
  News全国整備工場の皆様へ
NGP組合員200拠点がお届けする
お役立ち情報

　NGP日本自動車リサイクル事業協同組
合は10月23日、品川プリンスホテル（東
京都品川区）において第13回通常総会を
開催しました。
　冒頭、挨拶に立った佐藤幸雄理事長は、
理事長を務めた2年間における組合員各社
の協力・支援に感謝を述べるとともに、「急
速に進化していく自動車業界において、
我々自動車リサイクル業はどのように対応
していくべきか、難しい舵取りが求められ
る時代へと突入しました。ますます厳しく
なっていく事業環境において、NGPの優
位性をどのように構築していくのかグルー
プとしてビジョンをしっかりと立て、将来
を見据えた事業活動を推進して参ります」
と、時代の変化に対応した取り組みを進め
ていく姿勢を示しました。
　通常総会では平成28年度事業報告、平
成29年度事業計画、役員改選が審議され、
いずれも満場一致で可決されました。その
結果、理事長に（株）共伸商会（新潟県新
潟市）代表取締役・佐藤幸雄（留任）が、
副理事長に（有）しのぶや（栃木県那須郡）
代表取締役会長・小林信夫（留任）、（株）

マルトシ青木（静岡県藤枝市）取締役営業
部長・青木金也（新任）、クレストパーツ（岡
山県倉敷市）代表取締役・中村昌徳（留任）、
専務理事に鈴木成幸（新任）が、また新任
の支部理事として岡﨑豊・金子治樹・斎木
崇司が就任しています（他支部理事は留任）。

第13期の実績と第14期事業活動テーマ
　総会終了後には記者会見が開かれ、第
13期の実績と、第14期の事業活動テーマ
が発表されました。
　第13期における車両仕入の実績は、組
合全体で 66 万 50 台（前年比 103.6％）
でした。さらにNGP廃車王というブラン
ドでBtoCの仕入を強化したことで、一般
消費者からの仕入は前年比145％と期初
の目標を大きく上回っています。
　人材育成においては数年前から研修の受
講料を無料にするとともに、各地域での開
催に努め、組合員各社が参加しやすい環境
を整えてきました。また、自動車業界の変
化に対応するため、次世代自動車セミナー
やスキャンツールセミナーなど新たな研修
メニューも随時追加しています。第13期
は42回の研修会を開催し、受講者は合計
678名に達しました。
　第14期の事業活動テーマについては、
厳しい事業環境を勝ち抜くため、新しい発
想のもと、新しいものを生み出し、挑戦し
続ける姿勢が今後も引き続き重要であるこ
とから、前期のメインテーマである「創」
を継続することと致しました。また今まで
の常識・発想にとらわれず、柔軟な対応と
変革が必要になるとの考えから、サブテー
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マは「〜変革と挑戦で未来を創る〜」とし
ています。

ブロードリーフ社との提携を発表
　記者会見ではリサイクル部品の販路拡大
を目的とした、（株）ブロードリーフと
NGP協同組合の業務提携も発表されまし
た。この提携により、まずは両社のシステ
ム連携を行い、NGPグループマーケット
の「NGPシステム」に出品されているリ
サイクル部品を、ブロードリーフが運営す
る自動車リサイクル部品流通ネットワーク

「パーツステーション NET」でも販売でき
るようにします。システム連携は2018年
5月の運用開始を目指しています。
　同提携について佐藤理事長は「環境が大
きく変化する中、我々も自動車アフターマ
ーケット全体を見据えて変化しなければな
りません。ブロードリーフ社は自動車アフ
ターマーケット全体で事業を展開しており、
独自のシステムとネットワークインフラ網
は非常に魅力的です。販路拡大はもちろん、
一般カーオーナーに対するNGPリサイク
ル部品の認知向上などに向けても一緒に取
り組みを進めたいと考えています」と、非
常に大きな期待感を示しています。
　（株）ブロードリーフの大山堅司社長は

「今回の提携によって、高品質なNGPのリ
サイクル部品をより多くのカーオーナーに
お届けすることができるようになったこと
に、非常に大きな意義を感じています。今
後も業界の発展に向けて、更なる協力をし
ていければと考えています」と、同提携の
意義を強調しました。

2017 
No.320

グループ及び業界の更なる発展へ向けて

「創」〜変革と挑戦で未来を創る〜

第13回通常総会開催

記者会見で固い握手を交わす（株）ブロードリーフ・
大山堅司社長（右）と佐藤幸雄理事長



※自動車リサイクル部品産学共同研究
会が、「自動車リサイクル部品による環
境負荷低減効果の研究」の結果をもと
に、NGPが販売したリユース部品の
90品目（左右ある部品を含むと115
品目）を対象に算出した数値です。

※リターナブル梱包材の利用に伴う削
減効果はNGP協同組合独自のCO2排
出量削減の取り組みです。段ボールに
代えて、専用梱包材を繰り返し使用す
ることを前提に削減効果を算出してお
ります。

NGP 今月のCO2削減量
リユース部品利用に伴うCO2 削減量

リターナブル梱包材利用に伴うCO2 削減量

平成29年9月： 6.4t

平成29年9月： 3,129t

佐藤理事長を支える
NGP日本自動車リサイクル事業協同組合　新執行体制
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小林　信夫
（有）しのぶや　みどり工房 
（栃木県那須郡） 
代表取締役会長

今期も副理事長として NGP 前進のために理事長と理事のサポートをし、組合員が一丸と
なって邁進出来るよう努めます。 

青木　金也
（株）マルトシ青木 
（静岡県藤枝市） 
取締役営業部長

この度、副理事長を仰せつかることになり、身の引き締まる思いです。佐藤理事長の力と
なり、NGP グループがこれからも成長発展し続けるため、「ブレない軸（NGP 理念）と今
を変える覚悟を」を座右の銘とし、精一杯努力してまいります。よろしくお願い致します。

中村　昌徳
クレストパーツ 

（岡山県倉敷市） 
代表取締役

今期は、NGP ブランドをより強固なものとし、業界発展のために尽力致します。
まだまだ未熟ですが、ご協力、ご鞭撻をよろしくお願いします。
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務
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事

鈴木　成幸
協同組合本部 

（東京都港区） 
専務理事

今期より専務理事を拝命しました鈴木です。佐藤理事長体制のもと、お客様のため、NGP
のため、そしてリサイクル業界の発展のために少しでも貢献できますよう精一杯務めさせ
ていただきます。今期の活動方針「創－変革と挑戦で未来を創る－」のもと、自分自身も
時代の変化に後れを取らぬよう、常に新しい時代を創造し、具現化に向けて邁進致します。

理
事

岡﨑　豊
（株）ボールド 
（北海道北見市） 
代表取締役

北海道新任理事の岡崎です、よろしくお願いします。今後業界が大きく変化していく時代
の中で、良きものは継承しつつ新しい取り組みも取り入れ、「お客様」が何を求め何を要求
しているかを良く考え佐藤理事長体制のもと組合発展のために努力していきます。

渡辺　辰美
（株）福島リパーツ 
（福島県郡山市） 
代表取締役

理事になり 2 期目となりました。日々、刻々と情勢が変化する厳しい時代ではありますが、
支部一丸となって今期のテーマに取り組み、厳しい時代を乗り切れるように努力して参り
ます。

塩谷　剛史
（株）拓殖商会 
（群馬県伊勢崎市） 
常務取締役

この度、3 期目の理事を拝命致しました塩谷です。今期は急速に変化する情勢に対応して
いくため、固定観念に囚われない斬新な発想を大切に活動していく所存です。日頃ご指導・
ご協力いただいている仲間への感謝の気持ちを忘れず、北関東支部のため、NGP グループ
全体のために鋭意努力して参ります。

金子　治樹
三協自動車（株） 

（東京都調布市） 
専務取締役

今期より南関東支部理事を仰せつかることになりました。佐藤理事長体制の下、NGP 発展
のために貢献できるよう一生懸命頑張りたいと思います。また支部内の活性化を図り、組
合員一丸となって厳しい経済環境に立ち向かって参ります。

戸田　暢生
（有）メタルオート北陸 
（石川県小松市） 
代表取締役

佐藤理事長体制の下、3 期目の北陸支部理事を仰せつかることとなりました。先行きが不透
明な状況の中、微力ではございますが、組合員の皆様のお力添えを得ながら NGP が発展す
るために誠心誠意、努めて参ります。よろしくお願い申上げます。

鈴木　修一
（株）アートパーツ長野 
（長野県松本市） 
代表取締役

14期東海支部の理事2期目を拝命させていただきました鈴木です。佐藤理事長の掲げる『創』
～変革と挑戦で未来を創る～・・を実現するために、支部一体となり具体的に行動します。

平田　武士
（株）多田自動車商会 
（兵庫県三木市） 
代表取締役社長

市場の変化が激しく、厳しいなか NGP 組織と支部の活性を高め成長につながるよう、2 期
目の理事として頑張っていきます。

藤原　庸正
（株）福山セコ 
（広島県福山市） 
代表取締役

今期より 2 期目となります。中四国支部では、今期も引き続き廃車王への取り組みを強化
して行くことと、さらなる顧客満足度の向上を目指すことを目標に掲げ、佐藤理事長体制
の NGP を全力でサポートして、組合員全体の活性につなげていきたいと思います。

斎木　崇司
（株）アール・トーヨー 
（長崎県長崎市） 
代表取締役

今期より九州支部の理事を仰せつかりました斎木です。初めての理事職となりますが、
NGP、ひいては業界の発展のために全力を尽くして参ります。よろしくお願い致します。



NGP組合員探訪

　当社は1975年4月創業で43周年を迎えています。
NGPに入会したのは1986年2月ですが、組合になる以前
から属していましたので現在ではNGPの最古参のメンバ
ーになります。使用済み自動車の解体、リサイクルパーツ
の販売をはじめ、廃タイヤ処理、またリサイクル部品の海
外輸出も行っております。
　当社の主な商圏は大分県の全域と福岡県の南部です。迅
速な対応を心掛け、これからも整備、修理工場の皆様に喜
んでいただけるように、販売やサービスの充実に向け努力
致しますので、よろしくお願いします。

【所在地・お問い合わせ先】
大分県日田市上城内町1365-3
TEL：0973-23-0327　FAX：0120-66-4182
http://www.ngp.gr.jp/k901/

（株）オートリサイクルナカシマ

NGP代表

中島 邦晃

　当社は1979年11月創業、1986年2月にNGPグルー
プへ入会致しました。本社は西郷隆盛と桜島で有名な鹿児
島県に拠点を置き、地元を始めすべてのお客様にご満足い
ただけますよう「よりよい商品を、より正確に、より早く」
をモットーに、自動車リサイクルパーツの生産・販売に努
めております。また、環境問題にもいち早く対応し、
ISO14001・9001・27001の認証を取得致しました。
　NGPの品質基準を遵守し優良な商品を1点でも多く提
供できるように、今後も皆様への感謝の気持ちを忘れず社
員一丸となって努力して参ります。

【所在地・お問い合わせ先】
鹿児島県鹿児島市上福元町7316
TEL：099-267-0468　FAX：099-284-5033
http://www.ngp.gr.jp/k903/

（株）オートパーツ伊地知

NGP代表

伊地知 志郎

　当社は1970年10月、佐世保市に多久島商店として創
業し、1983年2月にNGP西日本グットパーツを現大石名
誉顧問等と結成しました。その後1984年5月に（有）多
久島自動車を設立し、1999年4月（株）パーツラインに
組織変更を致しました。長崎県は坂や狭い道が多く、創業
当初から入庫車は軽自動車ばかりでした。それを逆手に取
り1981年に軽自動車専門の中古車販売店を開設し店舗を
増やし、自社の部品も軽自動車部品では他社に負けない豊
富な商品生産に力を入れて、現在まで運営して参りました。
これからもNGPの一員としてお客様のニーズに応える優
良な商品を提供できるように社員一同努力して参ります。

【所在地・お問い合わせ先】
長崎県佐世保市大塔町1245
TEL：0956-33-1532 　FAX：0956-26-1005
http://www.ngp.gr.jp/k902/

（株）パーツライン

NGP代表

多久島 康彦

　1986年9月福岡県大野城市にて創業し、1987年8月
にNGPグループに入会しました。旧事務所が立ち退きの
ため、昨年10月朝倉郡筑前町に移転しました。
　新しい場所でもこれまで取り組んできた当社独自の保証
制度を活かし、福岡市近郊はもとより、朝倉、筑後地区の
お客様にも、リサイクルパーツ販売及び自動車の適正処理
を通して、益々の地域密着が図れるよう、社員一同努力し
て参ります。
　また当社は日曜、祝日も営業しておりますので、ユーザ
ー様へのリサイクルパーツの見積り、ご提案にお役立てい
ただいております。 

【所在地・お問い合わせ先】
福岡県朝倉郡筑前町当所402-1 
TEL：0946-23-8093　FAX：0946-23-8094
http://www.ngp.gr.jp/k904/

（株）グッパー福岡

NGP代表

岸川 龍一郎

今回は全国 142 社186 拠点の NGP 組合員の中から、九州支
部に所属する 4 社をご紹介致します。

【第9回】
九州支部（その1）



NGP日本自動車リサイクル事業協同組合事務局
〒108-0074　東京都港区高輪3丁目25番33号　長田ビル2F
TEL:03-5475-1208　FAX:03-5475-1209
http://www.ngp.gr.jp/
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　第13回初級生産管理者・フロントマ
ン研修会が10月3 〜 5日の3日間、し
あわせの村（兵庫県神戸市）で開催され
ました。
　初日は生産・フロント合同で、自動車
リサイクル部品業界の動向やNGPグル

ープの歴史、NGPシステムの基本及び
運用ルールを学び、2日目からは生産と
フロントに分かれ、より専門的な知識を
深めました。
　研修後に（有）ユーピー宮崎の有村正
樹さんは「フロントやお客様に分かりや

　NGP日本自動車リサイクル事業協同
組合 北関東支部は 10 月 13 日、ISO
9001（品質マネジメントシステム）、
ISO14001（環境マネジメントシステム）、
OHS18001（労働安全衛生マネジメン
トシステム）、ISO27001（情報セキュ
リティマネジメントシステム）の一括認
証の取得を目的とした合同審査会を
NGP会議室（東京都品川区）にて行い
ました。

　NGP協同組合は12月7〜9日の3日間、
東京ビッグサイト（東京都江東区）で開
催される、“環境”をテーマにした日本最
大級の展示会「エコプロ2017 環境と
エネルギーの未来展」に出展します。
　一般カーオーナーがNGPリサイクル

　合同審査会によって、組合員各社が
個々に認証取得、更新するよりも費用が
大幅に低減できるほか、マネジメントシ
ステムの導入を通じて、商品の品質管理
はもちろん、労働環境改善、情報セキュ
リティの強化を継続的に行い経営基盤の
強化を図ることが可能になります。
　当日はISO飛鳥・吉井氏とNSF・山下
氏から認証取得に関する手続きや従来か
らの変更点、ISOパトリオットシステム

部品を直接購入できる「NGPパーツ王」
や使用済み車両買い取りサイト「廃車王」
のピーアールに加え、リサイクル部品の
生産工程をVRで体験・学習することが
できる「ヴァーチャル工場見学」を展開
致します。

第13回初級生産管理者・フロントマン研修会を開催
業務に必要な知識や心構えを習得

2018年度NGP合同審査会を開催
経営基盤の強化を図る

NGP協同組合、「エコプロ2017」へ出展
リサイクル部品の環境性と品質、
NGPグループの取り組みを紹介します

組合員情報変更
支部 会社名 変更内容 変更後 変更日

北関東 （株）共伸商会 移転 〒950-3102　新潟県新潟市北区島見町2590-12
TEL025-255-4111　FAX025-255-4110 29年9月25日

東海 （株）ハセ川自動車 
  松本営業所 開店 〒390-1242　長野県松本市和田3967-28

TEL0263-50-5095　FAX0263-87-018 29年9月30日

NGP組合員
かわら版

の説明などを受けました。
　参加企業の代表者は自社の状態を確認
しながらSWOT分析、PDCAサイクル、
合同審査チェックシートを真剣に埋めて
いました。

　出展小間番号は5-023です。ぜひ、
NGPブースへお立ち寄り下さい。

すい形状入力を心掛けます」と、今後の
業務に向けて決意を示しています。

日頃ご愛顧いただいております
整備・修理工場の皆様へ感謝の気持ちを込めて
[NGP30周年
ありがとうキャンペーン」
第二弾、開催中
11月30日（当日消印有効）までご応募いただけます。
 皆様のご応募をお待ちしております。

NGPブース外観イメージ 


