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相互流通は今秋にもスタート予定�
　ＮＧＰグループ（青木勝幸会長）と㈱ビッ
グウェーブ（服部厚司社長）は去る７月２４日、
品川プリンスホテルにおいて、共同記者会
見を行い、両グループ間での“リサイクル部
品の品質と保証の統一基準策定を完了した”
と発表した。このことにより、早ければ今秋
中にも両グループ間でのリサイクル部品の
相互流通が可能となる基盤が完成した。�

NEWS
ＮＧＰグループとビッグウェーブが�
リサイクル部品の品質で統一基準を策定�
�

自動車リサイクル部品の相互流通に向けて�

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�

▲基盤作りができたと語る�
　NGPグループ青木会長�

▲共同記者会見を開く両グループの首脳陣�

NGPグループとビッグウェーブは、自

動車リサイクル法の本格施行を目前に控

え、ますます活発化する自動車リサイク

ル部品市場において、高品質で安定した

部品を供給するためにリサイクル部品の

品質と保証の基準策定に向けて、グルー

プ間の枠を超え、昨年1月に“自動車リサ

イクル部品の利用促進への協力関係の締

結”を行い、両グループ合同のプロジェ

クトをスタートさせた。

同プロジェクトでは、商品委員会、流

通委員会、システム委員会の3つの委員会

を立ち上げ、約1年半の間、慎重に議論を

重ね、この度、リサイクル部品の品質と

保証の基準策定で双方のグループが合意

した。

具体的には、①両グループで異なる部

品名称を統一（車名マスタ・タイプマス

タの統一）、②商品定義、品質表現内容

の統一（取り外し及び点検方法、梱包方

法）、品質基準と品質保証書の発行を含

めた保証の期間や対象などの保証基準の

統一についても合意に至った。

今後は更に流通リサイクル部品の価格

などについても具体的な料金体系作りを

図り、リサイクル部

品利用者の利便性向

上を進めていく。

現在、日本国内での補修部品市場にお

けるリサイクル部品が占める割合は、約

4％。アメリカでは約30％の市場シェア

がある。国内でのリサイクル部品の市場

シェアが拡大しない大きな理由として、

統一の品質基準や保証という問題がネッ

クとなっていた。今回の両グループの合

意は、自動車のリサイクル部品の品質レ

ベル・保証内容の向上及び部品名称の統

一化を図ることで、自動車リサイクル部

品の利用促進への大きな第一歩といえ

る。

また、NGPグループではこれまで、グ

ループ会員が使用していた従来の部品流

通システムから、ビッグウェーブが使用

しているエコラインパーツシステムを基

幹とした「新NGPシステム」を開発し、

7月1日より稼動を始めた。これにより、

NGPグループとビッグウェーブの部品流

通システムは、同一の基幹システムを利

用したものとなり、両グループが協力関

係締結に当り、一つの大きな目標として

きた“両システムによる在庫データベー

スの共有化”に向けた取り組みも早期実

現が可能となった。

両グループでは、早ければ今秋中にも

お互いのシステムによる自動車リサイク

ル部品在庫データが相互流通するとして

いる。

今現在、NGPグループの在庫データ94

万点に対してビッグウェーブの在庫デー

タは68万点あり、双方合わさると162万

点にものぼる部品検索が可能となり、リ

サイクル部品の供給力も大幅にアップす

ることとなる。
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NGPグループ基礎研修は、一般企業

における新入社員研修のようなものだ。

研修では、まず団体行動の重要性を基本

に規律訓練などを行い、研修生個々に

“自分もNGPグループの一員である”とい

う強い意識付けを持つことから始まる。

繰り返される挨拶訓練、NGPグループ

三大信条の唱和と、中には声を嗄らせな

がら課題に取り組む研修生もいた。教官

からは厳しい罵声が飛ぶこともあったが、

教える方も真剣、聞く方も真剣、その中

で責任感、団結力が育まれていく。

リサイクル部品の品質基準策定を目指

すNGPグループでは、会社は違っても同

じ商品を扱うグループ間同士の共通意識

は必要不可欠であると考えている。その

意味でも、この基礎研修で学んだ仲間意

識、団結力はグループの組織力を向上さ

せるだけでなく、自動車リサイクルパーツ

業界全体意識の底上げにも繋がるものだ。

研修3日目は、NGPグループ青木勝幸

会長、スーパーラインの多久島秀敏社長、

せいび広報社の入村健二郎社長が特別講

師として講演を行った。

青木会長は講演の中で、NGPグループ

が結成された経緯から、全国組織となり、

これまで、この自動車リサイクル業界に

対して果してきた功績などについて研修

生に語り、「これから迎える自動車リサ

イクル法時代においても、常にNGPグル

ープがこの法律に則した業界づくりを中

心になって行っていくこと。その中心と

なるのが、今この研修を行っている受講

生の皆である。」とエールを送るとともに、

NGPマンとしての誇りを持って、仕事

の上で日々精進してもらいたいと話した。

研修最終日は、修了式が行われ、青木会

長から研修生全員に修了証書が贈られた。

また、研修生の各班代表者が、それぞ

れ決意表明を全員の前で発表し、各々の

会社に帰ってもこの研修で学んだことを

忘れず、自分が率先してNGP三大信条

である「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」を実践していくこと

を宣言し、4日間の研修を締めくくった。
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219 三陸パーツセンター 15年6月10日 住所�

411 有限会社三協自動車 15年7月 1日 組織�

714 ウエイクパーツ 15年7月31日 移行（コードNo.変更）�

918 有限会社オートリサイクルナカシマ福岡 15年8月 1日 代表者�

101 有限会社ライラック車輌 15年8月 4日 住所・電話・FAX�

410 株式会社オートパーツ神奈川 15年8月13日 住所�

615 株式会社アップツー 15年8月25日 住所・電話・FAX
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三協自動車株式会社�

メイトより正会員へ移行　コードNo.714�
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〒243－0034　神奈川県厚木市船子247－1�

〒557－0063　大阪府大阪市西成区南津守2丁目1－14�
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▲課題に取り組む研修生� ▲最後は全員で記念撮影�

基礎研修会と入れ替わりで、8月6日か

ら9日までの4日間、「第16回NGPグルー

プ経営者研修会」が同じく、あいおい損

保・湘南東保園で開催された。

この経営者研修会には、新しくNGP

グループのメンバーとなった会社の代表

者あるいは、これから経営者となる7名

が参加。

経営管理論や経営戦略といった実践講

習から、基礎研修会でも行われた基本訓

練から経営者心得を学ぶ講義まで、実に

幅広い内容で4日間みっちりと講習を行

った。

今、リサイクルパーツ業界は、目前に

迫った自動車リサイクル法の本格施行を

前に、ベテラン経営者であっても、会社

の舵取りは

大変難しい

時期に差し

掛かってい

る。まして

や、若い経

営者の人た

ちにとっては、なおのこと。

しかし、青木会長は“自動車リサイクル

法施行の今こそがチャンスであり、NGP

グループメンバーが結束力をさらに高め

て、メンバー各社がレベルアップしてい

けば、必ず勝ち組みとなれる”と語る。

そのためには、基礎研修に参加した社員

もそうだが、それよりさらに経営者の人

たちの意識改革が必要となってくる。

4日間の研修を終え、青木会長から一

人一人に修了証書を授与された7名の経

営者研修生は、NGPグループの新メン

バーとして、責任と誇りを持って新たな

スタートを切った。

NGPグループでは、今後も教育シス

テムに一層力を入れ、会員個々のレベル

アップを図り、「お客様第一」のサービ

スを提供していく。

NGPグループ本部が、８月18日より、

東京・品川の新事務所に移転しました。

事務所は品川駅から徒歩5分の好立地で、

国道に面した7階建てのビルの5階にあり

ます。特に品川駅は今年10月から東海道

新幹線の停車駅にもなるので、お客様や

NGPメンバーの方々がNGPグループ本

部を訪れる際も、大変便利になりました。

また、新事務所には、NGPグループ

本部と共に㈱スーパーライン本社も同フ

ロアに移転しました。

そのため、今後はNGPグループと㈱

スーパーラインが緊密な

コミュニケーションを図

ることで、NGPグループ

のお客様やNGP会員メー

バーの方々にも、より充

実した内容のサービスを

提供できる体制が整いま

した。

NGPグループ本部では、今後さらに

㈱スーパーラインとの結束力を強め、お

客様、会員メンバーのための強力サポー

トを行っていきます。
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福島県郡山市田村町金屋字マセロ48�
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㈲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�
　�
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㈲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�
パーツランドナゴヤ守山営業所 TEL.052-736-9191�
愛知県名古屋市守山区下志段味落合247�
�
�
㈱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�
㈱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�
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