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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

NEWS
自動車リサイクル法の本格施行に向けて関係事業者向け全国説明会がスタート

ＮＧＰグループでは、自動車リサイクル法に
準じた環境経営をメンバー各社が強化
平成17年1月1日の自動車リサイク
ル法の本格施行に向けて、今秋より経
済産業省、
環境省では、
自動車リサイク
ル法の第2回事業者向け全国説明会
をスタートした。
前回の全国説明会では、
自動車リサ
イクル法の概要を解説したものであっ
たのに対し、
今説明会では自動車解体・
破砕事業者の許可基準や再資源化基
準などに関する政省令で決められた細
部の説明が行われている。いよいよ待
ったなしの状況となってきた自動車リサ
イクル法に対して、
ＮＧＰグループでは、
メンバー各社による環境経営のさらな
る推進に力を入れている。

の流出防止等のためのコンクリート床

車解体処理の業許可取得や環境ISOの取

面、油水分離装置とこれに接続した排水

得促進などメンバー各社の環境経営を推

溝の設置などが必要となる。さらに外部

進する取り組みを積極的に行ってきた。

からの侵入や内部からの持ち出しが容易

青木会長は、「NGPグループは、自動

にできない囲いの設置も義務付けられ

車リサイクル部品の普及において責任あ

た。（解体作業場には雨水を防ぐ屋根の

る立場として、本格施行が間近に迫った、

設置も求められているが、市街化調整区

この自動車リサイクル法に準じた業界づ

域などの特例では、十分な処理能力を有

くりをNGPグループがその中心となっ

する油水分離装置があれば、許可を受け

て行っていくために使用済み自動車の適

ることができる。）

正処理はもちろんのこと、メンバー各社

また、申請者（解体業者）の能力につ
いても、解体手順等を記載した標準作業
書を常備し、従事者に周知することの義
務付けがなされた。

解体業の許可基準への
対応が急務
現在開催されている事業者向け全国説
明会では、自動車解体、破砕業者への許

さらに今回、自動車リサイクルを円
滑に促進させるものとして、解体業
者・破砕業者に関しても「再資源化基
準」の規定がなされた。

可基準の詳細説明も行われている。その

これは解体業者が使用済み自動車を

中で使用済み自動車の解体業は平成16年

解体する方法について、
「部品や素材

7月1日より許可開始となり、解体事業者

として再資源化できる部品や部材に

は同日より、3ヶ月以内（9月末日まで）

ついては、技術的かつ経済的に可能

に許可申請（廃棄物処理法の業許可を受

な範囲で分別回収するよう努める」

けていれば届出）を行い、解体業を行う

などの条項が盛り込まれている。

事業所の所在地を管轄する都道府県知事

このように自動車リサイクル法

または保健所設置市の市長の許可を受け

では、解体事業者に対して使用済

る必要がある（5年ごとに更新手続き）。

み自動車の適正処理、解体作業に

この許可基準では、解体業者に対して、

おける事業者の責任というものを

事業の用に供する施設の基準と申請者の

許可制や再資源化基準という形

能力に対する基準を設けている。

でより明確なものとしている。

施設への許可では、解体前・解体作業

NGPグループでは、今までも

中・解体後とそれぞれ基準を設けている

使用済み自動車の適正処理をグ

のだが、どの段階にも共通して、廃油等

ループの最重要課題として自動

の環境経営をより一層前進させていきた
い。
」としている。

将来を見据えた検索システム

これが新ＮＧＰシステムだ！
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グループ運営の根幹、新ＮＧＰシステム
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で取引をできるというもの。
会員企業各社がID・パスワー

「今までにない、まったく新しいシステ

ドを発行することで、取引先

ムを構築するという共通の思いを胸に、

はインターネット上で直接部

約一ヶ月という短期間で9名のスタッフ

品の検索や発注ができる。取

（システムプロジェクト）が頑張ってく

引先から発注があると、ID・

れました。
」（田中）

パスワードを発行した会員企

というように、短期間で出来上がった

業に受注連絡が入り、再確認

にしては、従来システムと遜色がないの

後に正式発注ができるという

が新NGPシステムだ。最大の特徴とし

仕組み。これにより、NGPシ

てはオンライン上の相互公開により、㈱

ステムが取引先にとってより

引先の利便性が益々アップする（ただし、

ビッグウェーブの在庫も検索できるよう

身近な存在になる。

NGPメンバーがJAPRAメンバーからの

になったことが挙げられる。
これにより、NGP在庫94万点、ビッグ

ＪＡＰＲＡシステムとも接続

依頼書を受けるにはJAPRAシステムの
導入が必要）。

ウェーブ在庫68万点の合計162万点とい

既に一部会員はJAPRAシステムを利

う業界でも類を見ない商品群の供給が可

用しているが、今後はJAPRAシステム

能になった。今後はビッグウェーブ加盟

とも連動、在庫公開を行う。来年初頭に

その他にも新NGPシステムとは別シ

店以外のエコラインのエコネット加盟店

稼働開始の予定で現在準備中のこのシス

ステムとして、「損保の全損車両引取画

との提携も進めるなど、日々進化してい

テム、既にJAPRAとは大筋で合意済み。

像システム」を準備中。インターネット

くシステムである。

新NGPシステムの在庫データを夜間自

経由で、既存のメール端末を利用したシ

動的にJAPRAに登録する。これにより、

ステムとする予定になっている。

ますます身近に、リパーツダイレクト

JAPRAのメンバーもNGPの在庫を直接
次に稼働予定なのが、リパーツダイレ

購入できるというもの。

クトシステムだ。これはNGPグループ会

NGP会員企業にとってもJAPRAの在

員とその取引先とがインターネット経由

庫約150万点も供給可能になるため、取

他にも別システムがスタンバイ

以上、「お客様第一主義」を貫き、業
界発展のために尽力するNGPグループ。
それを支えるコンピュータシステムに今
後も要注目だ。

一元一体体制本格スタート
㈱スーパーライン本社が新事務所で営業開始！
！
―「ＮＧＰコールセンター」も9月１日から新たにスタート―
㈱スーパーライン本社は、今まで事務

部品在庫データも旧システムより順調に

所があった滋賀県長浜市から新しく

移行しており、8月末現在で在庫保有数

NGPグループ本部も入った東京都港区

は95万点になりました。
また、トヨタ共販様に向けて今まで行

の新事務所に移転し、9月16日より営業

っていたリサイクル部品の受注センター

をスタートしました。
㈱スーパーラインでは、NGPグルー

業務を新システム活用の「リパーツダイ

プのパートナー企業として、今までシス

レクト」 による仕組みに移行し、 9月1

テムの運営や全損車引取業務などの業務

日より「NGPコールセンター」として

を行ってきましたが、今回の事務所移転

新たに業務をスタートさせました。（9月

によって、今まで以上にお互いパートナ

の受注件数は400件になりました。
）

ーシップを発揮して、NGPグループと

この他にも現在、㈱スーパーラインで

の一元一体体制のもと、お客様へ、より

は、あいおい損害保険㈱様と進めている

充実したサービス提供が図れる体制が整

全損車両の「新・車両画像システム」導

いました。

入による車両引取拡大の推進や協調関係

まず、事務所移転に先駆けて、7月１

にある㈱ビッグウェーブ様とNGP共同

日から稼動を開始した㈱スーパーライン

プロジェクトによる「リサイクル部品の

が運営する「新NGPシステム」は、当

統一品質基準化支援活動」など、新しい

期末でシステム導入会社が182社に到達。

取り組みにもチャレンジしています。

ＮＧＰグループ第1７回定期総会
回定期総会・大会

新生ＮＧＰグループの定期総会・大会が10月16日に名古屋で開催
船出を迎えた新生NGPグループですが、

で、メンバー各位の環境経営の取り組み

県名古屋市の名古屋東急ホテルにおい

今回の定期総会・大会から本格スタート

を進め、業界の発展を目指す企業集団と

て、「NGPグループ第17回定期総会・大

を切ることになります。

して邁進していきます。

NGPグループでは、10月16日、愛知

自動車リサイクル法の本格施行を目前

次号のNGPニュースでは、この定期

に控え、NGPグループは新たな気持ち

総会・大会の模様を特集で紹介します。

会」を開催します。
本年度は新システムを構築し、新たな

１５年７月３１日
メイトからメンバーに移行
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ブロック名

中四国ブロック

社

名

ウエイクパーツ

住

所

岡山県岡山市米倉８６番地

TEL

０８６-２４３-６０５９

代表者名

代表 和気達夫

当社は、中国ブロック７０４のクレストパーツ㈱中村
解体様のご指導のもとに、一年間メイトとして勉強をさせていた
だきました。社員教育・商品美化に力を入れてまいりました結果、
売上目標の２，
２００萬円の達成もいたしました。これも皆様のご尽
力の賜物と感謝いたしております。今後は、メンバーの一員として、
今まで以上に社員一同、一丸となり日々切磋琢磨し皆様に可愛が
っていただける会社づくりを目指します。今後とも、御指導、御鞭
撻の程お願いします。

１５年９月３０日
入 会

中四国ブロック

社

名

株式会社山陰エコ・リサイクル

住

所

島根県八束郡美保関町大字森山１５番地

TEL
代表者名

０８５２-７２-９３０１
取締役 福島伸光

一言
今回、
ＮＧＰグループに入会致しました㈱山陰エコ・リサイクルです。今年４
月に新しく会社を設立し、現在、廃車の受入体制を整えております。会社設立当初は何を
どのように進めて良いのか分からず手探り状態でしたが、
ＮＧＰグループに入会させてい
ただいたことで、中四国ブロック会員の皆様から色々とアドバイスを頂き大変心強く思っ
ております。今後とも、ご指導の程宜しくお願い致します。

メンバー会員 組織変更
コードNo.

会社名

変更日

変更内容

101

有限会社ライラック車輌

15年10月1日

組織

変更後
株式会社ライラック車輌

時代が求めるリサイクル・パーツを、
全国ネットのNGPグループが、お届けします。

㈱栃木パーツ

北海道ブロック
㈱ライラック車輌

TEL.0133-73-7100
北海道札幌市石狩市新港西3丁目737番地
㈱空知オートパーツ TEL.0125-34-4100
北海道赤平市共和町220番地58
㈱辻商会
TEL.0166-47-2771
北海道旭川市永山町11丁目30番地2
㈱金太郎部品
TEL.0155-31-2981
北海道河東郡音更町宝来北1条7丁目1番地
㈲オートパーツ長谷山 TEL.0166-75-4802
北海道旭川市西神楽1線15号359−1
㈲まるふく八田商会 TEL.0165-34-2457
北海道上川郡剣淵町元町
㈱アシスト・フクダ TEL.0138-48-2000
北海道函館市西桔梗町818−17
㈲プロス
TEL.011-380-2633
北海道江別市江別太403−1
㈱カーエム滑川
TEL.0155-34-3280
北海道帯広市西16条北2丁目38番8号
ビークル（大東開発㈱） TEL.0144-55-3374
北海道苫小牧市字沼ノ端23−2
㈲ケーエー車輌
TEL.011-377-5577
北海道北広島市大曲804番地37
㈲オカダオートパーツ TEL.0155-62-6833
北海道河西郡芽室町東芽室北1線6番25
Ｒパーツルモイ
TEL.0164-43-5330
北海道留萌市栄町3丁目42番地

東北ブロック
㈲近田商事

TEL.0178-62-5471
青森県三戸郡五戸町字大学沢16番地の2
㈲西武オートパーツ TEL.0229-23-3071
宮城県古川市稲葉字亀の子39−1
㈲大友自動車工業 TEL.022-386-2461
宮城県名取市高舘熊野堂字飛鳥西9番地の17
ABOパーツセンター（阿保解体㈱） TEL.0172-33-6465
青森県弘前市大字神田5丁目3の7
㈲むつパーツ
TEL.0175-22-1021
青森県むつ市南赤川町10−18
㈲福島リパーツ
TEL.024-946-1180
福島県郡山市安積町笹川字北向72
㈱永田プロダクツ
TEL.0234-22-0307
山形県酒田市東町1丁目24番地16号
㈲サン・アール
TEL.0184-22-5740
秋田県本荘市石脇字尾花沢57
㈱マイテック
TEL.0238-84-7601
山形県長井市九野本3227
㈲安澤商店
TEL.0248-27-1736
福島県西白河郡泉崎村太田川上礼堂55−1
㈲富山商会金屋工場 TEL.024-944-1280
福島県郡山市田村町金屋字マセロ48
三陸パーツセンター TEL.0193-42-7722
岩手県上閉伊郡大槌町安渡3丁目2番30号
㈲オートセンターNAO TEL.0242-55-1055
福島県大沼郡会津高田町字宮里12
㈱ナプロフクシマ
TEL.0240-35-0100
福島県双葉郡浪江町大字高瀬字小高瀬迫189−2
㈲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

北関東ブロック
㈲佐藤商事

TEL.0254-62-2178

新潟県岩船郡荒川町切田1042−2

TEL.0283-23-3256

㈱金沢ヨコイ部品

TEL.076-239-4510

栃木県佐野市高萩町399

石川県金沢市湊3丁目3の2

㈱共伸商会

㈱ハセ川自動車

TEL.025-386-1555

TEL.0765-22-6510

新潟県豊栄市樋ノ入1389−3

富山県魚津市岡経田1380

㈲黒埼部品

津田鋼業㈱

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

東関東ブロック
㈲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

南関東ブロック
㈱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

中部北陸ブロック
㈲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
TEL.0776-51-3253
福井県坂井郡春江町中筋高田1−2

㈱ナカスジオートパーツ

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

中部東海ブロック
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

関西ブロック
㈱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

中四国ブロック
㈱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
岡崎車輌部品㈱
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
㈱山陰エコ・リサイクル TEL.0852-72-9301
島根県八束郡美保関町大字森山15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

九州ブロック
㈱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

