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MS50計画を推進し、NGP商品・サービスが
顧客から選ばれ続けることが出来る�
戦略集団を目指します!!

平成18年　理事長年頭所感�

明けましておめでとうございます。
皆様方におかれましては、穏やかな新

年をご家族とともにお迎えになられたこ
ととお慶び申し上げます。2006年の年頭
にあたり、謹んで新春のご挨拶を申しあ
げます。
昨年は、好調な企業業績などを背景に

株価が5年ぶりに16,300円台超に達し、
日経平均株価も4割アップするなど、本
格的な景気回復への期待感が高まってい
るように言われております。しかしなが
ら、実感として、我々中小企業は未だ厳
しい環境にあると言わざるをえない状況
です。そして、本年は、デフレからの脱
却が期待されておりますが、世界的な原
油価格の高騰など景気へのマイナス作用
も懸念材料として存在しております。
自動車業界では、新車販売台数の内、軽

自動車が過去最高の販売台数を記録しま
したが、登録車は400万台を割り込むな
ど前年同様の厳しい市況でありました。
さて、自動車リサイクル部品業界にお

きましては、1月に自動車リサイクル法
が施行されました。NGP組合員は法施
行に向け、全社がもれなく業許可を取得
し万全な体制準備をしてまいりました
が、法律の施行後は、使用済み自動車の
流通経路の大変動など、さまざまな問題
が惹起し我々の事業活動もその対応に奔
走を余儀なくされました。
私どもは、任意団体から事業協同組合

へと組織を移行し新たな出発をしました
が、昨年10月には第1回総会を無事終え
ることができました。これは組合員の協
力はもとより、経済産業省ならびに全国

中央会をはじめとする関係各位のご指
導、ご支援の賜物と深く感謝申し上げる
ところでございます。
7月には、念願の「NewNGPパーツシ

ステム」が物流プロジェクトの英知と渾
身の努力により立派に完成し、その多様
で高度な機能は組合員各社の営業力・生
産性を高めるための大いなる武器とな
り、マネジメント力強化につながるもの
と確信いたしております。
そして私たちNGP協同組合は、今年、

グループ時代を通じて設立20周年を迎え
ることになりますが、この節目に、NGP

三大信条の「お客様第一！」「より良い
商品を！より正確に！より早く！」「補
修部品業界のリーダーたること！」を高
次元で具現化させるための中期計画
「MS50計画」を総会特別ミーティング
においてキックオフ致しました。その内
容は、業界シェア50％を目標に、激変す
る環境変化を乗り越え、NGP商品・サ
ービスが顧客から選ばれ続けることが出
来る戦略集団への脱皮を基本コンセプト
に置いております。また、MS50の具体
的取組み第1弾として、一般ユーザー向
けのクルマ買取サービス『くるマック』
事業を同時にスタートさせました。
これは、NGPによる新たなリサイク

ルマーケットの創造を図り、エンドユー
ザーへのリサイクル関連総合サービスの
提供を目指すものであります。
以上のように、MS50戦略は、あらゆ

る角度から課題を抽出し取り組みます
が、本部理事会と支部会及び会員個社の
緊密な連携と旺盛な取組が不可欠であり
ます。
今後も、行政、自動車メーカー、自動

車整備関連業界、損害保険業界、リース
会社等との更なる協力関係の構築に努力
し、自動車の循環型社会で認知される
NGP協同組合でありたいとの想いを強
めているところであります。
組合員の皆様には、一層のご理解とご

協力をお願いいたすとともに、関係ご当
局をはじめ関係各位のご指導ご鞭撻を切
にお願いいたしたく存じます。皆様のご
健勝とご多幸をお祈りし、新年の挨拶と
いたします。

NGP日本自動車リサイクル事業協同組合
理事長　青木勝幸



経済産業省、環境省の両省は昨年12月、

自動車リサイクル法に基づく解体業者の

法令違反状況を公表しました。

これは2005年1月の自動車リサイクル法

の本格施行に合わせて稼働した電子マニ

フェスト（管理帳票）の移動報告が施行

後6ヶ月で1回もない解体業者、643事業所

の立ち入り検査を行い違法業者の摘発を

行ったものです。

今回の立ち入り検査ではリサイクル料

の未預託車を移動報告なしに解体した事

業所22件と自リ法で回収が義務付けられ

ているエアバッグ類の回収をしていなか

った法令違反業者2件が見つかりました。

前記の自動車リサイクル法の義務違反

が認められた22事業場の解体業者に対し

ては、都道府県等によりその改善に向け

た指導がなされ、このうち2業者に対し

ては、引き取った使用済自動車を移動報

告せずに解体後に輸出していたなどの事

由で、同法第90条に基づく移動報告義務

違反の勧告が行われました。

また、エアバッグ類の回収を行ってい

なかった2業者に対しても、同法第19条

に基づく指導がなされました。

行政では、今後も都道府県等に対し、

違反業者に対しては、勧告等の法的措置

の対象業者はもちろんのこと、そこまで

至っていない解体業者についても、不適

正行為が繰り返し行われないよう、引き

続き監視を強化し、違法行為がなされた

場合には、自動車リサイクル法に基づく

指導、勧告又は命令による厳格な対応を

とるように求めています。

引取業者の皆様も引渡し時にはNGP協

同組合メンバーのように自動車リサイク

ル法の解体業許可を受けていることはも

ちろんのこと、使用済自動車の適正処理

を行っている事業者に引渡しをするよう

にしましょう。

預託状況（12月末リサイクル促進センター  データ到着分）�

預託種別�
 預託台数   預託金額（億円）  

 10月～12月 4月～12月 1月～12月 10月～12月 4月～12月 1月～12月�

新車登録時�

車検時�

引取時�

合計�

 1,388,609 4,216,377 5,831,206 152 462 637�

 7,522,314 23,138,870 31,000,078 701 2,144 2,879�

 631,109 1,898,529 2,348,711 49 149 185�

 9,542,032 29,253,776 39,179,995 902 2,755 3,701

*1:（ ）内は同一工程内の移動報告件数（内数）�

*2:非認定全部利用含む�

�

ASR�
処理台数*2

 496,247 1,556,697 1,722,681�

 115,741 325,001 361,696�

 722,511 2,204,830 2,468,696

工程別引取・引渡報告（電子マニフェスト）実施状況（12月末リサイクル促進センター  データ到着分）�

工程種別�
 引取報告件数 引渡報告件数�

 10月～12月 4月～12月 1月～12月 10月～12月 4月～12月 1月～12月�

引取工程�

解体工程*1�

破砕工程*1

 753,844 2,190,878 2,661,935 753,644 2,206,240 2,655,550�

 583,009 1,779,384 2,162,727 579,355 1,784,452 2,144,654�

 780,201 2,299,723 2,725,363 765,412 2,276,195 2,651,174�
 （28,537） （82,462） （96,518） （28,737） （82,644） （97,307）�

 1,179,037 3,528,147 4,070,872 1,163,613 3,540,322 3,995,228�
 （451,256） （1,356,330） （1,544,282） （449,657） （1,356,433） （1,548,909）�

�

フロン類�
回収工程�

フロン�
引取台数�
エアバッグ�
引取台数�

自リ法初年度の使用済自動車の引取台数は266万台に止まる�

全国で自動車リサイクル法違反業者を公表！！�

2005年1月にスタートした自動車リサ

イクルシステムの2005年度第3四半期

（10月～12月）運用状況と初年の年間実

績が自動車リサイクル促進センターから

発表されました。

まず、リサイクル料金の預託状況は今

期における預託台数が約954万台（内、

新車登録時約139万台、車検時約752万台、

引取時約63万台）、年度累計では約2,925

万台のリサイクル料金が預託され今期の

預託金額は902億円、年度累計は2,755億

円となりました。

また、中古輸出に関するリサイクル料

金返還制度運用状況につきましては、

2005年7月１日以降に輸出された中古自

動車を対象に、リサイクル料金が返還さ

れる制度が実施されましたが、今期合計

3,846台分の4億7百万円が返還となり、

制度開始後累計で合計5,615台分、合計6

億2百万円が返還されました。

以上の様に自動車リサイクルシステム

におけるリサイクル料金の預託、運用等

については概ね順調にシステムが稼働し

ているといえますが、一方、使用済自動

車の引取状況に目を移すと、引取業者に

よる使用済自動車の引取報告台数は、今

期も75万台に止まり、年度累計でも219

万台、年累計では266万台と、当初予想

されていた約400万台に比べると約67％

の数字にしか満たないものとなりまし

た。

今後、この自動車リサイクルシステム

を継続的に運用していくためには、使用

済自動車の引取工程のチェックも必要と

なるかもしれません。



N G P 通 信 欄 �
 支　部 会 社 名 変更内容 変 更 後 変 更 日�
 北海道 Ｒパーツルモイ 住所表示�

 中四国 三浦商事 �

 九　州 ㈲アール・トーヨー 住 所�

１８年１月７日�

１８年１月１日�

１８年１月４日�長崎県長崎市西海町１７１５－１０�
（市町村合併により「西彼杵郡琴海町琴海郷」→「長崎市西海町」）�

＜組合員情報変更＞�

会社組織�
社名�

NGP組合員(有)鹿児島パーツ 代表取締役 西哲郎様の御外父様、丸
山重昭様が昨年12月8日（木）にご逝去され（享年72歳）、ルミエール
城山（鹿児島市城山町）にて12月10日に告別式が行われました。お悔
やみを申し上げますとともに、謹んで、ご冥福をお祈りいたします。�

訃
報�

訃
報�

訃
報�

NGP日本自動車リサイクル事業協同組合 理事長 青木勝幸様のご母
堂 青木スギエ様が1月12日（木）にご逝去され（享年80歳）、平安会館
ふじえだ（静岡県藤枝市）にて1月1５日に告別式が行われました。お悔
やみを申し上げますとともに、謹んで、ご冥福をお祈りいたします。�

株式会社NGP取締役　玉木基裕様のご尊父様　玉木正雄
様が昨年12月17日（土）にご逝去され（享年83歳）、岐阜市
斎苑にて1月7日に告別式が行われました。お悔やみを申し上
げますとともに、謹んで、ご冥福をお祈りいたします。�

北海道留萌市栄町３丁目２－８�
（栄町内による地番変更「栄町３丁目４２番地」→「栄町３丁目２－８」）�

㈲みうら�

第9回中級研修会を開催!!第9回中級研修会を開催!!
2005年12月12日～12月16日あいおい損害保険（株）　東富士センター�

自動車リサイクル業界の�
若きリーダー候補生を育成�

　なぜ、私は中級研修に参加しているのか、それは社長が会社が私を選び今以上に
成長して欲しい。リーダーシップを発揮し、部門を引っ張って欲しいと期待されているか
らです。そして、私自身、その気持ちに応えたり、私自身もっともっと成長したいと考えて
いるからです。　この研修の費用は全て会社が持ってくれています。そして毎月の給
料も出ます。そして出張費も出ます。しかし、私の部門から一人抜けます。私が抜けれ
ば部門の売上は落ちる可能性があります。そのことを分かりながらも社長、会社は私に
勉強する機会を与えてくれました。言い換えるなら、私はチャンスを掴んだのです。この
チャンスを生かすも殺すも私次第です。私が本気になって取組まなければ何も得るもの
はありません。得るものが無ければ、ただ研修に参加してただけになります。結果は、誰
にでも分かります。私が会社に帰った時の行動一つで、「おっ変わったな」「なんだ、何
にも変わって無いではないか」と感じとられます。�
　私が不在の間、会社で頑張ってるカースチールの仲間を失望させたくはありませんし、
失望させるわけにはいきません。私は、この研修を思い出にはせず、参加できて良かっ
た、私自身を変える研修にしていきます。�
　　　　　　　　　　　北関東支部　カースチール㈱　茂木裕孝�

　今回の研修で、特に最終日に受けた講義は今まで受けてきた研修の中でも一番印
象に残るものでした。私は今まで会社の理念というものが、どういう位置にあるのか、ほ
とんど考えることもなく仕事していました。今回の講義で「理念」というものが目標設定、
フィードバック、支援、奨励の４つからなっていて、“理念を達成するにはどれ一つとして
欠かす事の出来ない要素であることを学びました。フィードバックという要素で”3分間
フィードバック“というものを実際にロールプレイングでやってみましたが、、3分間という短
時間の中にとてつもない喜びがあることを発見できました。�
　普段からこういう事を考え、行動に移していけば必然的に「目標は達成出来るので
はないか」と感じました。また、社員一人ひとりが同じ気持ちになっていないと目標達成
はできないとも感じました。�
　その気持ちを一つにするのが自分の役目で、達成した時の喜びをあたえるのも自分
の役目なのです。「おつかれさま」とか「ごくろうさん」という言葉だけでなく考えを持っ
て達成したのだから、「あの意見で成功して良かったな」とか「先月の数字を自信にし
て今月も意見を出し合ってがんばろう」という意味ある言葉をこれからは掛け合って日々
の仕事をしていこうと思いました。�
　　　北関東支部　メタルリサイクル㈱パーツセンター　伊藤　豊�

 　昨日から2日続けて実技講義を受けさせて頂いて、第一に感じたこと事は、常日
頃、受注を頂いているお客様が、いかに毎日大変な仕事をされているのかという事
です。何気に会社で電話を受けていた自分と比べ、寒い時、暑い時と会話の中で
の話はさせて頂きますが実際に寒い中、手も冷たくて十分勝手がきかない中での
お仕事をされながら注文を下さる事に有難く思いました。それと共に我社でも生産
部門が有り、毎日生産の人達と会話して現場にも足を運ぶことがありますが、それ
でもやはり通常は冬は暖かく、夏は涼しく仕事をさせて頂ける自分達とは違い一日
中大変な部品と戦っているのだなと頭が下がります。今回の実技講義はほとんど
汚れる事もケガの心配もなくの講義でしたが、小さな部品、一つ一つの名前だけで
オンライン画面を追うのではなく、しっかりと部品名とその部品及び状態を理解する
ことに務めて全国で頑張っている生産の仲間の人達の部品を売っていきたいと思
います。そしてそれが、受注を頂いたお客様に対して恩返し出来ることだと思いま
す。�
　ひいては、今回の研修に来させて頂いた会社に対しても売り上げの向上という
事で応えていく事だと思います。�
　　　　　　　　　　　 中四国支部　岡崎車輌部品㈱　萩原勤子�

　私は正直、研修に来る前は、どうやって部下を上手く使えるのかどうやったら上
手く部下を育てていけるのかとかなり悩んでいました。�
　しかし、研修で勉強したリーダーの５要素では、理念、目標設定、フィードバック、支
援、奨励と道筋を立て、５つのことを学びました。私はこの５つを勉強し、フィードバッ
ク、支援、奨励がぜんぜんできていない事に気が付きました。今後、仕事をしていく
上で、どんどん学んだ事を活用し、部下に対して接していきたいと思います。技術の
ことでは、今まで、本当に知識が無かったので、お客様のところに行っても、そのよう
な話になると私はあまり詳しくないのでと言っていましたが、今後は、そういう場があ
れば、習った事を活かし、お客様との会話を膨らませていきたいですし、営業として、
お客様との会話はとても大切だと思います。�
　これからは全国で営業をしている仲間にも研修を通じて知り合う事が出来ました。
今回の研修で知り合った４人とは今後も連絡を取り合い、悩みなど、どんどん交流し
ていきたいです。そして、この営業2期生で仕入れマニュアルを作りたいと思います。�
　5日間という短い期間の中で本当に多くのことを学びました。ここで学んだ事を、
今後の自分の仕事に活かし、本当のリーダーになれる様に頑張ります。�
　　　　　　　　　　東海支部　㈱テラダパーツ　水野浩二�

　中級研修が終わり、今回の研修では本当に多くの事を学び得ました。�
マネージメント、部下指導、メカ研修などの知識的な事、そして全国のNGPメンバーとの
出会いによる、自分の立場そして自覚です。特に今回のメカ研修は、フロント販売のみ
の私には全てが新鮮で楽しく、一つの大きなきっかけになりました。�
　私は今まで機能パーツでクレームが発生すると自分で原因を探さず、すぐに報告書
を流し、返品値引きの交渉しか考えていませんでした。お客様に対して何もせず、考え
ず、アドバイスできない最悪のフロントマンでした。�
　今回の研修で様 な々メンバーの方と出会い話をしました。役立つ事、勉強になる事、
心の支えになる事、たくさん教えて頂きました。皆、私の仲間であり、私のお客様です。
「お客様第一」この言葉が頭の中から離れません。そして一生離しません。明日より私
は仕事に戻ります。この研修で学んだ事を全て使い切っていきます。�
　最後に、この多忙な年末に私を派遣してくださった中嶋社長を始め、上司、同僚、部
下、の会社の皆様。研修中様 な々事を教えて下さった講師や先生、各社役員の皆様、
全国に別れ、明日より現場の前線に出て行く48名の仲間たちにお礼を申し上げます。
「ありがとうございました。」�
　　　　　　　　　　　北関東支部　カースチール㈱　武者育生�

中級研修会に参加した受講生の声�

NGP教育情報委員会は去る2005年12月12日
から16日までの5日間の日程で第9回中級研修
会を開催しました。
今回の中級研修会には全国のNGP組合員各
社から将来、NGP協同組合の土台を背負って
立つリーダー候補生49名が参加し、研鑽に励
みました。
人間力を育成する中級研修会
今回で9回目を迎えた中級研修会は組合員各
社の業務の柱となる生産、フロント、営業部
門のリーダーとなり得る人材の育成を目的と
した研修会で他の研修と比べて、内容も試験
の合格基準も非常にレベルの高いものです。
特に「人材育成力」「問題解決力」「マネジ
メント力」といったリーダーに必要な要素を
養う研修を実技などを交えた実践形式の講義
で行われました。
リーダーシップマネジメントの講習では、

研修生、講師、NGP研修スタッフ一同で記念撮影

企業が成果を上げるには理念、目標設定、フ
ィードバック、支援、奨励の５つが重要であ
ることを学習しました。
また、技術研修では研修生自らが車の部品
を分解・組み立てな
どしながら、その部
品の特性、故障原因
などを学びました。
普段、フロントと営
業をしている受講生
からすると実際に自
動車部品を分解する
などの機会が少ない
ため、非常に貴重な
経験をし、今後の業
務に大変役に立つと
感想を述べていまし
た。

NGP教育情報委員会では、今後さらにNGP
の商品またサービスの向上を目指すためには、
まず人材の育成、強化が一番重要と考えてお
り、そのためにもNGPの理念を理解し、常に
会社の中でリーダーシップを発揮して指導で
きる中級資格者の養成に力を注いでいきます。

実技講習では研修生自らが部
品を分解し、その特性を学ぶ

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
講
習
で
は
、
グ
ル
ー

プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
と
発

表
を
テ
ー
マ
別
に
行
っ
た
。



東海支部�

関西支部�

九州支部�

南関東支部�

北関東支部�

北海道支部�

東北支部�

北陸支部�

中四国支部�

TEL 0166-47-2771�

TEL 0165-34-2457�

TEL 0138-48-2000�

TEL 011-380-2633�

TEL 0144-55-3374�

TEL 011-377-5577�

TEL 0125-34-4100�

TEL 0155-62-6833�

TEL 0154-38-4471�

TEL 0166-48-0000�

TEL 0133-60-4828�

TEL 0155-38-8011�

TEL 0154-57-3718�

TEL 0157-66-5775�

TEL 0164-43-5330�

�

TEL 0178-62-5471�

TEL 0229-23-3071�

TEL 022-386-2461�

TEL 0175-22-1021�

TEL 024-946-1180�

TEL 0234-22-0307�

TEL 0184-22-5740�

TEL 0238-84-7601�

TEL 0248-27-1736�

TEL 024-944-1280�

TEL 0193-81-1155�

TEL 0242-55-1055�

TEL 0240-35-0100�

TEL 024-555-5131�

TEL 0178-73-1117�

TEL 0220-21-5153�

TEL 019-698-3399�

TEL 0246-47-1521�

TEL 0186-29-3745�

TEL 023-626-1288�

TEL 023-655-5558�

TEL 0244-24-2025�

TEL 0172-69-1199�

TEL 0234-35-0120�

�

TEL 0254-62-2178�

TEL 0283-23-3256�

TEL 025-386-1555�

TEL 025-377-2410�

TEL 0299-48-1398�

TEL 0296-32-1893�

TEL 0270-76-3683�

TEL 0287-72-0450�

TEL 028-662-2287�

TEL 048-524-0610�

TEL 027-251-6365�

TEL 0480-26-3559�

TEL 049-227-4435�

TEL 049-228-5111�

TEL 0492-99-2733�

TEL 0250-61-0501�

TEL 025-255-3055�

TEL 048-652-0505�

TEL 048-528-7641�

TEL 028-649-5967�

TEL 0272-55-5651�

TEL 029-226-4261�

TEL 0276-56-6411�

TEL 048-680-1517�

�

TEL 0559-21-9678�

TEL 054-644-5656�

TEL 0550-89-5110�

TEL 044-976-1487�

TEL 042-556-2735�

TEL 0479-73-0830�

TEL 043-498-2461�

TEL 043-423-2700�

TEL 045-761-6551�

TEL 046-220-1441�

TEL 03-3300-0685�

TEL 03-3677-3331�

TEL 045-921-4479�

TEL 043-257-9449�

TEL 055-276-5958�

TEL 047-457-5758�

TEL 0436-24-4182�

TEL 045-595-3035�

TEL 0465-46-1082�

TEL 0463-32-5852�

TEL 03-3736-0431�

TEL 053-462-1128�

TEL 0439-80-1440�

TEL 0426-37-5580�

TEL 043-223-6423�

TEL 03-5845-1371�

TEL 03-3904-1890�

TEL 04-7190-0980�

TEL 0465-47-7782�

TEL 053-468-2290�

�

TEL 076-276-1593�

TEL 0776-57-1236�

TEL 0776-51-3253�

TEL 076-239-4510�

TEL 0765-22-6510�

TEL 0778-43-1701�

TEL 0767-57-2114�

TEL 0766-67-2721�

TEL 0766-74-3022�

TEL 0761-21-0168�

�

TEL 052-736-4741�

TEL 05675-5-0672�

TEL 0584-89-7148�

TEL 0566-22-3709�

TEL 0574-62-2328�

TEL 0532-53-3907�

TEL 0565-52-0015�

TEL 0568-26-6363�

TEL 0267-23-7588�

TEL 0533-86-2408�

TEL 0593-29-3987�

TEL 0586-62-1757�

TEL 0263-40-2100�

TEL 0569-74-1007�

TEL 0564-27-7022�

TEL 0564-31-2800�

TEL 0593-64-5252�

TEL 052-243-9800�

TEL 0263-71-2305�

TEL 0269-24-7123�

TEL 0577-35-5963�

TEL 0265-34-1522�

TEL 0566-26-5537�

TEL 0569-25-0045�

TEL 058-255-4522�

TEL 0533-82-2780�

�

TEL 0748-22-1389�

TEL 075-983-9991�

TEL 0794-83-0162�

TEL 075-681-3431�

TEL 0792-98-4650�

TEL 073-477-0532�

TEL 0739-81-2010�

TEL 0792-74-3322�

TEL 0729-37-0268�

TEL 06-6414-2222�

TEL 0773-82-0130�

TEL 06-6659-0167�

TEL 0729-58-3815�

TEL 06-6453-8701�

�

TEL 0849-53-3201�

TEL 086-446-2041�

TEL 0854-23-2466�

TEL 087-840-3133�

TEL 086-241-5678�

TEL 0836-44-2412�

TEL 0897-67-1577�

TEL 0869-66-8511�

TEL 0858-52-2998�

TEL 082-840-1566�

TEL 0826-72-0333�

TEL 088-672-7773�

TEL 082-884-1111�

TEL 086-243-6059�

TEL 0852-72-9301�

TEL 088-833-2072�

TEL 0880-35-6181�

TEL 0898-32-0384�

TEL 0857-28-9011�

TEL 08853-2-1875�

TEL 082-240-2466�

�

TEL 0973-23-0327�

TEL 0956-33-1532�

TEL 099-267-0468�

TEL 092-503-5099�

TEL 0986-52-7054�

TEL 0993-56-1066�

TEL 095-884-2781�

TEL 0942-53-7617�

TEL 0978-34-0034�

TEL 092-477-8104�

TEL 093-473-6340�

TEL 0985-62-3939�

TEL 092-623-7000�

TEL 096-213-3171�

TEL 093-752-3270�

TEL 092-926-6298�

TEL 0994-43-2068�

TEL 096-364-0238�

TEL 093-435-2082

㈱辻商会�

㈲まるふく八田商会�

㈱アシスト・フクダ�

㈲プロス�

ビークル大東開発㈱�

㈲ケーエー車輌�

㈱空知オートパーツ�

㈲オカダオートパーツ�

㈲アルズ�

㈱鈴木商会�

㈱マテックＥＬＶ石狩�

㈱エルバ北海道�

釧路オートリサイクル㈱�

㈲ボールド�

Ｒパーツルモイ�

�

㈲近田商事�

㈱西武オートパーツ�

㈲大友自動車工業�

㈲むつパーツ�

㈱福島リパーツ�

㈱永田プロダクツ�

㈲サン・アール�

㈱マイテック�

㈲安澤商店�

㈲富山商会金屋工場�

㈲三陸パーツセンター�

㈲オートセンターＮＡＯ�

㈱ナプロフクシマ�

㈲カンジ自動車商会�

㈱エコブリッジ�

㈱アイエス総合�

㈱青南商事盛岡支店アルトレック矢巾�

㈱デック�

㈱現代�

㈱永田プロダクツ�

㈱マイテック天童営業所�

㈱ナプロフクシマ原町工場�

㈱青南商事弘前支店アルトレック青森�

㈱青南商事酒田支店アルトレック酒田�

�

㈲佐藤商事�

㈱栃木パーツ�

㈱共伸商会�

㈲黒埼部品�

㈱茨城オートパーツセンター�

㈲田崎商店�

㈱拓殖商会�

㈲しのぶや�

オートパーツ・イワイ�

㈱ユーパーツ�

カースチール㈱�

㈱３R�

中村オートパーツ㈱�

㈱ＣＲＳ埼玉�

メタルリサイクル㈱パーツセンター�

リ・パーツ㈱坂井自動車�

エコリサイクル共伸生産工場�

ユーパーツ大宮店�

ユーパーツ熊谷店�

ユーパーツ宇都宮店�

ユーパーツ前橋店�

ユーパーツ水戸店�

カースチール㈱東毛営業所�

中村オートパーツ㈱大宮支店�

�

㈱ヤタパーツ�

㈱マルトシ青木�

太田部品㈱�

㈱タイガー商会�

㈲オートパーツ片岡�

㈲オートパーツ千葉�

㈲トキオ商会�

㈲新星オートパーツ�

㈱大橋商店�

㈱オートパーツ神奈川�

三協自動車㈱�

㈲安全自工�

㈱ユーアンドアイ�

㈲オートサービス東関�

㈱河村自動車工業�

㈲リサイクルガレージケーワン�

㈲ベストパーツ�

㈲トライアル�

㈱杉之間�

㈲西山自動車商会�

㈱ユピック�

㈱コーエイ�

東日本資源リサイクル㈱�

ユーパーツ八王子店�

ユーパーツ千葉店�

ユーパーツ足立店�

ユーパーツ練馬店�

メタルリサイクル㈱�

㈱ヤタパーツ湘南営業所�

㈱マルトシ青木浜松営業所�

�

㈲ツクダ自動車�

㈲サンシャインネットパーツ�

㈱ナカスジオートパーツ�

㈱金沢ヨコイ部品�

㈱ハセ川自動車�

津田鋼業㈱�

㈱リペアパーツ�

㈲山一商店�

㈲堀川自動車商会�

㈲メタルオート北陸�

�

㈲名古屋解体メイカイパーツ�

㈱コマゼン�

㈲カーパーツコンドウ�

㈱テラダパーツ�

トヨタエコパーツ岐阜㈱�

㈱吉田商会�

㈲佐竹自動車部品�

アーク㈱�

㈲小諸パーツセンター�

㈲サイトウパーツ�

㈲オートパーツまるも�

㈲川原商会�

㈱アートパーツ長野�

㈲ジーパーツ�

㈲ワープ�

㈱ウィン�

㈲富士クラッチ工業所�

ユーパーツ名古屋店�

太田部品㈱長野営業所�

㈱ハセ川自動車長野営業所�

㈲山一商店高山営業所�

㈱テラダパーツイイダ�

㈱テラダパーツ小垣江営業所�

㈱テラダパーツ半田営業所�

トヨタエコパーツ岐阜㈱�

トヨカワパーツセンター�

�

㈱カンザキ�

㈱エコパーツ京都�

㈱多田自動車商会�

㈱ラ・テール�

㈱堀尾自動車部品�

㈱草山パーツ�

㈲紀南パーツ�

㈲オートワーク通商�

ラップス�

㈱桜井商会�

㈱金子商会�

㈱アップツー�

吉村エコパーツ�

㈱多田自動車商会大阪営業所�

�

㈱福山セコ�

クレストパーツ�

㈲山陰ＵＰ販売�

㈱佐伯商会�

㈱桃太郎部品�

㈱オートパーツ幸城�

㈲オートパーツ新居浜�

岡崎車輌部品㈱�

㈲東和�

㈱ナカメタル�

エコテクノ㈱�

徳島オートパーツ㈲�

㈱エビス�

ウエイクパーツ�

㈱山陰エコ・リサイクル�

㈲みうら�

㈲國寅商店�

㈱予洲商事�

㈲西川商会�

㈲青木興業�

㈲山陰ＵＰ販売広島営業所�

�

㈱オートリサイクルナカシマ�

㈱パーツライン�

㈱オートパーツ伊地知�

㈱グッパー福岡�

㈲ユーピー宮崎�

㈲鹿児島パーツ�

㈲アール・トーヨー�

㈲イノクチ�

オートパルス ニホウ�

㈱マグフクオカ�

㈱エイ・ティ・エム�

㈱久保田オートパーツ�

大成自動車㈲�

㈲パーツランド東部�

WARC西日本オートリサイクル㈱�

㈲オートリサイクルナカシマ福岡�

㈲タバタ商会�

㈱オートパーツ伊地知熊本営業所�

㈱エイ・ティ・エム苅田生産工場�

NGP日本自動車リサイクル事業協同組合事務局�

㈱NGP

〒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

〒108-0074　東京都港区高輪3丁目25番33号　長田ビル2F�
TEL：03-5475-1200　　FAX：03-5475-1201

北海道旭川市永山町１１丁目３０番地２ �

北海道上川郡剣淵町元町1番2号 �

北海道函館市西桔梗町８１８－１７�

北海道江別市江別太４０３－１�

北海道苫小牧市字沼ノ端２３－２�

北海道北広島市大曲８０４番地３７�

北海道赤平市共和町２２０番地５８�

北海道河西郡芽室町東芽室北１線６番２５�

北海道釧路市文苑３丁目４９番８号�

北海道旭川市永山町１０丁目６５番地６�

北海道石狩市新港南１丁目２２番地１６�

北海道帯広市西２３条北４丁目１－２７�

北海道釧路市新野２４－１０８４�

北海道北見市柏木４番地１２�

北海道留萌市栄町３丁目２－８�

�

青森県三戸郡五戸町字大学沢１６番地の２�

宮城県古川市稲葉字亀の子３９-１�

宮城県名取市高舘熊野堂字飛鳥西９番地の１７�

青森県むつ市南赤川町１０-１８�

福島県郡山市安積町笹川字北向７２�

山形県酒田市東町１丁目２４番地１６号�

秋田県由利本荘市石脇字尾花沢５７�

山形県長井市九野本３２２７�

福島県西白河郡泉崎村太田川上礼堂５５－１�

福島県郡山市田村町金屋字マセロ４８�

岩手県下閉伊郡山田町織笠１５－２１－１�

福島県大沼郡会津美里町宮里１２�

福島県双葉郡浪江町大字高瀬字小高瀬迫１８９-２�

福島県福島市笹谷字中ノ畑４５�

青森県八戸市沼舘１丁目１５－１２�

宮城県登米市迫町佐沼字散田５６－１�

岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢第１０地割字大下田１８３-３�

福島県いわき市好間町大利字井田木１４０�

秋田県鹿角郡小坂町荒谷字手紙沢５４番地６３�

山形パーツセンター   山形県山形市穂積９７番地１�

山形県天童市大字高擶字伊達城北３１３６－１�

福島県南相馬市原町区大字北原字東原３３５－１�

青森県青森市浪岡大字高屋敷字社元１４－１�

山形県酒田市大字宮海字南浜１－１０１�

�

新潟県岩船郡荒川町切田１０４２－２�

栃木県佐野市高萩町３９９�

新潟県新潟市樋ノ入１３８９－３�

新潟県新潟市木場１６３４番地１�

茨城県東茨城郡美野里町大字堅倉６３４�

茨城県結城市大字中１３４�

群馬県伊勢崎市境伊与久３０９７番地１�

栃木県那須郡那須町大字寺子乙２８９０�

栃木県宇都宮市海道町179�

埼玉県熊谷市佐谷田１２８５－２�

群馬県前橋市総社町総社2913番地�

埼玉県久喜市河原井町17�

埼玉県川越市山田東町１６６０－１�

埼玉県川越市芳野台２－８－３６�

埼玉県比企郡川島町戸守４４０番地�

新潟県新潟市新保３５１３番地�

新潟県新潟市島見町３２６８－１０�

埼玉県さいたま市北区宮原町３-１６７ 桜井ビル１階�

埼玉県熊谷市佐谷田１２０２－１　２Ｆ�

栃木県宇都宮市峰２丁目４番５号 サンステイト１階�

群馬県前橋市大友町３－９－２　第２伸栄ビル３Ｆ�

茨城県水戸市東原２－１－３５　小林ビル２階�

群馬県太田市新田木崎町１７８０�

埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－８１０�

�

静岡県沼津市岡宮７３６�

静岡県藤枝市横内４５８�

静岡県御殿場市古沢９８６－４�

神奈川県川崎市多摩区東生田４－６－３�

東京都西多摩郡瑞穂町二本木７５３番地の３�

千葉県八日市場市春海７４�

千葉県佐倉市上別所字和田野１１８－１�

千葉県四街道市鹿放ヶ丘２６４－１�

神奈川県横浜市磯子区岡村５－２１－１５�

神奈川県厚木市船子２４７－１�

東京都調布市緑ヶ丘１－３７－３�

東京都江戸川区谷河内２－８－１５�

神奈川県横浜市瀬谷区北町２６－９�

千葉県千葉市稲毛区長沼原町４２９－１�

山梨県甲斐市富竹新田１６５７－２�

千葉県船橋市豊富町６４０番地５�

千葉県市原市岩崎９１１－１�

神奈川県横浜市都筑区勝田町１０３０－１�

神奈川県小田原市小八幡４－１０－１０�

神奈川県平塚市中原３丁目３番３３号�

東京都大田区西蒲田６-３６-１１  西蒲田ＮＳビル８Ｆ�

静岡県浜松市和田町８６８－１�

千葉県富津市新富２１－１�

東京都八王子市長沼町２０６-３ ブルーパールビル１Ｆ�

千葉県千葉市中央区院内２-１２-１ 金子ビル１Ｆ�

東京都足立区梅田７－２４－１２ 有賀サンハイツ２F�

東京都練馬区石神井町２-１３-１７ 龍英ビル２Ｆ�

千葉パーツセンター　千葉県柏市風早１－９－４�

神奈川県小田原市飯泉５００－１ ２５５ビル２ＦＣ�

静岡県浜松市石原町５８７－１�

�

石川県白山市相川町１８２４�

福井県福井市高木中央１丁目３４０４�

福井県坂井郡春江町中筋高田１－２�

石川県金沢市湊３丁目３の２�

富山県魚津市岡経田１３８０�

福井県越前市不老町第２９号７番地�

石川県七尾市白馬町５８－１３－１�

富山県小矢部市岡２６０－１�

富山県氷見市万尾８４０番地１�

石川県小松市白江町　ロ６２番地�

�

愛知県名古屋市守山区下志段味落合３７６番地�

愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字中梅６０－２�

岐阜県大垣市古宮町長畑５０７－１�

愛知県刈谷市東刈谷町２丁目６－１２�

岐阜県可児市川合字上田２７４９－４８�

愛知県豊橋市下地町字新道２９番地�

愛知県豊田市花園町東大切１４８�

愛知県西春日井郡西春町大字中之郷字天神１３３�

長野県小諸市和田６３９－１�

愛知県豊川市三蔵子町野添５９－１�

三重県四日市市水沢町３８６１番地の１�

愛知県一宮市冨田字砂入１９３６番地１�

長野県松本市島立１１３２－２１�

愛知県知多郡武豊町大字冨貴字北側４５－７�

愛知県岡崎市滝町字長坂９２番地の５�

愛知県岡崎市矢作町字出口４１番地�

三重県四日市市八田３丁目７番９号�

愛知県名古屋市中区千代田５-１１-１１ クマザキビル東館６Ｆ�

長野県安曇野市豊科南穂高１２２８-２  斉藤ビル１階２号室�

長野県中野市立ヶ花４１３番地�

岐阜県高山市松本町２１－５�

長野県下伊那郡松川町生田８２３の５�

愛知県刈谷市小垣江町御茶屋下５５－２�

愛知県半田市東億田町１１８番２�

岐阜店　　   岐阜県岐阜市西荘４丁目１－４０�

愛知県豊川市平尾町一町神田２９－１�

�

滋賀県東近江市沖野２丁目１番６号�

京都府八幡市下奈良小宮４４番地の１�

兵庫県三木市福井２２６５�

京都府京都市南区上鳥羽南苗代町５－１�

兵庫県姫路市西庄甲２３６－２�

和歌山県和歌山市和佐中１１２�

和歌山県田辺市芳養町２７５番地�

兵庫県姫路市網干区浜田１５９８�

大阪府藤井寺市惣社１丁目１２－５９�

兵庫県尼崎市西向島町１５－４�

京都府舞鶴市字大川１８２番地�

大阪府大阪市西成区南津守２丁目１－１４�

大阪府羽曳野市大黒１５９－１�

大阪府大阪市福島区鷺洲１－７－３９－１０３�

�

広島県福山市曙町４丁目６番７号�

岡山県倉敷市水島明神町５－２０�

島根県安来市吉佐町２�

香川県高松市小村町１４８－３�

岡山県岡山市今保５７７�

山口県宇部市妻崎開作７７６－３�

愛媛県新居浜市多喜浜字東浜６７－１８６�

岡山県瀬戸内市長船町長船１２２４－１�

鳥取県東伯郡琴浦町逢束４８�

広島県広島市安佐北区小河原町２０４－７�

広島県山県郡北広島町大字本地７３７番地�

徳島県板野郡板野町下庄字天満１番地の１�

広島県安芸郡坂町平成ヶ浜４丁目２－７８�

岡山県岡山市米倉８６番地�

島根県松江市美保関町森山１５番地�

高知県高知市南ノ丸町４４－１�

高知県四万十市古津賀３０４５番地�

愛媛県今治市阿方甲５０１�

鳥取県鳥取市湖山町東３丁目１３番地�

徳島県小松島市小松島町字新港４６番地３�

広島県広島市中区鶴見町１２-２５ 大田ビル１Ｆ�

�

大分県日田市上城内町１３６５－３�

長崎県佐世保市大塔町１２４５番地�

鹿児島県鹿児島市上福元町７３１６�

福岡県大野城市乙金３丁目２０番１０号�

宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池４１６５�

鹿児島県川辺郡川辺町田部田５０７１－２�

長崎県長崎市西海町１７１５－１０�

福岡県筑後市大字溝口１３３４番地�

大分県宇佐市上高７００番地�

福岡県福岡市博多区博多駅南４－１３－１５�

福岡県北九州市小倉南区長野１丁目５－２８�

宮崎県宮崎市細江字板川４２３１番�

福岡県粕屋郡粕屋町大字柚須１４８－１�

熊本県熊本市長嶺西２丁目１８－６７�

福岡県北九州市若松区響町１丁目６２番�

福岡県筑紫野市大字山家４０７３－３２�

鹿児島県鹿屋市旭原町２５６８番地�

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�

福岡県京都郡苅田町鳥越町１－５０�


