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NGP日本自動車リサイクル事業協同組
合は去る10月21日、東京都内の品川プリ
ンスホテルにて第1回通常総会を開催し
ました。
昨年、自動車リサイクル業界では初と
なる事業協同組合へと生まれ変わった
NGPは今年の第1回通常総会におきまし
て、更なる飛躍を目指し、新たにマーケ
ットシェア拡大に向けた事業戦略「MS50」
をスタートすることとなりました。
また、総会の冒頭にはNGPグループと
しての最後の平成16年度活動報告が行わ
れ、事業協同組合への完全移行が完了し
たことが報告されました。

一般ユーザーへのPR活動を強化し、
マーケットの拡大を目指す!!
NGPでは
この平成16年
度は事業協同
組合として、
新たなスター
トを切った一
年であり、自
動車リサイク
青木勝幸理事長
ル法完全施行
に向けての対応や独自開発によるリサイ
クル部品の流通在庫システム「新NGP
システム」の「本格稼働」、また全国規
模での組合員拡大と組合組織の強化、基
盤づくりに注力してきました。
続く平成17年度は自動車リサイクル法
など順法精神に則った事業化の推進を行
い、新NGPシステムの安定した運用を
促進して、自動車リサイクル部品の供給
率アップをこれまで以上に図っていくこ
となどが、各担当委員会からこの総会で

発表されました。
通常総会で挨拶に立った青木勝幸理事
長は「今期はNGP協同組合が新たにス
タートいたしましたが、スタッフ、組合
員の皆様のご尽力により、円滑な組織運
営ができました。また、今年１月からは
自動車リサイクル法もスタートし、私ど
もは廃掃法からですと約15年、関連法の
勉強をしてきましたが、なかなかその意
見が反映されていないという状況があり
ます。それは、まだまだ私どもの業界が
未熟で認識されていないということだと
思います。その中でのNGPの組合組織
化は様々なところで、私どもが考える以
上に期待されています。その中で、
MS50 と くるマック という新規事
業をスタートさせ、リサイクル部品の元
となる使用済自動車を確保し、リサイク
ル部品を安定供給する仕組みをエンドユ
ーザーを含めて構築していくことで、業

界に貢献し、責任をもってリードしてい
きたいと考えております。」と抱負を語
りました。
また、通常総会後には今年度からは
NGP協同組合としての新規事業として
自動車リサイクル部品マーケットにおけ
るシェア50％、総売上高500億円を目指
すプロジェクト「MS50（マーケットシ
ェア50％）」キックオフミーティングが
開催されました。
具体的な取り組みとして、リサイクル
部品の生産に必要な使用済自動車確保の
ため新たに一般ユーザーをターゲットと
した廃車見積り・買い取りサービス「く
るマック」の概要発表やNGPのホーム
ページとリンクした新サービスの提案な
どNGP協同組合が今後、展開していく
自動車のリサイクルに関する様々なサー
ビス提供の新しい構想が発表されまし
た。

MS50の達成に向けて各委員会がスローガンと事業計画を発表
定期総会では、NGP協同組合の各委員会から平成17年度のスローガンと事業計画が発表されました。
MS50推進室
スローガン

支部長会
スローガン

リユース部品業界の構築を目指し、
MS50達成の推進強化及び9支部の
広く一般社会から認知される為の
更なる強化
組織作り
① MS50達成のための各部への支
援及び提言 ②リユース部品の今後の
ありかたの調整 ③ 資源リサイクルに
関する組合間の取り組み改革 ④ 各研
修への支援等（長谷川利彦MS50推
進担当理事）

システム委員会
スローガン

システムの早期安定

①システムバージョンアップ ② 新
機能理解度向上サポート（不定期
メール配信）③電子マニフェスト連
携システムの調査開発④各社のネッ
トインフラ整備（Ｋメール・ＩＰ電
話等）、子機電話の提供（津田隆二
システム委員長）

組織委員会
スローガン

MS50達成へ向けて組合員200社

① 有意義な支部長会の開催 ②各支部 ① 新規加入組合員の拡大 ②他団体と
でのMS50に向けての勉強会の実施 の連携強化③各委員会との連携強化
③支部定例会・支部長会・委員会・（新規加入組合員フォロー）④ 空白
理事会の理解と報告の徹底 ④ 各委員 地域の組合員補充（中村昌徳組織委
会との連携強化（山本善範支部担当 員長）
理事）

商品管理委員会
スローガン

ＮＧＰブランドの流通拡大

蘇らそう、NGP魂（スピリット）

第18回経営者研修会、中級営業マンマニュ
アル作成会議、第9回・第10回・第11回中級
フロントマン・生産管理者・営業マン研修会、
教育担当指導委員・初級研修講師会議、第
12回基礎研修会、
第10回初級営業マン研修
会など各研修会を開催（佃正人教育情報委
員長、近藤啓継教育指導委員長）

総務委員会
スローガン

更なるアクティブサポートの推進

①商品定義・マニュアルの整備 ②Ｎ ①ＮＧＰ20周年記念式典・総会の準備・運営
ＧＰ商品定義・マニュアルの他団体
への提供（リサイクルパーツの標準
化に向けて）③システム賛助会員調
査④棚卸の案内⑤システムバージョ
ンアップへの協力（中村俊康商品管
理委員長）

教育情報委員会・教育指導委員会
スローガン

②ＮＧＰ協同組合ホームページの更新・管理
③情報伝達強化の為のグループウェアの開発
④各種イベントへの出展により、ユーザーへの
認知度向上を図る⑤ＮＧＰ協同組合パンフレッ
トの作成⑥ＮＧＰニュースの作成⑦理事・各委
員会への広報協力・支援 ⑧各メディアを用い
た広報活動など
（杉之間大和総務委員長）

渉外委員会
スローガン

ｃ
ｌ
ｅｍａｃイノベーション！

①ＭＳ50達成支援 ②「くるマック」
ブランドの
確立◆組合員への車両入庫の拡大支援◆ホ
ームページの充実、広告宣伝によるユーザー
へのアピール◆くるマック戦略に伴う販促ツー
ルの提供 ③対外組織活動の充実◆ＥＬＶ機
構と販売団体協議会との連携強化◆行政へ
の提言及び意見交換 ④20周年記念式典の
企画立案（永田則男渉外委員長）

多くのご来賓をお迎えして定期総会懇親会を開催
ＮＧＰ協同組合の第1回通常総会後に開催された定期総会
懇親会には、行政関係をはじめ、関連業界などから多くのご
来賓の方々をお迎えして盛大な宴が催されました。
懇親会の冒頭にご挨拶をいただいた経済産業省製造産業局
自動車課の宮本昭彦企画官からは、ＮＧＰの協同組合化によ
って自動車リサイクル業界の取りまとめ役としての活躍を今
後も期待するとともに新しくスタートした自動車リサイクル
法を円滑に進めていくために行政との橋渡し役としてもご協
力をお願いしたいとの激励の言葉をいただきました。
また、多くのご来賓の方からもご祝辞をいただき、ＮＧＰ
の自動車リサイクル業界におけるリーダーシップへの期待を
改めて感じるものとなりました。

懇親会では今期、新しく組合員になった13社の代表も登壇してご挨拶

挨拶いただいたご来賓の方々

経済産業省 製造産業局自動車課
宮本昭彦 企画官

あいおい損害保険株式会社
依藤 司 上席常務役員

日本自動車車体整備協同組合連合会
丸山憲一 会長

有限責任中間法人日本ELVリサイクル機構
酒井清行 代表理事

MS50キックオフミーティングを開催!!

概要を説明する長谷川利彦MS50推進担当理事

NGP協同組合は通常総会終了後、引き
続き MS50 キックオフミーティングを
開催しました。 MS50 とは「マーケット
シェア50％」を意味し、現在の自動車リ
サイクル部品市場においてNGPグループ
全体でマーケットシェア50％を確保し、
500億円を達成を目指すための新規事業
戦略の総称になります。
NGP協同組合では、自動車リサイクル
法施行以後、使用済自動車の減少、部品
取り車の仕入れ価格の高騰、中古扱い・
輸出扱いの車の増加が顕在化してきてい
る背景とリサイクル部品の啓蒙不足、閉

MS50戦略はインターネットなどITも活用してアピールしていく

鎖的業界体質、他業種とのコラボレーシ
ョンの低迷などから自動車リサイクル部
品市場の伸び悩みを危惧し、全組合員へ
のアンケートを実施して、 勝ち残り策
の構築に向けたアクションとして MS50
戦略を打ち出しました。
まずNGP協同組合内に MS50推進室
（長谷川利彦MS50推進担当理事）を立ち
上げ、2ヵ年主要計画として、2007年8月
までにリサイクル部品市場におけるマー
ケットシェア50％、今期中に売上高400億
円、来期には売上高500億円、リサイクル
部品の生産金額を現在の月8億円から10億
円まで引き揚げていくという数値目標を
設定しました。
そのためには現在のリサイクル部品市
場における「NGPブランド」の確立とリ
サイクル部品供給力および品質面におい
て業界ナンバーワンの評価を獲得するこ
とで目標達成を目指し、各組合員個社が
全力でMS50達成イメージの明確化ができ
るように推進室をはじめNGP協同組合の
各委員会がサポートしていきます。

（NGP組合員）を紹介して、三者間通話に
よるサービスシステムを構築しました。
今後は、 くるマック を通して、エン
ドユーザーに自動車リサイクル部品の啓
蒙促進にも繋げ、現在、NGPのリサイク
ル部品を使って修理をしてくれる「リサ
イクル部品活用推進工場」の紹介サービ
スなどの展開も行っていきます。

くるマック の具体的展開を解説する大橋岳彦渉外担当理事

くるマックによるイメージ戦略で
エンドユーザーにも働きかけ
また MS50 では、これまで自動車リ
サイクル業界とは直接の関わりを持つこ
とがなかったエンドユーザーにもマーケ
ット拡大の施策として、直接働きかけを
行っていきます。
それが11月1日よりスタートした「くる
マック」です。まずは「廃車の見積りサービ
ス」と「廃車の引き取りサービス」を展開
し、NGP本部にコールセンターを設置し、
エンドユーザーから見積りや引取りの依
頼があった場合は、近隣の「くるマック店」

くるマック のキャラクター、くまの「マック」が
デザインされたのぼり旗

定例記者会見を開催!!青木理事長が新規事業 MS50 発足について語る
NGP協同組合の首脳陣は総会後、恒例と
なっている記者会見を開催いたしました。
会見では、各紙記者から総会で発表さ
れたNGPの新規事業戦略 MS50 スター
トまでの経緯と今後の方向性などについ
ての質問が多く寄せられました。
青木勝幸理事長は記者会見で、
「今回の
総会では、自動車リサイクル法元年とい
うこともあり、我々、ＮＧＰ組合員も 適
正処理 という法令遵守を徹底してきま
した。しかしながら、我々の扱う使用済
自動車の流れは、法施行以後大きく変化
し、我々メンバーもオークションを介し
て部品取り車両を仕入れるというように
なっています。
自動車リサイクル法の根幹でもある
自動車の循環型社会への対応 を考えた
上で、今のこの様な状態が 果たして本当
によいのだろうか？ という疑問から、も
っと自動車リサイクル業界の現状を一般
ユーザーにも知ってもらうために今回の

ＭＳ50 や くるマック の事業
構想を約1年かけて計画し、
今日の総会で発表し、この
11月1日からスタートするこ
ととなりました。」とMS50
戦略のスタートまでの経緯
を説明しました。
記者からの質問に答える青木勝幸理事長とNGP首脳陣
また、青木理事長は記者
況をきちんとした情報として行政の方に
から 現在、自動車のリサイクル市場に
報告し、その中で、我々と行政が一体と
流れる廃車の数が大きく減少しているこ
なって話し合っていく必要があるのでは
と 、また オークションへの車の流れを
ないか？と考えています。それには我々
変えるための施策 などについての質問
の業界が行政や関連業界、更には一般の
について語り、
「今の使用済自動車の流れ
ユーザーの方々にも信頼されるような業
を変えるというのは非常に大変なエネル
界となっていくことが重要だと考えます。
ギーが必要であり、今の我々の力だけで
それが進めば、我々の携わる自動車リサ
は無理だと思います。ですから、自動車
イクルの仕事が、今まで以上にやりやす
解体事業の全国団体であり中間法人を取得
い環境ができてくるのではないかと思い
した日本ＥＬＶリサイクル機構や我々が参
ます。
」と今の業界環境に大きな危機感を
加している日本自動車リサイクル部品販
募らせている一方で、今後のNGP協同組
売団体協議会などとも連携を密にして、今
合の方向性を示しました。
の自動車リサイクル業界、特に現場の状
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㈱青南商事弘前支店アルトレック青森 TEL 0172-69-1199
青森県青森市浪岡大字高屋敷字社元１４−１
㈱青南商事酒田支店アルトレック酒田 TEL 0234-35-0120
山形県酒田市大字宮海字南浜１−１０１

北関東支部
㈲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
新潟県新潟市樋ノ入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
群馬県伊勢崎市境伊与久３０９７番地１

㈲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 TEL 028-662-2287
栃木県宇都宮市海道町179
㈱ユーパーツ
TEL 048-524-0610
埼玉県熊谷市佐谷田１２８５−２
カースチール㈱
TEL 027-251-6365
群馬県前橋市総社町総社2913番地
㈱３R
TEL 0480-26-3559
埼玉県久喜市河原井町17
中村オートパーツ㈱ TEL 049-227-4435
埼玉県川越市山田東町１６６０−１
㈱ＣＲＳ埼玉
TEL 049-228-5111
埼玉県川越市芳野台２−８−３６
メタルリサイクル㈱パーツセンター TEL 0492-99-2733
埼玉県比企郡川島町戸守４４０番地
リ・パーツ㈱坂井自動車 TEL 0250-61-0501
新潟県新潟市新保３５１３番地
エコリサイクル共伸生産工場 TEL 025-255-3055
新潟県新潟市島見町３２６８−１０
ユーパーツ大宮店 TEL 048-652-0505
埼玉県さいたま市北区宮原町３-１６７桜井ビル１階
ユーパーツ熊谷店 TEL 048-528-7641
埼玉県熊谷市佐谷田１２０２−１ ２Ｆ
ユーパーツ宇都宮店 TEL 028-649-5967
栃木県宇都宮市峰２丁目４番５号 サンステイト１階
ユーパーツ前橋店 TEL 0272-55-5651
群馬県前橋市大友町３−９−２ 第２伸栄ビル３Ｆ
ユーパーツ水戸店 TEL 029-226-4261
茨城県水戸市東原２−１−３５ 小林ビル２階
カースチール㈱東毛営業所 TEL 0276-56-6411
群馬県太田市新田木崎町１７８０
中村オートパーツ㈱大宮支店 TEL 048-680-1517
埼玉県さいたま市見沼区大和田町１−８１０

南関東支部
㈱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
静岡県藤枝市横内４５８
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
㈲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
㈱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
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
㈱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
㈲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
㈱河村自動車工業 TEL 055-276-5958
山梨県甲斐市富竹新田１６５７−２
㈲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
㈲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
㈱ユピック
TEL 03-3736-0431
東京都大田区西蒲田６-３６-１１ 西蒲田ＮＳビル８Ｆ
㈱コーエイ
TEL 053-462-1128
静岡県浜松市和田町８６８−１
東日本資源リサイクル㈱ TEL 0439-80-1440
千葉県富津市新富２１−１
ユーパーツ八王子店 TEL 0426-37-5580
東京都八王子市長沼町２０６-３ブルーパールビル１Ｆ
ユーパーツ千葉店 TEL 043-223-6423
千葉県千葉市中央区院内２-１２-１ 金子ビル１Ｆ
ユーパーツ足立店 TEL 03-5845-1371
東京都足立区梅田７−２４−１２ 有賀サンハイツ２F
ユーパーツ練馬店 TEL 03-3904-1890
東京都練馬区石神井町２-１３-１７ 龍英ビル２Ｆ
メタルリサイクル ㈱ TEL 04-7190-0980
千葉パーツセンター 千葉県柏市風早１−９−４
㈱ヤタパーツ湘南営業所 TEL 0465-47-7782
神奈川県小田原市飯泉５００−１２５５ビル２ＦＣ
㈱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
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〒108-0074 東京都港区高輪3丁目25番33号
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北陸支部
㈲ツクダ自動車
TEL 076-276-1593
石川県白山市相川町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
福井県越前市不老町第２９号７番地
㈱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
㈲メタルオート北陸 TEL 0761-21-0168
石川県小松市白江町 ロ６２番地

東海支部
㈲名古屋解体メイカイパーツ TEL 052-736-4741
愛知県名古屋市守山区下志段味落合３７６番地
㈱コマゼン
TEL 05675-5-0672
愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字中梅６０−２
㈲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
㈱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
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 0568-26-6363
愛知県西春日井郡西春町大字中之郷字天神１３３
㈲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
愛知県一宮市冨田字砂入１９３６番地１
㈱アートパーツ長野 TEL 0263-40-2100
長野県松本市島立１１３２−２１
㈲ジーパーツ
TEL 0569-74-1007
愛知県知多郡武豊町大字冨貴字北側４５−７
㈲ワープ
TEL 0564-27-7022
愛知県岡崎市滝町字長坂９２番地の５
㈱ウィン
TEL 0564-31-2800
愛知県岡崎市矢作町字出口４１番地
㈲富士クラッチ工業所 TEL 0593-64-5252
三重県四日市市八田３丁目７番９号
ユーパーツ名古屋店 TEL 052-243-9800
愛知県名古屋市中区千代田５-１１-１１クマザキビル東館６Ｆ
太田部品㈱長野営業所 TEL 0263-71-2305
長野県安曇野市豊科南穂高１２２８-２斉藤ビル１階２号室
㈱ハセ川自動車長野営業所 TEL 0269-24-7123
長野県中野市立ヶ花４１３番地
㈲山一商店高山営業所 TEL 0577-35-5963
岐阜県高山市松本町２１−５
㈱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
㈱テラダパーツ小垣江営業所 TEL 0566-26-5537
愛知県刈谷市小垣江町御茶屋下５５−２
㈱テラダパーツ半田営業所 TEL 0569-25-0045
愛知県半田市東億田町１１８番２
トヨタエコパーツ岐阜㈱ TEL 058-255-4522
岐阜店
岐阜県岐阜市西荘４丁目１−４０
トヨカワパーツセンター TEL 0533-82-2780
愛知県豊川市平尾町一町神田２９−１

関西支部
㈱カンザキ
TEL 0748-22-1389
滋賀県東近江市沖野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５−１
㈱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 0792-74-3322
兵庫県姫路市網干区浜田１５９８
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
吉村エコパーツ
TEL 0729-58-3815
大阪府羽曳野市大黒１５９−１
㈱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

中四国支部
㈱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
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
㈱佐伯商会
TEL 087-840-3133
香川県高松市小村町１４８−３
㈱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
㈲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
岡崎車輌部品㈱
TEL 0869-66-8511
岡山県瀬戸内市長船町長船１２２４−１
㈲東和
TEL 0858-52-2998
鳥取県東伯郡琴浦町逢束４８
㈱ナカメタル
TEL 082-840-1566
広島県広島市安佐北区小河原町２０４−７
エコテクノ㈱
TEL 0826-72-0333
広島県山県郡北広島町大字本地７３７番地
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
㈱エビス
TEL 082-884-1111
広島県安芸郡坂町平成ヶ浜４丁目２−７８
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
島根県松江市美保関町森山１５番地
三浦商事
TEL 088-833-2072
高知県高知市南ノ丸町４４−１
㈲國寅商店
TEL 0880-35-6181
高知県四万十市古津賀３０４５番地
㈱予洲商事
TEL 0898-32-0384
愛媛県今治市阿方甲５０１
㈲西川商会
TEL 0857-28-9011
鳥取県鳥取市湖山町東３丁目１３番地
㈲青木興業
TEL 08853-2-1875
徳島県小松島市小松島町字新港４６番地３
㈲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

九州支部
㈱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 092-477-8104
福岡県福岡市博多区博多駅南４−１３−１５
㈱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
㈲タバタ商会
TEL 0994-43-2068
鹿児島県鹿屋市旭原町２５６８番地
㈱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メゾンドレクサスウエノビル２Ｆ
㈱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

