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　ＮＧＰグループは去る10月16日、名古
屋東急ホテルにおいて、「第17回ＮＧＰ
グループ定期総会・大会」を開催した。�
　自動車リサイクル法の本格施行を目
前に控え、今期は極めて重要な年として
位置づけていたＮＧＰグループにとっては、
まさに激動の1年であったが、総会の冒頭
で挨拶した青木会長の言葉通り、新しい
システムをスタートさせ、新しい執行部、
組織編制となり、新たな気持ちで再出発
を誓った。�
　また、定期大会は多数の来賓を向かえ、
「新生ＮＧＰグループ」の更なる飛躍を
伺える盛大なものとなった。�

NEWS

全国85，000社の整備工場とNGPグループ200拠点を結ぶホットライン�
2003.12

定期総会にて「お客様第一」の原点に立ち返り、�
グループとしての信頼の回復とＮＧＰブランドの再構築を誓う�

第１７回ＮＧＰグループ定期総会・大会特集特大号�

第17回を迎えたNGPグループの定期総

会、例年のような和やかな雰囲気とは違

い、どこか張り詰めた雰囲気の中、執り

行われた。

そのことは、全て総会の冒頭で挨拶し

た青木勝幸会長の言葉に集約されていた。

「私自身、今年一年はいろいろと学ばせて

もらった年でした。今回の騒動で、NGP

グループが長年に渡って築き上げてきた

関係官庁、整備業界、損害保険業界、リ

サイクル部品業界各位への信頼を失墜さ

せることとなったのが残念でなりません。

また同時にスーパーラインシステムと決

別し新NGPシステム移行にともないグル

ープ会員会社及びグループ事業計画の売

上増加目標を達成困難としたことは痛恨

の極みでありました。しかしながら、こ

のようなグループの存立基盤をも揺るが

す危機的状況の中で、グループメンバー

が一致団結して、苦しい時期を乗り越え

たことで、改めてメンバー同士の強い絆

を再確認いたしました。これからもNGP

グループの活動、将来に向けて皆様のお

力を借りて、この業界で勝ち残っていき

たいと思います。」とコメントし、総会に

出席した会員メンバー各位は厳粛にその

言葉を受け止めた。

また、今回の総会で青木会長は再選さ

れ、新組織・新役員の発表が行われた。

（下図）

新組織・新役員を迎え、文字通り新た

な船出となった“新生NGPグループ”は、

「お客様第一」の原点に戻ってグループと

しての「信頼」を回復し、NGPブランド

の再構築に向けて再出発を図った。
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換などを行い親交を深めていた。�
　ここでは、この時の定期大会の模様をご来賓の方
々の写真と合わせてご紹介する。� 激動のこの１年を振り返り、この様なかくも盛大

な定期大会を今年も開催できたことは感無量の喜
びと来賓や関係者各位に感謝を述べた青木会長。�

（財）交通遺児育英会の大澤秀樹募金課長（左）と自動車事故対策センターの小沢亮一郎名古屋主管�
  支所長（右）にそれぞれ、NGPグループから寄付金が贈呈された。�

大会の中では、新しくNGPメンバーに加わったメンバーの
紹介と挨拶も行われた。�
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  ポジティブチェンジ！�

①NGPの戦略組織への変革②勝ち
残る為の、組織活動及び会員活動
の実践③真の「お客様第一」を原
点とした「お客様の信頼の確保」
の３つの主要テーマを掲げ、部品
販売の拡大、新NGPシステム戦略
等を推進していく。　�

（青木勝幸会長）�

第10回の基礎研修会や第17回経
営者研修会などを中心に今期も
10以上の研修会を開催する予定。
また、今期は第一回上級者研修会
開催を予定し、説明会を16年2月
7日に行う。�

（長谷川利彦教育部長）�

第17期定期総会及び大会準備・
運営・ブロック支援などを行って
いく。また、現在、更新が止まっ
ているNGPグループホームページ
の新規作成・更新・管理などグル
ープからのインフォメーションサ
ービスの強化を行っていく。�

（島野敬総務部長）�

NGPグループ内外に関する様々な
問題などに対処するため新設され
た渉外部。会員メンバーにはリサ
イクル法対応への情報提供などを
行い、対外的には同業他グループ
との連携強化など多岐に渡ってグ
ループを側面からサポートする。�

（大橋岳彦渉外部長）�

各部との連携強化を重点にブロッ
ク活動の充実を図る。そのため、ブ
ロック内担当者（教育・システム・組
織）の設置を行う。また、リサイクル
法への理解と取り組みについて、引
き続き会員各社の業許可取得への
情報提供と状況の把握を行ってい
く。     （山本義範ブロック部長）�

NGPシステム上の商品のブランド
化を早期実現し、新商品登録・受注
マニュアルの作成に着手する。こ
のマニュアルは、クレームデータ
分析などにより、商品発注、受注、経
理の3つのマニュアルを作成して
いくことを検討している。�

（太田広商品管理部長）�

新NGPシステムの早期安定と運営
が、まずは至上命題。受注画面の
変更など、すでに大幅なバージョ
ンアップに向けて準備が整いつつ
ある。また、㈱ビッグウェーブと
の在庫流通の早期実現とジャプラ
システムへのバッチ処理を可能に
する。　（田中清システム部長）�

今期は80社の新規入会を目標に、
全国200社の早期達成を目指す。
そのためには、①業界全体を見据
えた会員拡大②他団体との連携強
化③各部との連携④空白地域の会
員補充などに特に力を入れていく。�

（佐藤幸雄組織部長）�
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新組織による平成15年度の各部スローガンと事業計画が発表�
定期総会では新組織の発表・新役員の紹介に続いて、各部より平成15年度のスローガン並びに事業計画が発表された。�

総会便
り� 第17回定期総会・大会に参加された会員メンバーの方から、

編集部宛に感想のお手紙をいただきましたのでご紹介します。�

〇今までの騒動がうその様な中部東海ブロック、
執行部の方々の総会に対する思いが、随所に現れ
ていて大変、気持ちの良い総会であった。�
NGPグループの素晴らしさが一雨降ったおかげ
で再認識できました。新しいグループ体制が構築
され、私自身も、より一層NGPマンとしてやっ
ていくファイトが湧いた総会でした。�
　　　　　　　　　㈲田崎商店　田崎幸伸　�

〇青木会長のメッセージに有った、“過去を振り返
らず前進した新生NGPグループ”に期待すると共
に自社もますます努力していきたいと思う素晴ら
しい総会でした。�
　　　　　　　　　㈲トライアル　丹野勉�

〇新ＮＧＰグループとしての“責任”を感じた総
会であった。�
この先も、お客様、業界に対して誠心誠意尽くし
ていきたいと思う。�
　　　　　　　　㈲ツクダ自動車　佃正人�

�

定例記者会見を開催！！�定例記者会見を開催！！�定例記者会見を開催！！�
NGPグループと㈱NGPの首脳は、定

期総会後に定例となっている記者会見を

行った。

会見冒頭で、記者から今回の㈱スーパ

ーラインから㈱NGPに社名を変更した

経緯について質問された同社の青木勝幸

社長（NGPグループ会長）は、「この度、

㈱スーパーラインは社名を㈱NGPと改

め、新事務所を滋賀県長浜からNGPグ

ループ本部のある、東京・品川に移転致

しました。これを機に、“新生NGPグル

ープ”としてもう１度原点に戻り、再出

発を図るNGPグループと会員メンバー

をバックアップするのが㈱NGPという

意味を込め、今回社名変更を行いまし

た。」

また、“新生NGPグル

ープとしてのこれから”

についての質問に対し青

木会長は、すでに自動車

リサイクル部品市場にお

いて確立している“NGP

ブランド”を更に磨きを

掛け、より一層お客様が

安心して使ってもらえる

リサイクルパーツの生

産、供給に力を注いでい

くとした。更に、「これから迎える自動

車リサイクル法の本格施行に向けて、

NGPグループではグループ同士の枠を

超えて、同業他社との部品流通を積極的

に拡大し、今現在進めている㈱ビッグウ

ェーブさんや㈱JAPRAさんとの提携関

係、システムの相互乗り入れなどお客様

には、より多くの商品がお届けできる供

給体制を実現していきたい。」と語った。

株式会社スーパーライン�
　 第13期株主総会を開催�

社名を株式会社ＮＧＰに変更！！�社名を株式会社ＮＧＰに変更！！�
NGPグループの定期総会に先駆けて、

同日午前中に㈱スーパーライン第13期株

主総会が開催された。

この総会の中で、㈱スーパーラインの

社名を㈱NGPに変更する議案が審議さ

れ、了承。新会社㈱NGPが平成15年11

月1日より、スタートすることとなった。

㈱NGPは今年9月にNGPグループ本部

のある東京・品川の事務所に移転してお

り、一元一体体制の強化を図ってきたが、

今回の社名変更により名実ともにNGP

グループと一元化がなされたと言える。

また、同総会では新役員の選出も行わ

れ、NGPグループの青木勝幸会長が、同

社の代表取締役社長に、同社代表取締役

社長であった多久島秀敏氏が、代表取締

役会長にそれぞれ就任した。

（新役員は右表の通り、上の囲みは社名

新ロゴ）
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中部北陸ブロック�

中部東海ブロック�

中四国ブロック�

九州ブロック�

関西ブロック�

北海道ブロック�

　�
　�
　�
　�
　�
　�
　�
　�
㈱ライラック車輌 TEL.0133-73-7100�
北海道札幌市石狩市新港西3丁目737番地�
㈱空知オートパーツ TEL.0125-34-4100�
北海道赤平市共和町220番地58��
㈱辻商会 TEL.0166-47-2771�
北海道旭川市永山町11丁目30番地2��
㈱金太郎部品 TEL.0155-31-2981�
北海道河東郡音更町宝来北1条7丁目1番地�
㈲オートパーツ長谷山 TEL.0166-75-4802�
北海道旭川市西神楽1線15号359－1��
㈲まるふく八田商会 TEL.0165-34-2457�
北海道上川郡剣淵町元町�
㈱アシスト・フクダ TEL.0138-48-2000�
北海道函館市西桔梗町818－17��
㈲プロス TEL.011-380-2633�
北海道江別市江別太403－1�
㈱カーエム滑川 TEL.0155-34-3280�
北海道帯広市西16条北2丁目38番8号�
ビークル（大東開発㈱） TEL.0144-55-3374�
北海道苫小牧市字沼ノ端23－2��
㈲ケーエー車輌 TEL.011-377-5577�
北海道北広島市大曲804番地37�
㈲オカダオートパーツ TEL.0155-62-6833�
北海道河西郡芽室町東芽室北1線6番25�
Ｒパーツルモイ TEL.0164-43-5330�
北海道留萌市栄町3丁目42番地  　�
�
　�
㈲近田商事 TEL.0178-62-5471�
青森県三戸郡五戸町字大学沢16番地の2��
㈲西武オートパーツ TEL.0229-23-3071�
宮城県古川市稲葉字亀の子39－1�
㈲大友自動車工業 TEL.022-386-2461�
宮城県名取市高舘熊野堂字飛鳥西9番地の17�
ABOパーツセンター（阿保解体㈱） TEL.0172-33-6465�
青森県弘前市大字神田5丁目3の7��
㈲むつパーツ TEL.0175-22-1021�
青森県むつ市南赤川町10－18�
㈲福島リパーツ TEL.024-946-1180�
福島県郡山市安積町笹川字北向72�
㈱永田プロダクツ TEL.0234-22-0307�
山形県酒田市東町1丁目24番地16号�
㈲サン・アール TEL.0184-22-5740�
秋田県本荘市石脇字尾花沢57�
㈱マイテック TEL.0238-84-7601�
山形県長井市九野本3227�
㈲安澤商店 TEL.0248-27-1736�
福島県西白河郡泉崎村太田川上礼堂55－1
㈲富山商会金屋工場 TEL.024-944-1280�
福島県郡山市田村町金屋字マセロ48�
三陸パーツセンター TEL.0193-42-7722�
岩手県上閉伊郡大槌町安渡3丁目2番30号�
㈲オートセンターNAO� TEL.0242-55-1055�
福島県大沼郡会津高田町字宮里12�
㈱ナプロフクシマ TEL.0240-35-0100�
福島県双葉郡浪江町大字高瀬字小高瀬迫189－2�
㈲カンジ自動車商会 TEL.024-555-5131�
福島県福島市笹谷字中ノ畑45�
㈱エコブリッジ TEL.0178-73-1117�
青森県八戸市沼舘1丁目15－12��
㈱永田プロダクツ北浜リサイクルセンター TEL.0234-35-0277�
山形県酒田市北浜町39番地10�
㈱永田プロダクツ山形パーツセンター TEL.023-626-1288�
山形県山形市穂積97番地1�
　�
　�
㈲佐藤商事 TEL.0254-62-2178�
新潟県岩船郡荒川町切田1042－2��

㈱栃木パーツ TEL.0283-23-3256�
栃木県佐野市高萩町399��
㈱共伸商会 TEL.025-386-1555�
新潟県豊栄市樋ノ入1389－3��
㈲黒埼部品 TEL.025-377-2410�
新潟県新潟市木場1634番地1��
㈱茨城オートパーツセンター TEL.0299-48-1398�
茨城県東茨城郡美野里町大字堅倉634��
㈲田崎商店 TEL.0296-32-1893�
茨城県結城市大字中134��
㈲拓殖商会 TEL.0270-76-3683�
群馬県佐波郡境町大字伊与久2405－1��
㈱サンブン TEL.0258-22-3519�
新潟県長岡市摂田屋町2806番地�
㈲しのぶや TEL.0287-72-0450�
栃木県那須郡那須町大字寺子乙2890�
オートパーツ・イワイ（㈲岩井自動車商会） TEL.028-662-2287�
栃木県宇都宮市海道町179��
㈱共伸商会上越営業所 TEL.0255-31-2210�
新潟県上越市春日新田2丁目7－24�
　�
　�
㈲オートパーツ片岡 TEL.042-556-2735�
東京都西多摩郡瑞穂町二本木753番地の3�
㈲オートパーツ千葉 TEL.0479-73-0830�
千葉県八日市場市春海74�
㈲トキオ商会 TEL.043-498-2461�
千葉県佐倉市上別所字和田野118－1�
㈲新星オートパーツ TEL.043-423-2700�
千葉県四街道市鹿放ヶ丘264－1�
三協自動車㈱ TEL.03-3300-0685�
東京都調布市緑ヶ丘1－37－3�
㈲安全自工 TEL.03-3677-3331�
東京都江戸川区谷河内2－8－15�
㈲オートサービス東関 TEL.043-257-9449�
千葉県千葉市稲毛区長沼原町429－1�
㈲リサイクルガレージケーワン TEL.047-457-5758�
千葉県船橋市豊富町640番地5�
㈲ベストパーツ TEL.0436-24-4182�
千葉県市原市岩崎911－1�
　　�
　�
㈱ヤタパーツ TEL.0559-21-9678�
静岡県沼津市岡宮736��
㈱マルトシ青木 TEL.054-644-5656�
静岡県藤枝市上青島256��
太田部品㈱ TEL.0550-89-5110�
静岡県御殿場市古沢986－4�
㈱タイガー商会 TEL.044-976-1487�
神奈川県川崎市多摩区東生田4－6－3��
㈱大橋商店 TEL.045-761-6551�
神奈川県横浜市磯子区岡村5－21－15��
㈱オートパーツ神奈川 TEL.046-220-1441�
神奈川県厚木市船子247－1�
㈱ユーアンドアイ TEL.045-921-4479�
神奈川県横浜市瀬谷区北町26－9��
㈲トライアル TEL.045-595-3035�
神奈川県横浜市都筑区勝田町1030－1��
㈱杉之間 TEL.0465-46-1082�
神奈川県小田原市小八幡4－10－10��
㈲西山自動車商会 TEL.0463-32-5852�
神奈川県平塚市中原3丁目3番33号�
㈱河村自動車工業 TEL.055-276-5958�
山梨県中巨摩郡竜王町富竹新田1657－2��
㈱マルトシ青木浜松営業所 TEL.053-468-2290�
静岡県浜松市石原町587－1�
㈱ヤタパーツ湘南営業所 TEL.0465-47-7782�
神奈川県小田原市飯泉500－1  255ビル2FC�
　�
　�
㈲ツクダ自動車 TEL.076-276-1593�
石川県松任市相川町1824�
㈲サンシャインネットパーツ TEL.0776-57-1236�
福井県福井市高木中央1丁目3404��
㈱ナカスジオートパーツ TEL.0776-51-3253�
福井県坂井郡春江町中筋高田1－2�

㈱金沢ヨコイ部品 TEL.076-239-4510�
石川県金沢市湊3丁目3の2��
㈱ハセ川自動車 TEL.0765-22-6510�
富山県魚津市岡経田1380�
津田鋼業㈱ TEL.0778-43-1701�
福井県今立郡今立町不老29－7��
㈲リペアパーツ TEL.0767-57-2114�
石川県七尾市白馬町58－13－1��
㈲山一商店 TEL.0766-67-2721�
富山県小矢部市岡260－1�
㈲堀川自動車商会 TEL.0766-74-3022�
富山県氷見市万尾840番地1�
　�
　�
メイカイパーツ（㈲名古屋解体） TEL.052-736-4741�
愛知県名古屋市守山区下志段味落合253－1�
㈱コマゼン TEL.05675-5-0671�
愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字中梅60－2�
㈱テラダパーツ TEL.0566-22-3709�
愛知県刈谷市東刈谷町2丁目6－12�
㈲カーパーツコンドウ TEL.0584-89-7148�
岐阜県大垣市古宮町長畑507－1�
トヨタエコパーツ岐阜㈱ TEL.0574-62-2328�
岐阜県可児市川合字上田2749－48�
㈱吉田商会 TEL.0532-53-3907�
愛知県豊橋市下地町字新道29番地�
㈲佐竹自動車部品 TEL.0565-52-0015�
愛知県豊田市花園町東大切148��
アーク㈱ TEL.052-322-3281�
愛知県名古屋市中区千代田3丁目6番15号�
㈲小諸パーツセンター TEL.0267-23-7588�
長野県小諸市和田639－1�
㈲サイトウパーツ TEL.0533-86-2408�
愛知県豊川市三蔵子町野添59－1��
㈲オートパーツまるも TEL.0593-29-3987�
三重県四日市市水沢町3861番地の1��
㈲川原商会 TEL.0586-62-1757�
愛知県尾西市冨田字砂入1936番地1��
太田部品㈱長野営業所 TEL.0263-71-2305�
長野県南安曇郡豊科町大字南穂高1228－2 斉藤ビル1階2号室�
コマゼン名西 TEL.052-533-5266�
愛知県名古屋市西区栄生2－13－23 NKビル1階�
トヨタエコパーツ岐阜㈱岐阜店 TEL.058-255-4522�
岐阜県岐阜市西荘4丁目1－40�
㈱テラダパーツ イイダ TEL.0265-34-1522�
長野県下伊那郡松川町生田823の5�
豊川パーツセンター TEL.0533-82-2780�
愛知県豊川市平尾町一町神田29－1�
㈱ハセ川自動車長野営業所  TEL.026-242-7123�
長野県須坂市小河原2243－ハ�
コマゼン名南 TEL.052‐822‐2482�
愛知県名古屋市南区桜台1－14－25 第3菊屋ビル2F2C�
�
�
㈱カンザキ TEL.0748-22-1389�
滋賀県八日市市沖野2丁目1番6号��
㈱エコパーツ京都 TEL.075-983-9991�
京都府八幡市下奈良小宮44番地の1��
㈱多田自動車商会 TEL.0794-83-0162�
兵庫県三木市福井2265�
㈱ラ・テール TEL.075-681-3431�
京都府京都市南区上鳥羽南苗代町38－1��
㈱堀尾自動車部品 TEL.0792-98-4650�
兵庫県姫路市西庄甲236－2�
㈱草山パーツ TEL.073-477-0532�
和歌山県和歌山市和佐中112��
㈲紀南パーツ TEL.0739-81-2010�
和歌山県田辺市芳養町275番地��
㈲オートワーク通商 TEL.0791-66-1023�
兵庫県竜野市揖西町土師49－1��
ラップス TEL.0729-37-0268�
大阪府藤井寺市惣社1丁目12－59��
㈱桜井商会 TEL.06-6414-2222�
兵庫県尼崎市西向島町15－4��
㈱金子商会 TEL.0773-82-0130�
京都府舞鶴市字大川182番地��

㈱アップツー TEL.06-6659-0167�
大阪府大阪市西成区南津守2丁目1－14�
㈱多田自動車商会大阪営業所 TEL.06-6453-8701�
大阪府大阪市福島区鷺洲1－7－39－103　�
�
　�
㈱福山セコ TEL.0849-53-3201�
広島県福山市曙町4丁目6番7号��
クレストパーツ（㈱中村解体） TEL.086-446-2041�
岡山県倉敷市水島明神町5－20��
㈲山陰UP販売 TEL.0854-23-2466�
島根県安来市吉佐町2��
㈱桃太郎部品 TEL.086-241-5678�
岡山県岡山市今保577��
㈱オートパーツ幸城 TEL.0836-44-2412�
山口県宇部市妻崎開作776－3�
岡　車輌部品㈱� TEL.0869-66-8511�
岡山県邑久郡長船町長船1224番地の1��
㈲東和 TEL.0858-52-2998�
鳥取県東伯郡東伯町逢束48�
㈱エコオート TEL.082-840-1566�
広島県広島市安佐北区小河原町210－7�
エコテクノ㈱ TEL.0826-72-0333�
広島県山県郡千代田町大字本地737番地��
㈱エビス TEL.082-822-8000�
広島県安芸郡海田町蟹原1丁目11番11号��
ウエイクパーツ TEL.086-243-6059�
岡山県岡山市米倉86番地�
㈱山陰エコ・リサイクル TEL.0852-72-9301�
島根県八束郡美保関町大字森山15番地�
㈱佐伯商会 TEL.087-840-3133�
香川県高松市小村町148－3�
㈲オートパーツ新居浜 TEL.0897-67-1577�
愛媛県新居浜市多喜浜字東浜67－186��
徳島オートパーツ㈲ TEL.088-672-7773�
徳島県板野郡板野町下庄字天満1番地の1�
㈲山陰UP販売広島営業所 TEL.082-240-2466�
広島県広島市中区鶴見町12－25 大田ビル1F
　�
　�
㈱オートリサイクルナカシマ TEL.0973-23-0327�
大分県日田市上城内町1365－3��
㈱パーツライン TEL.0956-33-1532�
長崎県佐世保市大塔町1245番地�
㈱オートパーツ伊地知 TEL.099-267-0468�
鹿児島県鹿児島市上福元町7316�
㈱グッパー福岡 TEL.092-503-5099�
福岡県大野城市乙金3丁目20番10号��
㈲ユーピー宮崎 TEL.0986-52-7054�
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池4165�
㈲鹿児島パーツ TEL.0993-56-1066�
鹿児島県川辺郡川辺町田部田5071－2��
㈲アール・トーヨー TEL.095-884-2781�
長崎県西彼杵郡琴海町西海郷1715－10�
㈲イノクチ TEL.0942-53-7617�
福岡県筑後市大字溝口1334番地�
オートパルス ニホウ� TEL.0978-34-0034�
大分県宇佐市上高700番地��
㈱マグフクオカ TEL.092-642-7320�
福岡県福岡市博多区千代6丁目1－70�
㈱エイ・ティ・エム TEL.093-473-6340�
福岡県北九州市小倉南区長野1丁目5－28�
㈱久保田オートパーツ TEL.0985-62-3939�
宮崎県宮崎市細江字板川4231番�
大成自動車㈲ TEL.092-623-7000�
福岡県粕屋郡粕屋町大字柚須148－1�
㈲パーツランド東部 TEL.096-213-3171�
熊本県熊本市長嶺西2丁目18－67��
WARC西日本オートリサイクル㈱ TEL.093-752-3270�
福岡県北九州市若松区響町1丁目62番��
㈲オートリサイクルナカシマ福岡 TEL.092-926-6298�
福岡県筑紫野市大字山家4073－32�
㈱エイ・ティ・エム 苅田生産工場 TEL.093-435-2082�
福岡県京都郡苅田町鳥越町1－50�
㈱オートパーツ伊地知熊本営業所 TEL.096-364-0238�
熊本県熊本市南熊本4丁目8－14

崎�

時代が求めるリサイクル・パーツを、�
全国ネットのNGPグループが、お届けします。�
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