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自動車リサイクル部品在庫流通システ
ムの相互利用を行い提携関係にある
JAPRA（日本自動車リサイクル部品販
売団体協議会：北口賢二会長）のメンバ
ーがこの度、NGPシステムを新たに導
入し、その導入研修会が去る2月15日、
16日（川崎グランドホテル）2月25日、
26日（ホテルサライ福岡）の2箇所で開
催されました。

NGPとJAPRAは昨年9月にお互いのリ
サイクル部品在庫流通システムの相互利
用を開始し、整備工場様などには今まで
以上に高いヒット率でリサイクル部品を
供給できる体制作りをしてきましたが、
今回、新たにJAPRAメンバーによる
NGPシステムの導入により、JAPRAメ
ンバーからもNGPブランドのリサイク
ル部品を購入できる仕組みが出来まし
た。
今まではJAPRAに加盟しているNGP

組合員がJAPRAシステムを導入し、
JAPRAの商品をお客様に供給すること
はありましたが、今回のJAPRAメンバ
ーのNGPシステム導入により、逆に
NGP組合員以外のJAPRA会員の皆様か
らNGPブランドのリサイクル部品がお
取引のある整備工場様や板金工場様など
に供給されることとなり、リサイクル部
品を利用されている工場様にとっては今

まで以上にお目当てのリサイクル部品を
購入できる環境が整ったことになりま
す。その他にもお客様のメリットとして、
今までJAPRAシステム、NGPシステム
をそれぞれ導入しているリサイクル部品
販売会社に複数問い合わせしていたこと
もあったと思いますが、今回のJAPRA、
NGP相互システム利用が本格軌道に乗
れば、お客様の利用効率、利便性は大き
く向上することになります。
今回、NGPシステムを導入した

JAPRAメンバー様は㈱キタグチ（部友
会）、㈲ハトムラ車輌（部友会）、㈱三橋
パーツ（部友会）、㈲中村商店（部友会）、
オガタ車輌（部友会）、㈲尼岡産業（シ

ーライオンズクラブ）、㈱システムオー
トパーツ、㈲タムラ部品商会（システム
オートパーツ）、富谷オートパーツ（シ
ステムオートパーツ）、㈱啓愛社 千葉リ
サイクル工場（テクルスネットワーク）
の10社で今後も導入会社は増える予定で
す。
NGPでは、今後も自動車リサイクル

部品を利用いただいている整備工場様、
板金工場様の利便性を第一に考え、
NGPシステムの利用を広く解放して、
リサイクル部品市場における供給率アッ
プに貢献していきたいと考えておりま
す。
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相互導入でお客様の�
利便性はさらにアップ!!



３月10日から12日までの3日間、千葉

県の幕張メッセで第5回国際オートアフ

ターマーケットEXPO2006（IAAEショ

ー）が開催されました。

今年も、NGPではブースを出展し、

来場者である整備工場や板金工場の方々

にNGPブランドのリサイクル部品の活

用をPRしました。

また、今回のIAAEショーでは一般ユ

ーザーの方にも会場が開放されたため、

NGPでは使用済自動車の適正処理工程

や一般ユーザーに向けて新たに開始した

廃車引取・見積りサービス「くるマック」

の展開をアピールしました。

NGPブースでは今回の国際オートア

フターマーケットで、パネルやビデオを

使って、来場者の方々に使用済自動車の

適正処理、高品質なNGPブランドのリ

サイクルパーツをPRする一方、NGPが

一般ユーザー向けに昨年11月からスター

トさせた廃車引取・見積りサービス「く

るマック」をご紹介

しました。

NGPといえば、

リサイクルパーツと

いうイメージが強か

ったという整備事業

者の方も「くるマッ

クのキャラクター

は、一般ユーザーに

対して使用済自動車

の解体、自動車リサ

イクルの重要性を

PRするには、とて

も面白いと思いま

す。私もNGPがリ

サイクルパーツの販売だけでなく、一般

ユーザー向けにこういった新しい試みを

しているんだと、この会場に来て初めて

知りました。」と話してくれました。

また子供を連れたお母さんも「会場に

来て、最初に目に入ったのが、このブー

スとクマのロゴマークでした。この可愛

いらしいキャラクターと使用済自動車の

NGPブースにたくさんの方のご来場、誠にありがとうございました�
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クマのキャラクターが印象的クマのキャラクターが印象的� 引取・見積りというのは、すぐにはピン

ときませんでしたが、逆にそのギャップ

が面白いと思いました。」

この様にNGPでは今後も「くるマッ

ク」の展開も含めて、一般ユーザーの方

に自動車のリサイクルをもっと身近に感

じてもらうためのPRや啓蒙活動にも力

を注いでいきたいと思います。

会場でも一際目を引いた「くるマック」カラーのNGPブース

パネルを使って使用済自動車の適正処理、
リサイクルパーツの製造工程、NGPの現在
の取組みなどを解説

くるマックのポスターで一般ユーザー
に廃車引取・無料見積りのPR
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訃報� NGP組合員㈱アートパーツ長野　代表取締役　鈴木修一様のご尊父様鈴木重男様が3月１日（水）にご逝去され（享年77歳）、�

松本法祥苑（長野県松本市）にて3月3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。�

全国の自動車車体整備事業者が組織

する日本自動車車体整備協同組合連合

会（日車協連：丸山憲一会長）は、こ

の度、車体整備事業者のリサイクルパ

ーツ使用促進を目的とした取組みを強

化し、会員企業に啓蒙活動を展開、4月

末までに「省資源と自動車修理は時代

の潮流」をテーマとしたリサイクルパ

ーツの利用啓蒙ポスターを作成し、全

会員工場に配布することになりました。

日車協連では、会員工場のリサイク

ルパーツ利用の促進を図るとともにエ

ンドユーザーにもリサイクルパーツを

使った修理の提案、啓蒙にも力を注い

でいくとしています。

同連合会の賛助会員となっている

NGP日本自動車リサイクル事業協同組

合でも、この取組みに積極的に協力を

図り、NGPブランドの高品質リサイク

ルパーツを会員工場に供給できるイン

フラ整備を行います。また、共有在庫の

拡充や残価設定方法、NGPシステムを

活用したリサイクルパーツの検索システ

ムの構築などで日車協連との連携を今後

更に強化し、リサイクルパーツのより一

層の普及拡大に向けた取組みを共に行っ

てまいります。

※詳細は次号にてお伝えします。

経済産業省・環境省はこの度、昨年1

月に完全施行された自動車リサイクル法

の遵守徹底を図るため、「リサイクル料

金不要」、「廃車無料」といった、使用済

自動車の引取りの際に、同法が義務付け

ているリサイクル料金の徴収を求めない

といった趣旨の不適正な広告を行ってい

る事業者について、都道府県等に対し調

査・指導を要請しました。

その結果、不適正な疑いのある広告

を行っている事業者が全国で59件確認

され、これらの事業者に対し、都道府

県等により立入調査等を行い、このう

ち1件が実際にリサイクル料金の預託を

求めずに事業を行っていたとして、指

導、改善要求がなされました。

今回行われた調査・指導について、

自動車リサイクル法では自動車の所有

者に対し、自動車の購入時や車検時に

リサイクル料金の預託を義務付けてい

るほか、法施行時において既販車であ

って車検を受けずに使用済みとなるも

のについては、引取業者への引渡し時

にその預託を求める仕組みになってい

ますが、引取業者がインターネット等

で、使用済自動車の引取りに当たり

「リサイクル料金不要」「廃車無料」と

いった、自動車ユーザーがリサイクル

料金の支払いが不要であるようかのよ

うに取れる不適正な広告を行っている

事業者が確認されました。当然、不適

正広告を出している業者で都道府県等

に引取業者の登録を受けずに使用済自

動車の引取りを行っている場合は無登

録営業となり法律違反となりますが、

引取業者の登録を行っている事業者で

も「リサイクル料金不要」「廃車無料」

といった使用済自動車の引取りを実際

に行った場合、自動車リサイクル法第9

条に定める「預託確認義務及び預託さ

れていない場合の告知義務」の違反に

当り、自動車

リサイクル法

第19条及び20

条に定める指

導及び助言並びに勧告及び命令の対象

となります。

国ではこれからも引き続き、不適正

な広告の情報提供を受けた場合等には

都道府県等に対し、事業者に対する調

査等を要請し、実態の把握及び広告内

容の適正化を求めていくとしています。

また、今後、こうした不適正な広告が

多発すれば、適正な制度運営に支障を

生じさせるおそれがあることから、都

道府県等により法に基づく指導を行う

など、厳格な対応を図っていくともし

ています。
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㈱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�

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�

北海道旭川市工業団地４条２丁目２番２５号�

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�

千葉県匝瑳市春海７４－１�

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�

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�


