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自動車リサイクル法がいよいよスタート!!

NGP日本自動車リサイクル事業協同組合では
解体業許可を全社で取得!!
来年1月1日から完全施行となる自動車リサイクル法に向けて、NGP日本自
動車リサイクル事業協同組合では、自動車解体を行っている（一部破砕事業も
含む）組合員全社が解体業許可を取得。使用済自動車の適正処理を行う上で必
要な要件を全て満たし、万全な体制で新法スタートを迎える。

入念な準備で解体業許可を
組合員全社で取得!!

廃油・廃液は回収装置を使って適正処理
を行う

NGPでは、自動車リサイクル法の解体業許可取得以
外でも積極的な環境経営に取り組んでいる。

フロン類の回収破壊も解体事業者に義
務化がなされた。

法令遵守の適正処理と
NGPブランドの高品質リサイクル
パーツで自整業をバックアップ

青木勝幸理事長が新潟県東京事務所を訪れ、
中越大地震被災者に義援金を贈る
所青
長木
に勝
義幸
援理
金事
が長
手か
渡ら
さ南
れ英
た雄
︒新
潟
県
東
京
事
務
所

（1）中古車として下取る場合

（2）使用済自動車として引取る場合

第36回NGP初期指導研修会を開催!!

初期指導研修会、研修生と講師スタッフ全員で記念撮影

NGPの強い仲間意識を研修生に語
る青木勝幸理事長

N G

研修を終えた各社代表による決
意表明

P 通 信 欄

１６年１０月３１日
加入

１６年１０月３１日
加入
支部名

北海道

支部名

中部東海

社 名

釧路オートリサイクル㈱

社 名

㈲ジーパーツ

住 所

北海道釧路市新野２４-１０８４

住 所

愛知県知多郡武豊町
大字冨貴字北側４５-７

TEL
代表者名

０１５４-５７-３７１８
TEL

佐藤龍治 工場長

代表者名

一言

０５６９-７４-１００７
竹内俊之 代表取締役

一言

この度、
ＮＧＰ日本自動車リサイクル事業協同組合に加入しました北海道の釧路オー
トリサイクル株式会社です。
弊社は日本で唯一石炭生産と販売を行っている釧路コールマイン株式会社を母体に
立ち上げた新会社で本年12月1日稼働予定です。
全くの異業種からの参入であり不安なこともありましたが、
ＮＧＰの各研修で執行部
の皆様の熱意ある指導を受けたり、北海道支部の組合員の心温まる指導援助を受けな
がら加入出来た事に本当に感謝しております。
協力してくれた組合員の皆様の期待に応える為にも、早く登録会社になりＮＧＰ三大
信条を基本にお客様に信頼される会社作りを目指す覚悟です。
今後共、釧路オートリサイクル株式会社へのご指導、ご支援を宜しくお願い致します。

この度、
ＮＧＰ日本自動車リサイクル事業協同組合へ加入させていただき
ました㈲ジーパーツと申します。入会に際してはNGPの皆様には多大な御支
援、御協力をいただき誠にありがとうございました。又御迷惑をおかけしまし
た事をお詫び申し上げます。
私ども㈲ジーパーツは約２年間メイト会員として部品供給させていただい
ておりました。
今後もお客様のためにNGPの名に恥じないよう、より良い商品を供給でき
るように全社員の力を結集して努力してまいります。
今後とも㈲ジーパーツをよろしくお願いいたします。

＜組合員情報変更＞
支部
北海道

コードＮｏ.
117

会社名

変更内容

ビークル大東開発（株）

123

釧路オートリサイクル（株）

209

アルトレック青森
（旧社名「ＡＢＯパーツセンター」）

16年11月 1日

電話・FAX

TEL 0154-57-3718

16年11月19日

社名・移転

アルトレック青森
〒038-1304 青森県南津軽郡浪岡町大字高屋敷字社元14-1
TEL 0172-69-1199 FAX 0172-62-1560

東北

中部北陸

219

（有）三陸パーツセンター

522

（株）
リペアパーツ

502

（有）名古屋解体メイカイパーツ

（変更前「三陸パーツセンター」）

会社組織
・移転
会社組織
・会社代表

（変更前「（有）
リペアパーツ」）

中四国

709
807

九州

901

（株）ハセ川自動車長野営業所
岡崎車輌部品（株）

FAX 0154-57-3739

（有）三陸パーツセンター
〒028-1361 岩手県下閉伊郡山田町織笠15-20-1
TEL 0193-81-1155 FAX 0193-82-0044
（株）
リペアパーツ

代表取締役

金山 千賀子

16年11月19日

16年11月25日
16年11月13日

移転

〒463-0003
愛知県名古屋市守山区下志段味落合376番地

16年11月15日

移転

〒383-0054 長野県中野市立ヶ花413番地
TEL 0269-24-7123 FAX 0269-24-7336

16年11月 1日

岡崎車輌部品（株）
岡山県瀬戸内市長船町長船1224-1

16年11月 1日

中部東海
592

変更日

ビークル大東開発（株）

社名

（旧社名「ビークル」）

変更後

（「崎」
を「崎」に表示変更）

社名表記
・市名表示

徳島オートパーツ（有）

会社代表

大杉

雅一

16年11月 3日

会社代表

中島

邦晃

16年 9月 1日

（株）オートリサイクルナカシマ

（市名「邑久郡」→「瀬戸内市」に表示変更）

＜新支店・営業所＞
支部

コードＮｏ.

南関東

490

会社名
メタルリサイクル（株）
千葉パーツセンター

代表者
夏川 博

電話番号

FAX番号

郵便番号

住所

加入日

04-7190-0980

04-7190-1180

277-0924

千葉県東葛飾郡沼南町風早1-9-4

16年11月20日

NGP日本自動車リサイクル事業協同組合が
信頼のリサイクルパーツを皆様にお届けします。
北海道支部
㈱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
TEL.0166-47-2771
北海道旭川市永山町１１丁目３０番地２
㈲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
TEL.011-380-2633
㈲プロス
北海道江別市江別太４０３−１
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
TEL.011-377-5577
㈲ケーエー車輌
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
TEL.0154-38-4471
㈲アルズ
北海道釧路市文苑３丁目４９番８号
㈱鈴木商会（ＥＬＶ旭川工場）TEL.0166-48-0000
北海道旭川市永山町１０丁目６５番地６
TEL.0155-38-8011
㈱エルバ北海道
北海道帯広市西２３条北４丁目１−２７
釧路オートリサイクル㈱ TEL.0154-57-3718
北海道釧路市新野２４−１０８４
TEL.0157-66-5775
㈲ボールド
北海道北見市柏木４番地１２
㈱マテックＥＬＶ石狩 TEL.0133-60-4828
北海道留萌市栄町３丁目４２番地
TEL.0164-43-5330
Ｒパーツルモイ
北海道石狩市新港南１丁目２２番地１６

㈱辻商会

東北支部
㈲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
アルトレック青森
TEL.0172-69-1199
青森県南津軽郡浪岡町大字高屋敷字社元14-1
㈲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.0193-81-1155
岩手県下閉伊郡山田町織笠15-20-1
㈲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
㈲アイエス総合
TEL.0220-21-5153
宮城県登米郡迫町佐沼字散田５６−１
㈱青南商事盛岡支店アルトレック矢巾 TEL.019-698-3399
岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢第１０地割字大下田１８３-３
㈱マイテック天童営業所 TEL.023-655-5558
山形県天童市大字高擶字伊達城北３１３６−１
㈱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

北関東支部
TEL.0254-62-2178
新潟県岩船郡荒川町切田１０４２−２
TEL.0283-23-3256
㈱栃木パーツ
栃木県佐野市高萩町３９９
TEL.025-386-1555
㈱共伸商会
新潟県豊栄市樋ノ入１３８９−３
TEL.025-377-2410
㈲黒埼部品
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
TEL.0296-32-1893
㈲田崎商店
茨城県結城市大字中１３４
TEL.0270-76-3683
㈲拓殖商会
群馬県佐波郡境町大字伊与久２４０５−１
TEL.0258-22-3519
㈱サンブン
新潟県長岡市摂田屋町２８０６番地

㈲佐藤商事

㈲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
㈱ＣＲＳ埼玉
TEL.049-228-5111
埼玉県川越市芳野台２−８−３６
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.0480-26-3559
埼玉県久喜市河原井町17
メタルリサイクル㈱パーツセンター TEL.0492-99-2733
埼玉県比企郡川島町戸守４４０番地
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

南関東支部
㈱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

㈲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
㈱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
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
㈱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
㈲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
㈲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
山梨県甲斐市富竹新田１６５７−２
㈱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
メタルリサイクル㈱千葉パーツセンター TEL.04-7190-0980
千葉県東葛飾郡沼南町風早１−９−４
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.025-377-2410
千葉県千葉市中央区院内２−１２−１ 金子ビル１Ｆ
㈱マルトシ青木浜松営業所 TEL.0299-48-1398
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
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

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19番26号
TEL：03-5475-1208
FAX：03-5475-1209
http://www.ngp.gr.jp

高輪光ビル5F

㈱NGP
〒108-0074 東京都港区高輪3丁目19番26号
TEL：03-5475-1200
FAX：03-5475-1201

高輪光ビル5F

中部北陸支部
㈲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
TEL.076-239-4510
㈱金沢ヨコイ部品
石川県金沢市湊３丁目３の２
TEL.0765-22-6510
㈱ハセ川自動車
富山県魚津市岡経田１３８０
TEL.0778-43-1701
津田鋼業㈱
福井県今立郡今立町不老２９−７
TEL.0767-57-2114
㈱リペアパーツ
石川県七尾市白馬町５８−１３−１
TEL.0766-67-2721
㈲山一商店
富山県小矢部市岡２６０−１
TEL.0766-74-3022
㈲堀川自動車商会
富山県氷見市万尾８４０番地１
㈲メタルオート北陸 TEL.0761-21-0168
石川県小松市白江町 ロ６２番地

中部東海支部
㈲名古屋解体メイカイパーツ TEL.052-736-4741
愛知県名古屋市守山区下志段味落合376番地
TEL.05675-5-0672
㈱コマゼン
愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字中梅６０−２
TEL.0566-22-3709
㈱テラダパーツ
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
TEL.0532-53-3907
㈱吉田商会
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
TEL.0568-26-6363
アーク㈱
愛知県西春日井郡西春町大字中之郷字天神１３３
㈲小諸パーツセンター TEL.0267-23-7588
長野県小諸市和田６３９−１
TEL.0533-86-2408
㈲サイトウパーツ
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
TEL.0586-62-1757
㈲川原商会
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
TEL.0569-74-1007
㈲ジーパーツ
愛知県知多郡武豊町大字冨貴字北側４５−７
㈲山一商店高山営業所 TEL.0577-35-5963
岐阜県高山市松本町２１−５
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.0269-24-7123
長野県中野市立ヶ花４１３番地
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

関西支部
TEL.0748-22-1389
滋賀県八日市市沖野２丁目１番６号
TEL.075-983-9991
㈱エコパーツ京都
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
TEL.075-681-3431
㈱ラ・テール
京都府京都市南区上鳥羽南苗代町５−１
㈱堀尾自動車部品 TEL.0792-98-4650
兵庫県姫路市西庄甲２３６−２
TEL.073-477-0532
㈱草山パーツ
和歌山県和歌山市和佐中１１２
TEL.0739-81-2010
㈲紀南パーツ
和歌山県田辺市芳養町２７５番地
㈲オートワーク通商 TEL.0792-74-3322
兵庫県姫路市網干区浜田１５９８
TEL.0729-37-0268
ラップス
大阪府藤井寺市惣社１丁目１２−５９
TEL.06-6414-2222
㈱桜井商会
兵庫県尼崎市西向島町１５−４
TEL.0773-82-0130
㈱金子商会
京都府舞鶴市字大川１８２番地

㈱カンザキ

TEL.06-6659-0167
㈱アップツー
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

中四国支部
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
TEL.0854-23-2466
㈲山陰ＵＰ販売
島根県安来市吉佐町２
TEL.086-241-5678
㈱桃太郎部品
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
TEL.0869-66-8511
岡崎車輌部品㈱
岡山県瀬戸内市長船町長船１２２４−１
TEL.0858-52-2998
㈲東和
鳥取県東伯郡琴浦町逢束４８
TEL.082-840-1566
㈱ナカメタル
広島県広島市安佐北区小河原町２０４−７
TEL.0826-72-0333
エコテクノ㈱
広島県山県郡千代田町大字本地７３７番地
TEL.082-822-8000
㈱エビス
広島県安芸郡海田町蟹原１丁目１１番１１号
TEL.086-243-6059
ウエイクパーツ
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
TEL.087-840-3133
㈱佐伯商会
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
TEL.088-833-2072
三浦商事
高知県高知市南ノ丸町４４−１
TEL.0880-35-6181
㈲國寅商店
高知県中村市古津賀３０４５番地
TEL.0898-32-0384
㈱予洲商事
愛媛県今治市阿方甲５０１
㈲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

㈱福山セコ

九州支部
㈱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
TEL.0956-33-1532
㈱パーツライン
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
TEL.092-503-5099
㈱グッパー福岡
福岡県大野城市乙金３丁目２０番１０号
TEL.0986-52-7054
㈲ユーピー宮崎
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池４１６５
TEL.0993-56-1066
㈲鹿児島パーツ
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
TEL.0942-53-7617
㈲イノクチ
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
TEL.092-642-7320
㈱マグフクオカ
福岡県福岡市博多区千代６丁目１−７０
TEL.093-473-6340
㈱エイ・ティ・エム
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
TEL.092-623-7000
大成自動車㈲
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
TEL.0994-43-2068
㈲タバタ商会
鹿児島県鹿屋市旭原町２５６８番地8
㈱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メゾンドレクサスウエノビル２Ｆ

