
  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

　自動車関連の最新技術が一堂に会する
「人とくるまのテクノロジー展2017」（主
催：自動車技術会）が5月24 ～ 26日の
3日間、パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）
にて開催されました。
　カーメーカーをはじめ、素材、計測機器、
部品、ソフトウェアなど各分野から関連企
業が参加し、出展者数は562社（前回比
24社増）、出展小間数は1,170小間（前
回比15小間増）となり、過去最大規模だ
った前回を上回りました。来場者は自動車
業界関係者や学生を中心に、3 日間で

90,687人（前回比3,312人増）が訪れて
います。
　カーメーカーは、現行モデルに搭載して
いるASV関連技術を展示しつつ、自動運
転技術やAIを使った情報提供サービスを紹
介しました。
　特にトヨタが展示したプリウスPHVの
カットモデルや、ホンダが紹介した高速道
路上における自動運転システムの実証実験
に使用されたレジェンドなどに注目が集ま
りました。
　車体修理業界に影響を与えうる素材に関
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する技術傾向では、神戸製鋼所が超高張力
鋼板用の溶接ワイヤを紹介したほか、豊田
鉄工が2,000MPa級の超高張力鋼板とテ
ーラードブランク工法を使用したセンター
ピラーアウターを出品しました。
　このほか主催者企画として、1950年以
降に開発・発売された実車及び部品から最
新車両につながる技術を振り返る展示企画
や、恒例となっている試乗会及び各種講演
が催されました。
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自動運転及び自動ブレーキシステムなど
電子制御技術や、素材技術に注目が集まる

「人とくるまのテクノロジー展2017 横浜」開催

アイシングループ
電装部品だけではなく、ホットスタンプ鋼や構造用接
着剤などによる車両軽量化技術も紹介

本田技研工業
高速道路自動運転システムの実証実験に使われたレ
ジェンド。車体の各所にセンサーが追加されている

トヨタ自動車
プリウス PHV のカットモデルを展示し、ソーラー充電
システムなどの各種技術を解説した

豊田鉄工
テーラードブランク工法を用いてセンターピラーの補強
部材をなくし、1 枚で賄う方法を提案

豊田自動織機
86 やプリウスαに採用実績のある樹脂ガラスを展示。
リヤガラス、クォーターウインドウガラス、サンルーフな
どを中心に展開していく方針

デンソー
スマートアシストⅢで採用した高精度歪補正レンズを搭
載した自動ブレーキシステム用ステレオカメラユニット
を紹介



NGP組合員探訪

　1955年の創業直後よりリサイクル部品の販売を手掛け、
神奈川県内を中心に多くのお客様にご愛顧いただき、今日
に至っております。オンラインネットワークによる納品率
の向上を目指し、1993年にNGPグループへ入会しました。
　いかにお客様にご満足いただける商品と対応をお届けで
きるかを常に考え、行動する会社でありたいと思っており
ます。また過日、日ごろの清掃活動が認められ、思いもか
けず磯子区環境行動推進本部より街の美化活動功労賞をい
ただきました。これを励みに、今後とも全社員で地域社会
へ貢献して参ります。

【所在地・お問い合わせ先】
神奈川県横浜市磯子区岡村5-21-15 
TEL：045-761-6551　FAX：045-759-1103 
http://www.ngp.gr.jp/k409/

（株）大橋商店

NGP代表

大橋 岳彦

　1991年に創業し、NGPグループには2003年12月に
加盟しました。主な商圏は東京、千葉など関東近郊です。
　当社は創業当時より部品販売に特化しており、お客様の
お役に立つ部品情報をお伝えしてきました。電話及びFAX
などによる顔を合わせない商談においても不安なくお取引
いただけるように、豊富な商品知識を身につけるとともに、
お客様に寄り添った親身な提案を心がけております。
　高度化が進む自動車社会の中で地域、お客様そして社員
達に必要とされる企業を目指し、事業運営していく方針で
ございます。どうぞ、よろしくお願い致します。

【所在地・お問い合わせ先】
東京都大田区西蒲田6-36-11 西蒲田NSビル5階
TEL：03-3736-0431　FAX：03-3736-1301 
http://www.ngp.gr.jp/k421/

（株）ユピック

NGP代表

入村 静子

　1967年に創業、1996年にNGPへ入会いたしました。
　当社は大規模な解体作業が行えない立地にあるため、創
業当初より東京都内（島しょ部を含む）を中心に、リサイ
クル部品販売をメインに営業しています。
　1997年より東京都自動車車体整備協同組合の賛助会員
となり、1999年からは東京都自動車整備商工組合の指定
企業として、東京都内の整備・鈑金事業者様とお取引をさ
せていただいております。今後も全国のNGPの優良な商
品を、地元・地域のお客様に1点でも多く提供できるよう
努力を続けて参ります。

【所在地・お問い合わせ先】
東京都調布市緑ヶ丘1-37-3
TEL：03-3300-0685 　FAX：03-3300-3234 
http://www.ngp.gr.jp/k411/

三協自動車（株）

NGP代表

金子 治樹

　当社は1990年に創業、NGPには賛助会員を経て2011
年に正組合員となりました。静岡県全域を商圏として、リ
サイクル部品の販売及び車両の引き取りを行っております。
また、ISOの認証を受け、法令遵守・環境問題に対しても
真摯に取り組んでおります。
　フロントはお客様のご要望にスピーディーに対応し、生
産や車両引き取りは安全かつ確実な作業を徹底しており、
顧客満足度向上をモットーに社員一人ひとりが積極的に行
動する活気あふれる会社だと自負しております。地域の皆
様に愛され必要とされる会社となるべく、社員一同さらに
努力して参ります。今後ともよろしくお願い申し上げます。

【所在地・お問い合わせ先】
 静岡県静岡市葵区新伝馬1-1-45
TEL：054-253-5646　FAX：054-253-5201
http://www.ngp.gr.jp/k424/

オレンジパーツ平成

NGP代表

松山 稔

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

【第4回】
南関東支部（その1）



　今回はNGPグループが、リ
サイクル部品の品質向上を目的
として実施している「スキャン
ツールセミナー」についてご紹
介します。
　近年自動車の電子化が進む状
況下において、最新車両の点
検・整備にはスキャンツールが
必要不可欠なものとなりつつあ
ります。NGP協同組合ではそ
のような現状を踏まえて、次世
代自動車への対応を強化するた
め、2015年より組合員全社に
スキャンツールを導入し、製品
品質の向上に努めてきました。
そして導入したスキャンツール
を各社が有効に活用できるよう
に、全国9支部で「スキャンツ
ールセミナー」を開催していま
す。
　まず基礎編では、スキャンツ
ールの機能や初期設定方法など

の基本的な解説を行った後、実
車にスキャンツールを接続し、
ダイアグコードの表示・消去や
データモニターの表示、アクテ
ィブテストなどの各種操作方法
や故障診断の進め方などを学び、
リサイクル部品生産時にスキャ
ンツールによる点検を確実に実
施できる知識と技術を習得しま
す。
　さらに今年から、基礎編の受
講者またはスキャンツールを日
常的に使用しているNGP組合
員社員に向けて、より深い知
識・技術の習得を目指す「スキ
ャンツールセミナー・応用編」
も開始いたします。
　応用編では、エンジンやハイ
ブリッドシステムの故障事例に
対し、配線図を確認しながら故
障部位を特定するなど、より高
度な故障診断技術を習得するカ

リキュラムとしています。これ
により、異常が見られた部品の
原因をスキャンツールで究明し、
除去することが可能となり、生
産点数の拡大にもつなげること
ができます。
　NGPグループは、電子化が
進む車両を取り扱う上でスキャ
ンツールの導入・活用は欠かす
ことができないと考え、対応を
強化してきました。これからも、
スキャンツールによる点検をは
じめとした各種チェックを徹底
して行い、お客様に安心してご
使用いただける品質の高い製品
を、提供し続けて参ります。

（続く）
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ここが違う！
NGPリサイクル部品

【第5回】

　(株)NGP（佐藤幸雄社長）は4月21日、
AP品川（東京都港区）で同社提携リビ
ルト部品メーカーとの「リビルトメーカ
ー合同会議」を開催しました。提携リビ
ルトメーカーからは15社23名が参加
しました。
　冒頭の挨拶で佐藤社長は、「自動車リ
サイクル業界は今、非常に厳しい状況に
ありますが、皆さんとの意見交換を通じ、
リビルト部品の販売を拡大していきたい
と思います」と、双方の建設的な議論を
促しました。

「リビルトメーカー合同会議」を開催
NGP組合員向け技術研修会開催のあり方や
クレーム対応などについて情報・意見交換

NGP組合員
かわら版

※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50品目（左右ある部品を含むと
64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4月： 7.7t

平成29年4月： 2,825t

　続いて同社リビルト担当の津田隆二取
締役が、「提携リビルトメーカーの中には、
NGP組合員に対する営業努力の結果、
売り上げを伸ばしている会社もあります。

（株）NGPとしても、各組合員へのチラ
シ配布や研修会参加の呼びかけなど、可
能な限り協力しますので、ぜひお声がけ
下さい」と、提携リビルトメーカーへの
協力を惜しまない姿勢を示しています。
　その後、各種リビルト部品の販売実績、
NGP組合員向け技術研修会、物流の現
状、リビルト業界全体の動向、クレーム

対応、保証期間・内容などについて情報・
意見が交換され、厳しい業況下において
も協力し合いながらリビルト部品の拡販
を目指す中で非常に有用な会議となりま
した。

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

ベルマークは
切り取ってネ！

ギャランティシールからベルマークを
切り離して、子供たちと学校を応援！
切り取ったベルマークは、最寄りの小学校へ

ご寄贈ください。

NGP日本自動車リサイクル事業協同組合は、30周年を迎えることができました。

いままで、長きにわたりNGPリサイクル部品をご利用いただいた全国のお客様のおかげでございます。

そこで、お客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を開催します！

NGP日本自動車リサイクル事業協同組合は、30周年を迎えることができました。

いままで、長きにわたりNGPリサイクル部品をご利用いただいた全国のお客様のおかげでございます。

そこで、お客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を開催します！

「NGP30周年ありがとう
キャンペーン」
6月30日
（※当日消印有効）まで
開催中
皆様のご応募
お待ちしております
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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/

株式会社NGP
〒108-0074　東京都港区高輪3丁目25番33号　長田ビル2F
TEL:03-5475-1200　FAX:03-5475-1201
http://www.ngp.co.jp/

　4月29・30日にエムウェーブ（長野
県長野市）で開催された「Gulf ながの
ノスタルジックカーフェスティバル
2017」と、6月10・11日にポートメ
ッセなごや（愛知県名古屋市）で開催さ
れた「Gulf 名古屋ノスタルジックカー
フェスティバル2017」に、NGP協同組
合・東海支部がブースを出展しました。
同イベントはクラシックカーの展示やパ

　第31回中級研修会が5月15 ～ 19日
の5日間、(株)あいおいニッセイ同和自
動車研究所東富士センター（静岡県裾野
市）で開催されました。生産、フロント、
営業の3部門から計19名が参加し、部
門ごとの専門講義や業務改善及びリーダ
ーシップ、自動車リサイクル業界と整備
業界の動向についての研修を通じて、マ

　NGP協同組合が協賛団体として2012
年より加入しているベルマーク教育助成
財団（銭谷眞美理事長）は、5月9日か
ら6月23日まで、全国95会場で「2017
年ベルマーク運動説明会」を開催してい
ます。
　5月18日に千葉県教育会館新館（同
県千葉市）で開催された同説明会には、

レード走行、関連製品の販売などを行う
もので、会場内は家族連れなど多くの来
場者で賑わいました。
　同支部は、「廃車王」及びリサイクル
パーツに関するパネル展示やリーフレッ
トの配布を実施して、廃車買い取りサー
ビスの内容やリサイクルパーツの有用性
を来場者へ強くアピールしました。エン
ブレムやハンドル、ミラーなどのパーツ

ネージメント能力の向上に努めました。
　さらに実技研修では、エアコン＆エン
ジン診断、オートマチックトランスミッ
ション（AT）、ハイブリッドシステムの
3分野に分かれ、実際の車両や部品に触
れながらその構造や役割、点検方法を学
習しています。
　研修終了後、（株）福山セコの佐藤利彦

NGP協同組合の平野泰雄・総務広報委
員会副委員長が出席しました。
　平野副委員長は協賛企業挨拶の席で、
リサイクル部品の特徴や有意性について
解説し「自動車を修理される際には
“NGPのリサイクル部品で修理を”とひと
言工場様にお申し出いただければ幸いで
す」と、近隣小学校のPTA役員を中心と

NGP協同組合・東海支部、「Gulf ノスタルジックカーフェスティバル2017」に出展

カーオーナーにリサイクルパーツの品質や
廃車買い取りサービスを紹介

第31回中級研修会開催
リーダーとしてのマネージメント能力を強化

2017年ベルマーク運動説明会に各地のNGP組合員が出展

全国のPTAに向けて自動車整備・修理時の
リユース部品の活用をPR

組合員情報変更
支部 会社名 変更内容 変更後 変更日

中四国 島根オート
リサイクルセンター 移転 〒693-0043 島根県出雲市長浜町1372-9

TEL0853-25-9000／FAX0853-25-9090 29年5月15日

中四国 ウエイクパーツ　
有限会社和気商店 会社代表 代表取締役　和氣大輔 29年5月26日

5月20日、株式会社コマゼン（愛知県弥富市）代表取締役 駒屋吉明様の奥
様・駒屋禮子（こまやれいこ）様がご逝去されました。享年72歳。慎んでご
冥福をお祈り申し上げます。

訃報

NGP組合員
かわら版

類、さらには車両本体の販売まで展開し
たブースは、多くのカーオーナーから注
目を集めました。

さんは「リーダーとして部下の手本にな
る行動を常に考え、自ら率先して行動し
ていきます」と、今後の業務に向けた決
意を表明しました。

した来場者に呼びかけました。さらに協
賛企業ブースでは、リサイクル部品の品
質及び活用による環境保全への効果など
を紹介するリーフレットを配布し、
NGP協同組合の取り組みやサービスを
PRしています。

実 車 を 用 い て、
ハイブリッド車の
構成部品と取り
付け位置を確認


