害の後遺症があるため、就労可能な業務がな

のの、一向に改善の機会が見られない。この場合、休職

い」と判断し、休職期間満了をもって退職としました。

期間終了を以って退職させても問題ないだろうか？

回

ANSWER

しかし、社員は「退職は就業規則、労働協約等に違反
し、無効」として、地位確認と未払賃金等の支払いを求

答

めて提訴した。

社員が病気になってしまい、業務が滞ってしまった…。
こういうことは、どの会社でも起こり得ることです。この
場合に「いつまで休ませれば、いいのですか？」とのご相

休職期間満了時の社員の身体の状態は、細かい作業

談をお受けすることがあります。社員に長期の休みを与

は困難であるが、会話も相手方が十分認識できる程度

える場合、休職制度を設けている会社が多いです。

に回復していた。会社は鉄道事業を中心に不動産売買

この休職制度は「会社が独自に設定できる制度で、休

等 の 関 連 事 業 など多 岐 に展 開 する、従 業 員 約 2 万

職する理由や期間は自由に設定できる」となっていて、

2,800 人を要する大企業であり、配置替えなども含めて

福利厚生の一部です。一般的には3 ヶ月から1 年程度の

就労可能性を検討すれば、例えば工具室での業務など

期間が多く、社員が私傷病、家族の介護、留学等の理由

は可能であったと認められる。また、身体障害等によっ

で一定期間、働くことができない場合は就労を免除され

て、仕事を以前のようにはできなくなった場合、健常者

るのです。特に、私傷病の場合、治療専念が主な目的と

と同じレベルを要求することは適切でなく、雇用契約の

なっており、最近では一般的な傷病だけではなく、うつ

信義則から会社は企業規模等を勘案し、社員の能力に

病などの精神疾患に対応する休職の制度が必須となっ

応じた職務をさせる工夫をすべきであったとし、会社側

てきています。

が敗訴したのです。

多くの会社が悩むポイントは休職期間が満了となるタ
イミングで、社員が復職できるかどうか分からないという
ことです。そんな時は、休職期間満了を理由に退職や解
雇となるのでしょうか？ これに関する裁判があります。

修 理 代を
そんな時は

24

裁判所の判断
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安くしたい!

それでは、なぜこのような結果となったか、詳しくみて
いきましょう。

＜Webに続く＞

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］

せいび界

検 索

www.seibikai.co.jp

廃車不要車を 買ってほしい!
高年式中年式の
現車も多数在庫

部品

日 月 火 水 木 金 土

多数
在庫

○
○
○
○
○

日曜日も
営業中！

ステンレスパイプマフラー

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

（17410-31440）

GRS181/GRS183･クラウン

（17410-31420/17410-31510）

GRS201/GRS203･クラウン

（17410-31781/17410-31791）

ZNE14G･ウィッシュ

（17420-22081）

ZZE124/NZE124･カローラ系

（17420-21120/17420-22070）

雪の多い地域でも純正と同じ品質の
錆びないステンレス製のマフラーを制作

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

株式会社

共伸商会

新潟県新潟市北区樋ノ入1389-3

TEL: 025-386-1555
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新刊のお知らせ

明日を勝ち取る整備工場
この先50年間縮小するカーアフターマーケットで
勝ち残る整備工場になるために
「2020 年問題を直視した経営者はどれほどい
るだろうか」我が国の自動車整備工場に対し警
鐘を鳴らし続ける男、それが佐藤和彦氏である。
新刊本『明日を勝ち取る整備工場』では次代に
向けた戦略そして現状の市場から見る今後の業
界がどのように進んでいくかを詳細に解説し、
勝ち残る整備工場のために創られた本である。

■ 収 録 （一部抜粋 ）

勝ち残るための基本戦略

変化を捉える目：その１全体像

この先50年間縮小を続ける市場
人口減少のインパクト

スマホとSNSの威力

メガ整備工場の誕生

で必要な情報
上
く
い
て
っ
残
き
生
で
今後、自動車業界
えてくる
見
が
か
の
い
な
ら
な
ば
そして、今何をしなけれ
刊！
発
籍
書
ス
ネ
ジ
ビ
の
携
自動車整備工場必

なぜ、
メガ整備工場が生まれるのか

著者

実店舗が「家業か、企業か」
それが問題だ！
生き残りと勝ち残りの違い

一般財団法人 日本総合研究所 特任研究員

ダサくてもネットではクールな存在

定価

今すぐに取り組む事業

1,500 円

B6判／100ページ／税抜き価格1,388円

申込者情報

申 込 日

会社名

電 話

氏

名

ＦＡＸ

冊

数

住

所
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佐藤和彦

冊

年 齢

年

月

日

歳

〒□□□−□□□□
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送付先ファックス番号 ▶ 03-5713-7607

読者プレゼント
4 名様

Present 1

応募締切 2016 年 12 月 31 日（土）※当日到着分まで有効
必要事項をご記入の上 FAX にて応募ください

送付先ファックス番号 ▶ 03-5713-7607

5 名様

Present 2

工具ノート」

「NGKモータースポーツカレンダー」

今年 8月に発売された紙芝居的な冊子。この
工具ノートは、同社の若手女性社員が感じた、
工具に対する様々な疑問や印象を FaceBook に
綴ったところ、好評を博し
たため、1 冊の本にまとめ
たもの。新入社員や女性社
員の教育に最適なこの冊子
を4 名様にプレゼント。

スパークプラグでおなじみの日本特殊陶業
（NGK）から、2017 年版モータースポーツカレ
ンダーを 5 名様にプレゼント。非売品につき、
他では手に入りにくい一品なので、このチャンス
を見逃すな！

KTC「なるほど！

» 日本特殊陶業

TEL：0774-46-4159

TEL：052-872-5915

www.ktc.co.jp

編集部「福袋」

2017 年版 (4 輪版 )

» 京都機械工具株式会社

1 名様

Present 3

今年も一年間お世話になりました。1 年間読
者プレゼント用にいただいたものの、惜しくも
掲載には至らなかったアイテムをちょっと早い福
袋として用意しました。厳選１名様にプレゼン
ト！

» 株式会社せいび広報社
www.ngkntk.co.jp

申込者情報

TEL：03-5713-7603

申 込 日

会社名

電

部署名

ＦＡＸ

氏

名

年

住

所

年

www.seibikai.co.jp/

月

日

話

齢

歳

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

e-m a il

自社の法人顧客へ新提案！

バントラックリース専門店

VAN TRUCK LEASE

バン・トラックリース専門店開店しませんか？
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

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？

) 03-5565-0202

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。

03-5565-0203

〒104-0061 東京都中央区銀座 2-11-8 第 22 中央ビル 7 階

送付先ファックス番号 ▶ 03-5713-7607

バントラックリース専門店

せいび界
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お買い得クーポン
クーポンの有効期限は
平成 28 年 12 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。

リサイクルパーツのお問い合わせは

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

環境 ISO14001 認証取得
品質 ISO9001 認証取得

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜
環境にやさしく、
お客様に喜んで頂ける企業を目指します

株式会社

辻商会

▶ 北海道旭川市永山北2条11丁目30番地2

旭川市シンボルキャラクター

0120 - 16 - 6969
0166 - 49 - 2020
www.ngp.gr.jp/k101

N

PO

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

CU

｜ リサイクルパーツ・リビルドパーツ・廃車買取 ｜
株式会社

サンケイ商会

▶ 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根中荒巻21-1

N

PO

CU

岩手県内全域引取り可能
引取りは岩手県内に限ります

リサイクルパーツの新時代へ

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

廃車買取1,000円アップ
部品お問い合わせは
早い対応が自慢の

ナプロまで

最新車種から旧車まで対応可能

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜
顧客満足と環境保全を提供することで社会に貢献します

株式会社

永田プロダクツ

▶ 山形県酒田市高砂字官林続10-11

N

PO

CU

サービス・取り扱いパーツの詳細は

株式会社

福島リパーツ

▶ 福島県郡山市安積町笹川字北向72

N

28

www.nagata-p.co.jp

w ww .f -rep arts .c o .jp

社会に貢献するリサイクル業

PO

0234 - 43 - 1275

セット購入で販促用ディスプレイ進呈

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

CU

0120 - 727 - 969

024 - 946 - 1180
024 - 937 - 0023
www.f-reparts.co.jp

リビルドコンプレッサー1,000円引き
せいび界
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｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜
ワクワクくるくるリサイクル

株式会社

ナプロアース

▶ 福島県伊達市梁川町やながわ工業団地63-1

N

PO

CU

環境にやさしくすることは、人に優しくすること

株式会社 アートパーツ長野
▶ 長野県松本市島立1132-21

N

PO

024 - 573 - 8092
naproearth.co.jp

廃車引き取り１台につき心ばかりの粗品プレゼント

｜ リサイクルパーツ販売 ｜

CU

024 - 573 - 8091

0263 - 40 - 2100
0263 - 40 - 2230
www.artparts.net

リビルドコンプレッサー クオカードプレゼント

お買い得クーポン

クーポンの有効期限は平成 28 年 12 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。

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

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜
中古部品・リビルトパーツ・事故車・廃車買い取り

有限会社
▶

旭自動車商会

茨城県水戸市ちとせ1-1408-1
N

PO

CU

029 - 224 - 1721
029 - 222 - 3061
www.asahi-parts.com

リビルトオルタネーターお買い上げの方に粗品プレゼント

軽自動車から大型車までどのようなお車でも見積り無料・買取OK

｜ リサイクルパーツ販売／廃車 ｜

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

株式会社

紀南パーツ

▶ 和歌山県日高郡みなべ町山内５６

N

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

リビルド商品お買上げ500円引き

PO

CU

0739 - 84 - 2222

※１社につき１か月１回有効

｜ リサイクルパーツ販売 ｜

03 - 3736 - 0431

車の社会環境を考える

株式会社

ユピック

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

▶ 東京都大田区西蒲田6-36-11西蒲田NSビル5F

N

PO

CU

リビルトオルタネーター500円引き

リビルドエンジン・軽自動車エンジンを主に多数品揃え

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜

0120 - 980 - 557

廃車・不要車を買取ります。未来の地球のために安全な廃車を！

株式会社

多田自動車商会

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

▶ 兵庫県神戸市西区神出町田井266-1

N

PO

CU

廃車引き取り１台につき心ばかりの粗品プレゼント
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
まずは、お電話下さい！

リサイクルパーツ販売

NET 部品館

｜ 純正部品／社外部品販売 ｜
高品質・低価格でピックアップ

有限会社

上島商会

▶ 兵庫県明石市樽屋町9-2

N

PO

CU

078 - 920 - 8280
078 - 918 - 1819
net-buhinkan@guitar.ocn.ne.jp

『せいび界を見た』
で
「FAX／メール」
でのご注文に限り、

｜ リサイクルパーツ販売／廃車買取 ｜
株式会社

桃太郎部品

N

PO

CU

好評発売中！

有限会社 マスターズ

▶ 愛媛県松山市中野町甲923番地

業界人の必携書

経営戦略データ 2016
定価

089 - 960 - 8386

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

自動車アフターマーケット

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

089 - 960 - 8382
masters-coltd.com

www.momo-parts.jp

廃車１台につき農薬不使用 天晴桃太郎パパイヤ茶 進呈

部品注文は専門スタッフが敏速に対応します。

リサイクル部品で地域社会に貢献

086 - 246 - 2322

▶ 岡山県岡山市北区今保577

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

｜リサイクルパーツ販売／車買取／レンタカー ｜

086 - 241 - 5678

リサイクルパーツ全品保証付で安心。

レンタカー

CU

どんな車でも買い取り

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

ネット価格より全品3%OFF（期間2017年1月15日まで）

N
PO

桃太郎部品

2,400 円

（税込み）

本体 2,222 円／ B5 版／ 132 ページ

＜収録内容＞
※弊社独自調査
のデータ

Ⅰ章
Ⅱ章
Ⅲ章
Ⅳ章
Ⅴ章

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

Ⅵ章
Ⅶ章
Ⅷ章
Ⅸ章
Ⅹ章

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

せいび界
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カーズターミナルでは、ELV の適正処理と、
リサイクルパーツの有効活用を目指しています。
ELV ＝ END OF LIFE VEHICLE（廃車）

株式会社

カーズターミナル

環境マネジメントシステム
ISO14001 認証取得工場

) 053-444-0002

廃車買取り
パーツ販売 ▶

▶リサイクル

〒430-0843

静岡県浜松市南区福塚町 325-6

株式会社 吉田商会

愛車を売りたい方
リサイクルパーツをお求めの方
吉田商会へご相談下さい

愛知県豊橋市下地町字新道 29 番地

0532533907
www.yoshida-shoukai.com

リサイクルパーツ
（部品）
販売

廃車受入

オリジナルバッテリー

まかせて安心
株式会社テクニカルクリーン

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

廃車の買取り、部品販売の
ご用命はテクニカルクリーンまで！

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

今でしょ！！！

カズイ
金太郎

雄星

株式会社

ヤツヅカ

TEL：089-985-0111
修先生

www.yatsuzuka.jp

人が集い部品が集う
愛媛県伊予郡松前町徳丸 233-4

FAX：089-960-3020

亀仙人

▶車買取 ▶リサイクルパーツ販売・買取

私たちは、リサイクル部品で地球にやさしい環境を創造します。

http://nakashima.gr.jp/

株式会社オートリサイクルナカシマ

大分県日田市上城内町 1365-3

TEL. 0973-25-6008

TEL. 0973-23-0327（部品直通） FAX. 0973-26-0006

有限会社オートリサイクルナカシマ福岡

福岡県筑紫野市山家 4073-32

TEL. 092-926-6008

TEL. 092-926-6298（部品直通） FAX. 092-920-3054
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ホリデー車検小名浜店がお客様感謝際を開催
葉を頂けたことが継続したきっかけだ

新規顧客である。オイル交換も1日で

ったと思います。地元との融和を果た

250 台程度の作業となっている。オイ

し、永続的にお客さまとお取引をして

ル交換を待つ間、飲食や様々なイベン

いくことが最終的な目標です。売上向

トを体験できるので、ユーザーはお祭

上の為の戦略的な動きがある部分も

りに行く感覚で来場する。

否めませんが、基本的にはお客さまに

10回目を数える秋の一大イベント！

喜んで頂くことが重要なのです。
感謝祭を進行、運営していく上で、

「今年車検の自社管理顧客に対して
DMを送付して集客を行います。それ
とは別にチラシを送り、1日で大 体

ホリデー車検小名浜店は㈱ホリデ

やはり大変なのは、いかに工場の中に

1,000 人ほどのお客さまが来場され

ーの直営店として福島県いわき市に

車を残さないかです。大型車を取り扱

ます。当日は本部からの応援も含め

店舗を構える。以前は法人企業を顧

うため、景観そしてスペース確保の為

て、40 名体制でお客さまに対応しま

客とし、大型車をメインに扱っていた

にスケジュールを組んでいくことも重

す。こういったイベントのノウハウもホ

が、市場の変化などから売上が低迷

要です。感謝祭でお客さまに振舞う飲

リデー本部では共有しておりますの

し、その後、㈱ホリデーが M＆Aを行

食物やタイアップなどに関しても年々

で、お客さまから喜ばれる施策をもっ

った過去を持つなど、異彩を放つ店

変更を加えております。今年も人気だ

と取り入れていきます」と倉川店長。

舗である。一般顧客をターゲットとし

ったのが女性向けのエステ、子供向け

ホリデー本部では加盟店で個別に

たホリデー車検を会社に取り入れた

のミニSLです。お客さまはもちろんで

開催される感謝祭やイベントに積極

ことで、新規顧客の獲得はもちろん、

すが、協賛して頂ける企業からも感謝

的に支援を行い、加盟店と情報共有

地域に根ざした感謝祭では見事な融

され、好循環が生まれます。今後とも

を行っている。顧客そして地元との融

和を果たしている。

続けていき、お客さまに選ばれる工場

和を果たし、勝ち残り企業となる基盤

を目指してまいります」と倉川登店長。

を創造していく。

顧客との接触頻度を上げ

より身近な店舗となる感謝祭
「10月の第 3日曜日に開催してお
り、今年で10 回目を数えます。元々、

車検予約とオイル交換は
1日で 200 台強！

感謝祭では車検の早期予約と当日

オープンイベントを開催したことが感

のオイル交換を行っている。この10

謝祭の始まりで、オープンイベントで

年間、車検の早期予約では220 台平

沢山のお客さまが来店し、感謝の言

均を叩き出している。その内 20％が

0120-456-145
株式会社ホリデー ホリデー車検フランチャイズ本部 受付時間 ： 月曜日〜土曜日 9：00 〜 18：00 担当：原田

Click

ホリデー車検 FC
http://www.holiday-fc.com/
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第11回

株式会社ジョイカルジャパン

ジョイカルアライアンスミーティングを開催
② 考える力

も現れている。車検サプリは言うなれば

目的は 1 つ、答えは多数である。ジ

大掛かりな FC 加盟と異なり、その名の

集めたジョイカルアライアンスミーティン

ョイカル加盟の目的、車販のために手法

如くサプリメントのように気軽に試せる車

グ（JAM）を東京都品川区 TOC 五反

を考え、広告展開など『手法を考える

検獲得、防衛策を打ち出す施策である。

田にて開催した。参加者は加盟店や協

顧客管理、目標設定、店舗作り』これ

力企業合わせて 200 名以上を数え、基

らを考え展開する。

去る 10 月 19 日から 20 日にかけて
㈱ジョイカルジャパンは全国の加盟店を

人監督を向かえた。

変化は必然
車検、車販に関わらず 2020 年を一
つの起点として各企業が意識を向けてい

③ 動かす力

１ 人 の 100 歩 よ り 100 人 の 1 歩、

コールセンターをさらに拡張、強化さ

的な組織作り自己実現が収益の源泉で

せたジョイカルジャパンでは車検コール

ある。ゲームそしてチームのビルディン

で防衛率アップを狙う。車検サプリと合

グを高める。

わせて使うことで車検の防衛率はもちろ

これら３つの力をジョイカルジャパンは

ジョイカル』を 2020 年のビジョンとし、

徹底して高め、来る 2020 年に戦える

変わりゆく自動車の未来を視野に入れ、

組織作りを行っていく。

分析力、強み、弱みの把握を徹底し

て行い課題発見から企画力、創造力、

ん新車代替にも繋がる実績も紹介した。

のりかえ車検
乗換えを行う 68％のユーザーは車検

自整業の未来を創る。常に次の一手を

① 把握する力

車検コール

夢の共有や見える化、制度設計と効果

る。ジョイカルジャパンは『繋がろう、

考え、加盟店に展開していく方針だ。

出来る』と加盟店からも好評である。車
検と車販の見事な融合を果たしている。

調講演ではオリンピックメダリストの吉田
沙保理選手、登坂絵莉選手並びに栄和

『車検 FC 加盟よりも気軽に自社を改善

ジョイカルジャパンだからできる

充実の業績アップパッケージ

絶好調の車検サプリ

代がもったいないと感じている。この潜
在的なニーズに直結したサービスが『の
りかえ車検』である。車検を増やすため
ののりかえ車検でなく、車販を増やすた
めの車検である。尚、のりかえ車検はジ
ョイカルジャパンの特許を取得している。

理解力を高めていく。マーケット、自社

ジョイカルジャパンが提供する車検サ

の数値、ユーザーニーズ、自社の脅威そ

プリは今年に入り加盟店 11 店で実施し

今後は買取り車検をリリースする予定で

して自社の強みや弱みを認識させる。

ており 80％以上の進捗率を見せる店舗

ある。
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2020 年に向けて自動運転、IOT、コネ

海外展開

中村代表挨拶

クテッドカーへの対応を進めてまいりまし

カルジャパンではカーサーチという雑誌

「自整業は 2020 年に向かって厳しい

ジョイカル本部も同じです。新しい商材、

をミャンマー国内にて出版、販売し市場

日々の連続となります。ですが、そうい

商品も使い切ってこそ力を発揮します。

動向をリサーチしている。ミャンマー本

った厳しい日々だからこそ『技』が磨か

会員が一致団結し業界を盛り上げていけ

国でのメカニック確保も行い、今回 2 名

れるのではないでしょうか。我々は来る

ば凄まじい力になると確信しています」

ミャンマーに進出を果たしているジョイ

た。この『技』に磨きをかけていくのは

のミャンマー人が加盟店にて就業する契
約を行った。昨今のメカニック不足に対
するジョイカルジャパンならではの取り
組である。

■ 進捗率

一位：米
二 位 ：出

販売強化
も過言ではないハーフマックスが進化し
ハーフマックスプラスとなった。最長 7
年の支払いサイトも可能となった。リー
ス販売にも注力し新商品の７ MAX もリ

■ ルーキー 賞

彰

一位：燕

三

条

36 台

三位：西 予 宇 和

20 台

二 位 ： 金 沢 浅 野川
子

三位：門

ジョイカルジャパンの代名詞と言って

リースした。

表

■ 新車 HM 販売
一位：門
二位：標

南

5 4 0％

真

3 8 5％

雲

真
茶

三位：米 子 中 央
■ 中古 H M 販売
一位：標

茶

三位：流

山

二位：米 子 中 央

4 2 0％

86 台

49 台

48 台

86 台

58 台

33 台

■ 年間 HM 販売総合
一位：標

茶

二位：米 子 中 央

三位：五

城

目

■ キャンペーン個 人 成 績

29 台

131 台

106 台

77 台

一位：古 木 竜 平

98 台

二 位 ： 佐々木 健 次

35 台

三位：齋 藤 良 太

32 台

（ 米 子中央 ）
（五

城

目）

（ 本 荘インター ）

生き残る整備工場に絶対必要な販売ツールを提供！

株式会社 ジョカルジャパン

ジョイカルAC（アライアンスチェーン）店募集 !!
相互の協力

自動車整備工場

認証・指定工場のみを対象とした
パートナーグループの構築

整備工場が新車を販売することで、
車が生まれる所から顧客と関わっていく

「戦略的ビジネス」
へのシフトが可能になる。

▶ お電話にてお問い合わせください。

なぜジョイカルグループだけが伸びているのか？
資料請求

) 03-5740-6881

http://www.joycal.jp ジョイカル

検
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車検のコバックが
直営の新店舗をオープン
その背景に迫る

現在全国 483 の店舗数を数える

考えです」と小林憲司社長。

車検のコバックは、この程直営の新

決して大規模ではない店舗にコンパ

店舗をオープンさせた。場所は愛知

クトにまとまったピットは小規模工場

県豊田市、トヨタ自動車本社近隣。

にも受け入れ易い姿をしている。基本

そして数キロ離れた場所にはトヨタな

的にこの店舗ではクイックサービスを

どのディーラーが集中する激戦区とい

メインに実施していく。

える国道２４８号線沿いの立地に出店

「これまでのコバック店の出店のコ

ンで乗ることが予防整備なのです。そ

ストを３分の２にしています。そして、

のためには 3 ヶ月に 1 回点検、整備

「今回のオープンは元々あったサテ

魅せる工場ということで、ガラス張り

を怠らないといった予防コミュニティ

ライト店の移転新規オープンになりま

で、中で何が行われているか街道から

ランドという側面を店舗が持つべきだ

す。これまでとは異なる側面からコバ

も見られるようになっています。そし

と考えております」と小林社長。

ックのサービスを知り、実際に受けて

てこれまでの預かりというやり方では

予防コミュニティランドと聞き慣れ

いただくエクスプレス店としての位置

ない、回転率を上げるという新しいサ

ない言葉だが、車の予防整備並びに

づけになります。新しい取り組みを多

ービスを展開します。

人の健康維持、予防を行う施設とし

を果たした。

数用意しておりますので、加盟店出店

こちらの店舗では法定点検という車

のモデルケースとして確立させていく

検だけでなく、日常点検そのものが車

「コバックウェルネスという健康増

検なのだとお客様に伝えたいと考えて

進設備を新店舗には置いてあります。

います。クルマの点検を実施すること

クルマも人も元気が 1 番です。壊れ

が車検だと概念を変えていき、お客

たら見るのが修理であるならば、調

様自身が自ら進んでクルマの状態を維

子の良い時に見るのが診断と予防で

持させていくことを目指します。修理

す。コンディションを維持するために

を無くすこと、常にベストコンディショ

コバックに来店していただき、人とク
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て店舗を開放するというのだ。

直営店新店舗をオープンその背景に迫る

ルマの長寿化計画を実施してまいりま

なりますが、名古屋め

す。お客様から選ばれるお店作りの

しである台湾ラーメン

一つだとお考え下さい。

で行 列のできる名 店

選ばれ続ける会社というのは必然

「味 珍」とい う 店 を、

的に生き残る会社となります。人が寄

豊 田 市 で 創 業 し 30

り付かない会社、業態などと自動車

年以上経営した会社

産業や自動車整備工場が揶揄されま

の経 営 者から高 齢を

すが、それは良くないことです。自動

理由に経営譲渡の話

車整備経営者に夢が無い、会社とし

を 持 ちか けられまし

ての魅力が無いからそんな現象が起

た。その 経 営 譲 渡 を

きているのだと思います。自動車サー

受 けて、実 際 の 店 舗

ビス業として新しい文化を創造してい

運営は現場の社員に

くことがこれからのコバックには必要

任せています。オペレ

だと考えております」と小林社長。

ーションつまり技術と

コバック
ユナイテッドグループ
「先述の通り、コバックは自動車整

いうのは経営者ではな
く現場で働く方々の力
です。それを存分に引
き出す場所を提供する

備業としてではなくサービス業として

のが経営者の務めと考えています。さ

とそれだけ聞けば車検をやめて他の事

これまで、そしてこれからも事業展開

らなるサービス業としてお客様に対し

業へ逃げたと思われるかもしれない

していく方針です。車検は車検で追求

てもっと喜ばれることは無いかと模索

が、コバックは自動車整備業を超え

してまいりますが、それだけでは時代

していた中で、外食新事業「台湾ケ

た、サービス会社なのである。サー

の流れには取り残されてしまいます。

ンタ」を立ち上げることとなりました。

ビス業という側面から見て自動車整備

様々な事業として鈑金や保険などもそ

台湾メンの専門店というよりは台湾

業はまだまだ追求すべき点が多い。

の一環であるとご理解頂けると思いま

メンが名物の台湾屋台のアジアン創

そんな中、コバックでは経済産業省・

す。私は車検のコバックの代表をして

作料理店という位置づけのお店になり

中小企業庁の発行する『JAPAN ブ

おりますが、検査員資格は持っていま

ます。駅前の好立地な店舗を押さえ、

ランド』の習得に成功した。自動車業

せん。鈑 金もやったことはありませ

若い女性からサラリーマンまで幅広く

界で初となる試みであり、車検の海

ん。そんな私は経営者として会社を

ご利用頂けております。車検とは全く

外展開に向けたいわゆる日本の車検

潰さずに伸ばしていかなければなりま

異なる業種ですが、サービス業という

をブランドとして世界を支援育成して

せん。サービス業としての立ち位置を

観点では全く一緒です。外食事業か

いくための施策である。国内はもちろ

しっかりと持たなければ、今後は益々

ら自動車サービス業の本質を磨くこと

ん海外にも視野を向けた日本の車検

厳しくなります。

も期待しています」と小林社長。

そして自動車整備を牽引する車検のコ

話は変わりますが、3 年ほど前に

「外食事業に乗り出したコバック」

バックの今後に注目が集まる。
せいび界
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注目の商品・イベントミニリポート
注目の新商品①

Pick-Up Product & Event Mini Report

Pick-Up NEW Product #1

新 商 品
パーマンコーポレーション
ワックス・ポリッシャー
「コードレス・ワックス・ポリッシャー DC14.4V」
コードレスタイプのワックス・ポリッシャーがパーマンコー
ポレーションから販売された。DC14.4V・リチウムイオン

注目の新商品②

Pick-Up NEW Product #2

パーマンコーポレーション
タイヤ・キャリー

新 商 品

「ABS 樹脂製 タイヤ・キャリー」
これからの季節はタイヤの展示や保管、移動が多くなる。
そこで活躍するのがタイヤ・キャリー。

バッテリーの採用で、長寿命かつ、いつでも継ぎ足し充電

パーマンコーポレーションから販売されたタイヤ・キャリ

が可能。AC100Vやシガーライターソケットから電源を取

ーは、一般的によく見られる金属性で正方形のタイプと比

るタイプと比較し、コードレスタイプなので取り回しを気に

較し、ABS 樹脂製で円形（φ635mm）になっているため、

する必要がなく、軽量・パワフルで作業効率も向上。また、

軽量で非常に使い勝手がよく、また、錆びることもない。

オービット回転（偏芯）で、より人の手に近い動きをするた

耐衝撃性や、耐摩耗性に優れたポリアミド製の車輪を採

めバフ目やキズが着きにくい。セット内容は、本体 +バッテ

用しているので、床に傷が着きにくく、長時間放置しても車

リー 2 ヶ、充電器 1 ヶの他に、ワックス掛け用の綿製カバ

輪が歪みにくい。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性にも優れて

ー 5 ヶ、ワックス拭取り用

いるので現場での使用に最適。キャリーのみで積み重ねる

のポリエステルカバー 5 ヶ

ことができるので、使用して

が 付 い て い る。価 格 は

いない時でも場 所をとらな

6,980 円（税 別）と、お 手

い。積 載 荷 重 は120kg。価

頃な価格設定となってい

格は7,980 円（税別）

る。
株式会社 パーマンコーポレーション

株式会社 パーマンコーポレーション

大阪府大阪市西区川口4-1-5

大阪府大阪市西区川口4-1-5

TEL:0120-202-800

TEL:0120-202-800

http://pa-man.com/

http://pa-man.com/

イベントミニリポート

Event Mini Report

タミヤ プラモデルファクトリー新橋店にて「ミニ四駆をつくろう！」
イベント開催（協賛：京都機械工具株式会社 KTC）
ハンドツールでおなじみの京都機械工具㈱は、自動
車整備業界のみならず広く一般の方に対しても正しい
工具の使い方や、トルク管理の重要性などの啓蒙活動
を続けている。その一環として、去る10月29・30日
の2日間に亘って、プラモデルでおなじみのタミヤ プラ
モデルファクトリー新橋店にて開催された、
「ミニ四駆
をつくろう！」イベントを協賛、イベントの冒頭で正しい
工具の使い方についてレクチャー。
そのテキストとして、今年の８月にKTCから発売さ
れた「なるほど！工具ノート」が使われた。この工具ノ

最後は各回の子供たちでパチリ

ートは、同社の若手女性社員が感じた、工具に対する
様々な疑問や印象をFaceBookに綴ったところ、好評
を博したため、1 冊の本にまとめたもの（→27ページ
に読者プレゼントあり）
。新入社員や女子社員の研修
に活用されてはいかがだろうか？
イベントには2日間・4 回で合計 56 組の親子が参
加（弊誌・編集長含む）
。即席のグランプリも開かれる
など、盛り上がった。今後も随時開催の予定である。
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組立てに没頭する参加者たち

工具について解説する KTC の重田氏
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