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強い認識を持って短期間に�
自動車リサイクル法施行までの準備を�
完了するよう努力邁進していきます�

平成16年　会長年頭所感�

新年明けましておめでとうございます。

平成16年の新春を迎え一言ご挨拶申し上

げます。

昨年を振り返りますと、国際紛争、世

界経済の停滞、そして国内ではデフレ経

済を受けた個人消費の低迷などもあり、

まさに厳しい１年でありました。その中

にあって自動車業界は新車需要、中古車

需要がわずかとはいえ対前年を上回るな

ど、暗さの目だった国内経済では数少な

い薄明かりの見える存在でありました。

さて、自動車リサイクル部品業界を取

り巻く問題に触れますと、来年１月から、

いよいよ自動車リサイクル法が全面施行

されることもあり、昨年はさまざまな業

界、事業者を巻き込んだ激動の年となっ

た感があります。路上放棄、野積み、有

害廃棄物など負の側面ばかりが喧伝され

てきた解体自動車でしたが、循環型経済

を支える先端ビジネスに生まれ変わった

転換の年でもありました。

リサイクル部品業界グル－プの最大手

となるNGPグル－プでは、需要家である

自動車整備業界の皆様から安心してお取

引をいただくため、個別企業単位では適

正処理、保管など遵法化の設備投資を進

める一方、商品化技術、製品保証体制の

強化、部品倉庫の拡充など、供給力を引

き上げる努力にも邁進してまいりました。

それを補完するためにグル－プ総意で社

員教育の充実、ISO環境マネジメントシ

ステムの取得などにも注力し、当業界で

はもっともすすんだ対応とご評価いただ

ける段階に近づけたと自負しております。

とはいえ、お客様満足というもっとも

シビアな側面から見ると、まだまだであ

ることには変わりなく、今年も信頼され

るグル－プ、事業者となることを目指し

た取組み、迅速的確な対応をしてまいり

ます。

また、自動車リサイクル法への対応で

は解体業及び破砕業許可の手続きは本年

7月1日と定められ、自動車解体業として

の業許可の取得はもちろん、フロン、エ

アバッグ、タイヤ、バッテリ－、油液な

ど、適正な回収処理などコンプライアン

スに十分配慮した新たな時代に即した経

営を目指さなければなりません。

自動車リサイクル法は、自動車製造責

任を追及する立場からメーカーが解体事

業者への選択権を持った図式となり、解

体事業者の設備・処理能力・資格等を基準

として選別が始まることが予測されます。

また、大資本系企業は資本力やオーク

ションの仕組みを背景に使用済自動車の

仕入市場参入に狙いを絞っています。弱

体質の業者は、淘汰されるという競争原

理が強く動き出します。

各会員は、この現状を真摯に受け止め、

今年の１年は6ヶ月しかない、その間が

全ての結果となるとの強い認識をもち、

短期間に法施行への準備完了されるよう

努力に邁進していただきたいと考えてお

ります。

今後は、自動車整備業界・損害保険会

社・リース会社等とのアライアンスを構

築し、自動車循環型社会で認知される提

携戦略をNGPグループ執行部が中心とな

って強く展開してまいります。

会員メンバーの皆様には、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並び

にご支援を切にお願いいたしたく存じま

す。

今年の年頭にあたり、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グループ会長　青木勝幸



ＮＧＰグループのスーパーメイト�
会員９社が新たに正会員として加盟�いよいよ、本格施行開始まで残り1年

を切った自動車リサイクル法。しかしな

がら、自動車解体事業者は、その前に業

許可の取得が2004年の7月までに義務付

けられている。

すでに廃棄物処理法（以下、廃掃法）

の業許可を持つ自動車解体事業者は、リ

サイクル法施行とともに、同法への許可

が移行することになっているが、この廃

掃法の許可基準は各地方自治体によって

許可水準がまちまちであったため、地域

によっては業許可の取得の大きな妨げと

なっていた。しかしながら、この自動車

リサイクル法では、その地域格差を無く

し、正規に解体事業を営むものが平等に

その許可が受けられる制度とするとして

いる。

また、工場が市街化調整区域内にある

事業者でもきちんとした対処、環境設備

をすれば、廃掃法の業許可を取得できな

かった事業者でも、原則、自動車リサイ

クル法の解体業の許可を受けられること

となった。

そこで重要となってくるのが、解体事

業者が業の許可を申請する際に提出を求

められる「標準作業書」ということにな

る。

この作業書には、使用済み自動車の保

管方法、廃油・廃液の回収、事業所から

の流出防止及び保管の方法から、使用済

み自動車の解体方法、油水分離装置等の

管理、回収した有用部品の保管・管理の

方法までを明記した手順書で、行政は各

事業所より提出されたこの標準作業書と

事業計画を合わせて、各事業所の解体処

理能力を判断し、業認可を認めるものと

する。

「今回のリサイクル法では、廃掃法の設

備・環境といったハードがクリアしてい

なければ、“絶対に許可しない”という

ものから、企業努力（ソフト面）によっ

てハード面が十分にカバーできると標準

作業書によって認められれば、業許可を

認めるという法律であり、廃掃法から見

れば、かなり緩やかな法律になっている」

と環境省・自動車リサイクル対策室の担

当は話している。しかし一方で、作業書

と事業計画から見ても、使用済み自動車

の適正処理が不可能であると判断した場

合、絶対に許可は認められない。仮に廃

掃法の許可から移行した事業者でも、そ

の能力がない、あるいは作業書通りに事

業計画が進められていない事業者には

“業許可の取り消し”という厳しい判断

をすることもあるとしている。

環境省などの関係省庁では、現在この

「標準作業書」のガイドラインを作成中。

早ければ今年1月中にも発表するとして

いる。

2004年3月4日から7日までの4日間の

日程で、千葉県・幕張メッセ（日本コン

ベンションセンター）で開催される「第

3回国際オートアフターマーケット

EXPO2004」に、NGPグループは今年も

展示ブースを出展する。

同見本市は、経済産業省や日本貿易機

構が組織するオートアフターマーケッ

ト・ビジネスウィーク推進協議会が施策

として開催する、自動車部品・用品を主

とした国内唯一のカーアフターマーケッ

トフェアであり、ＢtoＢのトレードショ

ーとなっている。

主催は、（社）日本自動車部品工業会を

はじめとする国内の自動車関連の主要19

団体とMEMA（米国自動車部品工業会）、

SEMA（米自動車用品工業会）が協賛

し、国内外300社以上の有力企業が出展、

自動車補修部品やリサイクルパーツ、カ

ー用品・アクセサリーをはじめ、カーデ

ィテイリング関連資材や、現在のアフタ

ーマーケットのトレンドとなっている軽

補修・リペアといった自動車整備関連分

野の出展まで、幅広いビジネス提案を行

うショーとして関連業界関係者はもちろ

んのこと、広く一般ユーザーからも注目

が集まっている。

NGPグループでは、第1回から同ショ

ーにブースを出展。国内の自動車リサイ

クルパーツの認知度アップに努める一方

で、NGPブランドの商品の優れた品質、

ネットワークによる供給力の高さなどを

PRしてきた。

今回の展示会では、今まで以上に明確

な品質基準や、確かな商品化を実現して

いるNGPブランド商品の優位性を、広

く来場者にアピールするとともに、来年

1月から施行される自動車リサイクル法

に対応した使用済み自動車適性処理の取

り組みについても紹介していく。

（次号でも、同ショーに関する詳細情報

を紹介します。）

カウントダウンが始まった自動車リサイクル施行に向けて�カウントダウンが始まった自動車リサイクル施行に向けて�
解体業の許可申請に係る標準作業書作成が急務に!!

標準作業書のガイドラインでは、“使用済み自動車の保管
方法について、敷地境界を囲む塀から３メートル以内は３
メートル、それより内側は４．５メートルまでの積み上げと
する”といった具体的な指針も記載されるという。

前回、IAAE2003のNGPグループの展示ブース。

IAAEプロジェクト会議では、ショーの企画、準備が
急ピッチで進行中。（平成15年12月16日、NGPグル
ープ本部にて）

第３回国際オートアフターマーケットＥＸＰＯ２００４に�
ＮＧＰグループがブースを出展�
第３回国際オートアフターマーケットＥＸＰＯ２００４に�
ＮＧＰグループがブースを出展�

ＮＧＰブランドの高品質リサイクル部品をエンドユーザーにアピール�
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NGPグループ新会員制度を導入�

N G P 通 信 欄 �

会　社　名� 会社代表者� 電話番号� FAX番号� 郵便番号� 住　　所�ブロック�コードNo.

＜新規会員＞�

＜新規支店・営業所＞�

＜住所・電話番号等変更＞�
＜退　会＞�

　　　　105　石上車輌㈱ 石上　　剛 011-853-0424 011-859-2005　062-0052　北海道札幌市豊平区月寒東２条１０丁目４－１７�

北海道　106　㈱オートパーツ三伸 佐々木　力 011-381-7000 011-380-2421　069-0822　北海道江別市東野幌７３１－３０�

　　　　114　㈲樽前商会 矢田　守雄 0144-67-0201 0144-61-2011　059-1275　北海道苫小牧市字錦岡７９－３�

　　　　352　カースチール㈱ 中嶋　　朗 027-251-6365 027-255-1377　371-0852　群馬県前橋市総社町総社２９１３番地�

北関東
　354　3R㈱ 山口　徳行 0480-23-1000 0480-23-1005　346-0028　埼玉県久喜市河原井町１７�

　　　　356　中村オートパーツ㈱ 中村　秀隆 049-227-4435 049-227-4436　350-0822　埼玉県川越市山田東町１６６０－１�

　　　　399　㈱ユーパーツ 清水　信夫 048-524-0610 048-520-2006　360-0023　埼玉県熊谷市佐谷田１２８５－２�

東関東　498　㈱ユピック 入村健二郎 03-3736-0431 03-5711-7292　144-0051　東京都大田区西蒲田６－３６－１１  西蒲田ＮＳビル８Ｆ�

南関東　451　㈱コーエイ 高山　正昭 053-462-1128 053-468-1243　435-0016　静岡県浜松市和田町８６８－１�

北海道
　
108
　
㈱金太郎部品

　
11月15日

 住　　所　北海道帯広市西20条北2丁目22�

　　　　108　㈱金太郎部品　12月25日 電話番号　0155-41-2981�

中部東海
　505　㈱コマゼン　　  1 月 1 日 電話番号　0567-55-0672�

中部東海　591　豊川パーツセンター　12月 1 日 社名変更　トヨカワパーツセンター�

関　西　610　㈲オートワーク通商   12月 1 日 住所変更　兵庫県龍野市揖西町土師1丁目27

会　社　名� 会社代表者� 電話番号� FAX番号� 郵便番号� 住　　所�ブロック�コードNo.

会 社 名� 変更日�変更内容� 変 更 後�ブロック�コードNo.
会 社 名� 退会日�ブロック�コードNo.

北海道　199　石上車輌㈱恵庭店 石上　　剛 0123-37-0555 0123-39-0550　061-1364　北海道恵庭市下島松８０１番地３�

　　　　306　ユーパーツ大宮店 清水　信夫 048-652-0505 048-660-1835　331-0812　埼玉県さいたま市北区宮原町３－１６７ 桜井ビル１F�

　　　　353　カースチール㈱東毛営業所 中嶋　　朗 0276-56-6411 0276-56-6412　370-0321　群馬県新田郡新田町木崎１７８０－４�

　　　　394　ユーパーツ熊谷店 清水　信夫 048-528-7641 048-528-7642　360-0023　埼玉県熊谷市佐谷田１２０２－１ ２F�
北関東

　396　ユーパーツ宇都宮店 清水　信夫 028-649-5967 028-651-2880　321-0942　栃木県宇都宮市峰２丁目４番５号 サンステイト１F�

　　　　397　ユーパーツ前橋店 清水　信夫 027-255-5651 027-290-1691　371-0847　群馬県前橋市大友町３－９－２ 第２伸栄ビル３Ｆ�

　　　　398　ユーパーツ水戸店 清水　信夫 029-226-4261 029-222-3837　310-0035　茨城県水戸市東原２－１－３５ 小林ビル２F�

　　　　491　ユーパーツ八王子店 清水　信夫 0426-37-5580 0426-37-5583　192-0907　東京都八王子市長沼町２０６-３ ブルーパールビル１Ｆ�

東関東
　492　ユーパーツ千葉店 清水　信夫 043-223-6423 043-223-6421　260-0018　千葉県千葉市中央区院内２－１２－１ 金子ビル１F�

　　　　495　ユーパーツ足立店 清水　信夫 03-3860-6051 03-3860-6052　121-0061　東京都足立区花畑２－４－１９－３F�

　　　　496　ユーパーツ練馬店 清水　信夫 03-5372-1890 03-5372-7391　177-0041　東京都練馬区石神井町２－１３－１７ 龍英ビル２Ｆ�

中部東海　594　ユーパーツ名古屋店 清水　信夫 052-243-9800 052-269-1658　460-0012　愛知県名古屋市中区千代田５－１１－１１ クマザキビル東館６Ｆ�

中部東海　586　コマゼン名西　　　　 12月31日�

中部東海　593　コマゼン名南　　　　 12月31日�

メ イ ト　453　メタルリサイクル㈱千葉パーツセンター　  12月31日�

NGPグループでは、この程既存のメ

イト制度を改定した新しいグループの会

員制度を導入した。

青木会長は「新生NGPグループは、

開かれたグループへ改革し、業界の責任

ある立場として、本格施行を間近に控え

た自動車リサイクル法に貢献する業界作

りの中心的立場として取り組んでいくこ

とを目的として、新たに会員制度を改善

することにしました。」と新会員制度の

導入で、より強固なパートナーシップで

結ばれたメンバー会員を中心としたグル

ープ運営の基盤を作るためとした。

今回の新会員制度では、今まで正会員

に準ずる会員資格として、㈱NGPのメ

イトという位置付けにあるスーパーメイ

ト会員と正会員が紹介するメイト会員が

あったが、スーパーメイト会員を廃止し

て、新たに“準会員”の制度を設けた。

（NGPグループでは、いずれメイト制度

自体を廃止するとしている）

また、既存のスーパーメイト会員であ

った9社は、この度新たに正会員として

NGPグループのメンバーに加わること

となった。（新規メンバーとなった9社は

下記のNGP通信欄を参照）

スーパーメイト会員を集めての新会員制度説明会
（平成15年12月8日、NGPグループ本部にて）
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㈱ライラック車輌 TEL.0133-73-7100�
北海道石狩市新港西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��
石上車輌㈱ TEL.011-853-0424�
北海道札幌市豊平区月寒東２条１０丁目４－１７�
㈱オートパーツ三伸 TEL.011-381-7000�
北海道江別市東野幌７３１－３０�
㈱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.0155-41-2981�
北海道帯広市西20条2丁目22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�
㈲樽前商会 TEL.0144-67-0201�
北海道苫小牧市字錦岡７９－３��
㈲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�
㈲アルズ TEL.0154-38-4471�
北海道釧路市文苑3丁目49－8�
Ｒパーツルモイ TEL.027-254-5651�
北海道留萌市栄町3丁目42番地 �
石上車輌㈱恵庭店 TEL.0123-37-0555�
北海道恵庭市下島松８０１番地３　�
�
　�
㈲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�
�
　�
㈲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�
カースチール㈱ TEL.027-251-6365�
群馬県前橋市総社町総社2913番地�
㈱３R TEL.0480-23-1000�
埼玉県久喜市河原井町17�
中村オートパーツ㈱ TEL.049-227-4435�
埼玉県川越市山田東町１６６０－１�
㈱ユーパーツ TEL.048-524-0610�
埼玉県熊谷市佐谷田１２８５－２�
ユーパーツ大宮店 TEL.048-652-0505�
埼玉県さいたま市北区宮原町３－１６７ 桜井ビル１階�
カースチール㈱東毛営業所 TEL.0276-56-6411�
群馬県新田郡新田町木崎1780－４�
ユーパーツ熊谷店 TEL.048-528-7641�
埼玉県熊谷市佐谷田１２０２－１ ２F��
㈱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�
ユーパーツ宇都宮店 TEL.028-649-5967�
栃木県宇都宮市峰２丁目４番５号 サンステイト１階�
ユーパーツ前橋店 TEL.027-255-5651�
群馬県前橋市大友町３－９－２ 第２伸栄ビル３Ｆ�
ユーパーツ水戸店 TEL.029-226-4261�
茨城県水戸市東原２－１－３５ 小林ビル２階�
　　�
　�
㈲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�
㈱ユピック TEL.03-3736-0431�
東京都大田区西蒲田６－３６－１１ 西蒲田ＮＳビル８Ｆ
ユーパーツ八王子店 TEL.0426-37-5580�
東京都八王子市長沼町２０６－３ ブルーパールビル１Ｆ�
ユーパーツ千葉店 TEL.043-223-6423�
千葉県千葉市中央区院内２－１２－１ 金子ビル１F�
ユーパーツ足立店 TEL.03-3860-6051�
東京都足立区花畑２－４－１９－３階�
ユーパーツ練馬店 TEL.03-5372-1890�
東京都練馬区石神井町２－１３－１７ 龍英ビル２Ｆ�
　　�
　�
㈱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�

㈱コーエイ TEL.053-462-1128�
静岡県浜松市和田町８６８－１�
㈱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.0567-55-0672�
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��
㈱アートパーツ長野 TEL.0263-40-2100�
長野県松本市島立1132－21��
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�
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�
トヨカワパーツセンター 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�
ユーパーツ名古屋店 TEL.052-243-9800�
愛知県名古屋市中区千代田５－１１－１１ クマザキビル東館６Ｆ�
�
�
㈱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�
兵庫県龍野市揖西町土師１丁目２７��

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�
㈱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
　�
　�
㈱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 ２F

崎�

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。�
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