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タブレットＰＣ利用は時代の流れ、ＮＧＰも対応アプリを用意しました

リユース部品のビジネス提案にお役立てください
ＮＧＰエコひろばの登録事業者様は
誰でもご利用いただけます
今や携帯電話は「スマートフォン（スマホ）」が主流。携帯できる情報量の多さが魅力のひとつです。
ビジネスや商談の現場ではスマホよりひと回り大きい「タブレットパソコン（ＰＣ）」の活用が広がっています。
ＮＧＰ協同組合も対応アプリを用意しました。リユース部品のビジネス提案にご活用ください。

Tablet
PC

NGP app+

ＮＧＰ協同組合が用意したものは、タブ
レットＰＣで利用するアプリケーションソフ
トです。ダウンロード専用ＵＲＬをお配りい
たしますので、サイトにつなげてダウンロー
ドし、アンドロイドタイプのタブレットＰＣ
で利用することが可能です。あいおいニッセ
イ同和損害保険と共同開発しました。

アプリを通じて、リユース部品の生産過程
を動画で見せたり、ＮＧＰ協同組合が実施し
ている品質保証制度を説明したり、ＮＧＰのリ
ユース部品をわかりやすく説明することがで
き、お客様との商談がスムーズに行えます。

実際のところ一般のお客様は、リユース部
品がどのように生産され、徹底した品質確認・
管理が行われて整備工場の皆様のお手元に
届いているかを知りません。一方で、私たち
ＮＧＰ協同組合員の工場を見学された一般の
お客様は一様に徹底した品質管理に驚き、

「機会があったら使ってみたい」
という感想を述べてお帰りにな
ります。

まさに百聞は一見にしかず。
皆様の工場に来店されるお客
様にタブレットＰＣを通じて私
たちＮＧＰ協同組合のリユース
部品生産現場を体験し、安心・
納得してリユース部品を利用し
ていただきたい。そうした思い
を込めてタブレットＰＣ用アプ
リを作製しました。

自動車の任意保険の料率体系
が変わり、事故を起こすと翌年

の保険料が大幅に引き上げられるようになり
ます。この制度変更にともなって、自費で修
理しようとするお客様が増えると予測されま
す。こうした際の商談にアプリをご活用いた
だきたいのです。リアルな説明に納得し、信
頼できる品質のリユース部品を使った修理が
可能になるので、皆様の工場に来店されるお
客様の満足度を高めることは請け合いです。

タブレットＰＣは、自動車関連ビジネスのさ
まざまな分野で利用が広がっています。導入
が進んでいるのは、中古車業界かもしれませ
ん。多様な車種の在庫情報などをタブレット
ＰＣで携帯し、お客様と相対して商談を進め
ることが可能だからです。見積もり作成もタ
ブレットＰＣを使ってその場でできます。

自動車整備の現場でもこうした利用が始ま
ろうとしています。少々時間はかかります
が、日本自動車整備振興会連合会（日整連）

はスキャンツールの利用促進と並行して整
備情報提供サービス「ＦＡＩＮＥＳ」をタブ
レットＰＣで利用できるようにシステム改良
を進めることを計画していると言われます。
皆様の工場も時代の先端に足を踏み入れて、
接客対応に努めてみてはいかがでしょうか。

ＮＧＰ協同組合は、整備工場の皆様に一般
のお客様との接点を広げてもらい、車検整備
や車体整備の売上アップにつなげてほしいと
考えています。整備工場の皆様の商談機会が
増え、売上増となることが、リユース部品の
市場拡大に結びつくと考えるからです。この
ため、2 年前に始めた整備工場の皆様にお客
様を紹介するインターネットサイト「ＮＧＰ
エコひろば」をさらに充実、登録のご協力を
お願いすることになりました。

ＮＧＰエコひろばは整備工場の皆様にお客
様を紹介するためのインターネットサイトで
す。リユース部品を使った車体整備のお客様
以上に車検整備のお客様から問い合わせが
あり、エコひろばへの登録は新規顧客の掘り
起こしにつながります。

そしてＮＧＰエコひろばに登録されたお客
様を支援するために開発したのが、ご紹介し
たタブレットＰＣ用アプリです。アプリを利
用したいとお申しつけいただければ、ダウン
ロード専用ＵＲＬをお渡しいたします。タブ
レットＰＣの利用環境が整っていればすぐに
利用可能です。ぜひご利用ください。

ＮＧＰ協同組合は高品質なリユース部品の
提供とともに整備工場の皆様の新たなビジネ
ス展開を支援いたします。

タブレットＰＣの画面で見せて商談を円滑に



今年3月末現在で
100世帯当たり51.0台

リサイクル部品の利用を啓蒙

節約志向を反映し軽自動車普及がさらに進展

「環境広場さっぽろ」にＮＧＰ北海道支部が参加

節約志向を反映して軽自動車（＝軽四輪
車、以下同）の普及が進んでいます。全国軽
自動車協会連合会（全軽自協）による今年
3 月末時点のまとめでは、軽自動車の世帯
当たり普及台数は、100 世帯当たり 51.0
台となり、昨年の 50.3 台から 0.7 台普及
が進みました。数字的にはわずかですが、
成熟したクルマ社会を背景に考えると軽自
動車への依存度がさらに高まったことを意
味します。

軽自動車の普及台数は、総務省がまとめ
た「住民基本台帳世帯数」と国土交通省に
よる「自動車保有車両数」をもとに全軽自協
が算出し、毎年発表しています。今年 3 月
末の全国の世帯数は 5417 万 1475 世帯
で、前 年 同 期 に 比 べ て 0.72 ％、38 万
8040 世帯増えました。これに対して全国
の軽自動車保有台数は 2760 万 7891 台
で、前年同期に比べ 1.97％、53 万 4312
台増となりました。世帯数の伸びを軽自動
車保有の伸びが上回り、軽自動車の世帯当
たり普及はさらに進みました。

ちなみに軽自動車 1 台当たりでみると、
昨 年 3 月末 の 普 及 状 況は 1.99 世 帯に 1
台という普及の割合でしたが、今年 3 月末
は 1.96 世帯当たりに 1 台の普及状況にな
ります。

地域別の普及状況では、和歌山までの上
位 13 県の順位に変動はありません。また
100 世帯当たり 90 台以上という高い普
及県は鳥取、佐賀、島根、山形、長野、福井
までの上位 6 県で、昨年と同数です。一方
で、100 世帯当たり 80 台以上の普及県は
4 県増の 22 県、同 70 台以上が 2 県増の
33 県となるなど、広い地域での軽自動車
保有の拡大がみられます。

軽自動車普及が低いのは東京都の 100
世帯当たり 11．1 台で、次いで神奈川の同
20．5 台、大阪府の同 26.2 台となります。
軽自動車最高普及県の鳥取県と最低の東京
都の差は 9 倍近い開きとなります。

高齢社会が出現し、日本の自動車保有構
造は大きく変化しています。日本自動車販
売協会連合会（自販連）がまとめた今年度
版の「自動車ディーラー・ビジョン（乗用車
店編）」で、現在所有する自動車の保有年数
が長くなることを見込む自動車ユーザーの
比率が増加、さらに維持費の負担が重いの
で税制を軽減して欲しいと考えるユーザー
比率も 90％を超えました。維持費の点で

「次回は軽」、こうした車両購入を検討する
ユーザー比率も増加し、回答の 51％に達
したそうです。軽自動車比率はさらに高ま
る傾向です。

あいおいニッセイ同和に協力、
ブースを盛り上げる

被災地支援のベルマーク運動の
広報も並行して実施

7 月 27 日から 29 日の 3 日間、札幌市
白石区のアクセスサッポロ（札幌流通総合
会 館 ）で 開 か れ た「 環 境 広 場 さ っ ぽ ろ
2012」にＮＧＰ協同組合北海道支部（福田
健志支部長）が参加し、ブース出展したあい
おいニッセイ同和損保に協力してリサイク
ル部品の利用促進を訴えました。

環境広場さっぽろは東北以北で最大の環
境イベントで、今回で 15 回目を数えます。
今回の出展企業・団体は道内外から約 70
社。あいおいニッセイ同和損保もそのひとつ
で、リサイクル部品を啓蒙するため、ＮＧＰ
北海道支部が全面的に協力したものです。
組合員は交代で炎天下の会場に張り付きリ
サイクル部品特約付き保険のＰＲに努める
とともに、使用済み自動車から集めたエンブ

レムを会場に持ち込み、アンケートにご協力
いただいたお客様に手渡しました。エンブレ
ムの効果は大きく、約 1000 通のアンケー
トを集めることができました。「北海道では
主婦の方でもリサイクル部品を知っている

人が多かった」と福田支部長は話しています。
こうした環境イベントで自動車関連は高い

関心が寄せられる部門です。エコカーをはじ
めとしたさまざまな情報が発信される中で、
リサイクル部品の利用促進を訴える「白くま
環境教室」をあいおいニッセイ同和が実施し
ました。同時に、あいおいニッセイ同和と連
携するＮＧＰベルマーク運動の広報も努め、
被災地学校に対する支援活動の継続を来場
者に呼びかけました。

軽自動車の100世帯当たり普及台数
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ＮＧＰのネットワークを通じて全国へ
ヤナセオートシステムズ、「メルセデス」用リビルト部品の販売開始

ＮＧＰ協同組合はヤナセオートシステムズとタイアップ、「メルセデス・ベンツ」の高品質リビルト部品を提供することになりました。
メルセデス日本純正品と品質はまったく同じ、「ヤナセ」ブランドの製品です。
オートマチックトランスミッション（ＡＴ）ユニット交換をはじめ、最高の顧客満足を提供したい「メルセデス」の修理に御用立てください。

ＮＧＰ協同組合は「メルセデス・ベンツ」
用リビルト部品の取り扱いを始めました。
提供を受けるのはヤナセオートシステムズ
です。

同社はヤナセの 100％子会社です。前身
は「ウエスタン自動車」で、1965 年からメ
ルセデス・ベンツのリビルト部品製造を手
がけ、全国のヤナセネットワークをはじめメ
ルセデス・ベンツの指定サービス工場に純
正リビルト部品を提供してきました。この経
験と実績を踏まえて、純正リビルト部品と同
じプロセスを経て整備されたリビルト製品
が提供されるのです。

製品はオートマチックトランスミッション
（ＡＴ）、オルターネーター、スターター、パ
ワーステアリングギアボックス、パワーステ
アリングポンプ、ディファレンシャル、トラ
ンスファーケース、フューエルディストリ
ビューター、フューエルポンプその他です。

提供される製品は価格、保証、納期などに
合わせて 3 タイプ。メルセデス・ベンツの
純正リビルト部品とまったく同じ品質の「メ
ルセデス・ベンツ純正リビルトユニット」、
そして「ヤナセオートシステムズオリジナル
リビルトユニット」。さらにＡＴについては

「現物修理」に応じます。
純正リビルト部品は、メルセデス・ベンツ

の日本純正品とまったく同じものです。再
生・修理に際して純正ユニットと同じ構成
部品を使い、製造しています。オリジナルリ
ビルトは、構成部品のコストを見直し、品質
を落とさず再生・修理したユニットです。分
解、洗浄、組み立て、検査の工程は純正リビ
ルトもオリジナルリビルトも同一工程で行
われ、熟練した技術で最高品質の製品が提
供されます。

再生したユニットを在庫として用意してい

ますので、純正リビルトは注文翌日に発送、
オリジナルリビルトは注文受付当日または
翌日発送で製品提供できます。品質保証は、
純正リビルトが 1 年保証（走行距離無制限）、
オリジナルリビルトは、1 年または走行距離
5 万㎞です。両リビルトの販売ともコア回収
が前提ですが、整備事業者様にコアの発送
を含む往復分の送料負担はありません。

さらに不具合箇所の修理だけを希望する
場合には、現物修理が便利です。多少時間が

かかりますが、修理費用を抑えることがで
き、30 年以上前のトランスミッションでも
修理部品が手に入る限り再生することが可
能です。修理箇所についてのお見積りを確認
後に着工、保証は修理箇所に対して１年また
は走行 2 万㎞までとなります。

純正、オリジナルのリビルトと同時にバン
パーや外販パネルの在庫の充実にも努めて
います。お近くのＮＧＰメンバー店でご確
認ください。

熟練した技術で安心を保証する組み付け作業

在庫を保有し、即納体制を整えるオリジナルを含めてAT テストベンチは4基

NGP 今月のCO2削減量

※リターナブル梱包材の利用にともなう削減効果はNGP協同組合独自のCO2排出削減の取り組みです。
　ダンボールに変えて、専用梱包材を200回繰り返し使用することで削減効果を試算しました。リターナブル梱包材利用にともなう削減効果

24.9 tNGP 平成24年7月： NGP 1月からの累計：

※ NGPをはじめとしたリサイクル部品販売事業12団体は、グリーンポイントクラブを作り、リユース部品、リビルト　
部品を利用することで達成できたCO2の削減量を利用者の皆様にお知らせしています。ご協力ありがとうございます。リサイクル部品利用にともなう削減効果

全１２団体 1月からの累計

84,827tNGP 平成24年7月： 6,863 t NGP 1月からの累計： t48,201

※リターナブル梱包材は、ドア・フェンダー用に加えて2011年2月よりバンパー用の運用を開始しました。

158.7 t
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リーダーになるため、ロープレで
部下指導方法を実践的にチェック

現場で通用する営業マンをめざして
参加者各自が思いめぐらす

第22 回中級研修会開催

第21回初級営業マン研修会を実施

8 月 6 ～ 10 日の日程で静岡県裾野市のあ
いおいニッセイ同和自動車研究所東富士セン
ターで第 22 回中級研修会を実施しました。
全国の組合員から 34人が参加し、生産・フロ
ント・営業の現場リーダーとしての心構えを
学ぶとともに、技術知識に磨きをかけました。

とくにリーダーの心構えを高めるロールプ
レーイングは参加者にとって印象深く、「頭
でわかっていても、言葉にすること、相手に
上手に伝えることがいかに難しいかを痛感
しました」（アンドーカーパーツ、鈴木康久さ

ん）、「研修で学んだことを活かすことがで
きれば、従業員の気持ち、考えを動かし、よ
りよい会社に変えて行くこ
とができると思います」（３
Ｒ、山口智也さん）と話して
いました。
  「 生 産・フロント・営 業、
全社が一体となり絶えず情
報交換をし、よりよい商品を
お客様に提供できるよう努
力します」（エコブリッジ、高

橋洋介さん）、「実技の内容をもっと勉強し、
お客様に部品の状態を正確に伝え、納得して
買ってもらえるようになります」（大友自動車
工業、大友正人さん）、「部下がより高い業務、
より困難な業務に自ら望んで取り組む環境を
作り、部下の能力を最大限に引き出してやれ
るリーダーになります」（ユーパーツ名古屋
店、吉田誠さん）とリーダーとして踏み込ん
だ決意を表明しています。

第 21 回初級営業マン研修会が 7 月 27
～ 29 日の 3 日間、東京・夢の島のＢｕｍＢ
東京スポーツ文化館で開催されました。参加
者は 17 名。挨拶の訓練・試験、名刺の交換、
敬語の使い方などの基本マナーを学ぶととも
に、ロールプレーイングを通じてお客様への
接し方を考えながら営業マンとしての独り立
ちをめざした研修に取り組みました。

長谷川利彦理事長も研修会に顔を出し、営
業マンの力がＮＧＰ協同組合の力に直結する
ことを訴えました。

リ・パーツ坂井自動車の武石勤さんは研修
を振り返り、「長い間に身についたことをやり
直すことは難しいと思うが、我流で取り組ん
できたことを改善し、正しい方法で仕事に取
り組みたい」と意欲的です。ワープの永川博
之さんは、「実践的なロープレは新規のお客
様を訪問したときを想定したもので、まさに
普段目のあたりしている状況ばかり。お客様
の心理を深く勉強することができ、明日から
使えることばかりだった」と感心しています。
 　「次世代の整備業界にマッチした営業マン

になる。タブレット端末、ＰＣソフトを使い、
常に新しく、面白い提案のできる営業マンに
なります」（エコブリッジ、高橋洋介さん）。「た
だ訪問するだけでなく、ひとつでもいいので
会話をしていろいろと相談してもらえる営業
マンになります」（東和、礒江勝さん）と決意
を表明。営業マンとして視野を広げた研修会
になりました。

長谷川理事長が講和で参加者を激励

7 月31日、エコテクノ（広島県北広島町）砂原正則代表取締役の夫人、砂原悦子（すなはら・えつこ）様がご逝去されました。享年 70 歳。
8 月10 日、太田部品（静岡県御殿場市）太田広社長のご母堂、太田梅子（おおた・うめこ）様がご逝去されました。享年 98 歳。

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。  

新規入会組合員紹介
支部 会社名 NGP代表者 住所 加入日

株式会社ライズコーポレーション

電話番号 FAX番号

北海道支部 専務取締役 山口一幸 北海道札幌市厚別区厚別町山本1066番地384 24年8月31日011-802-2121 011-802-2127

コメント

このたびＮＧＰ日本自動車リサイクル事業協同組合の正組合員となりましたライズコーポレーションです。弊社は現在スタ
ッフ 18 名で自動車リサイクル事業に取り組んでいます。基本理念は「お客様の満足な笑顔を喜びとします」です。入会を期
にさらにお客様に喜んでいただけるよう努力してまいります。また現在 8000 点の在庫を 1 万 1000 点まで引き上げる
ことをめざします。ＮＧＰの仲間として品質を向上させ共に発展していきたいと思いますので、末永くご指導いただきます
ようよろしくお願いいたします。

部下育成の効果的指導法を探るロープレ 技術の知識を厳しい試験で確認


