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トップメッセージ
「創」
〜変革と挑戦で未来を創る〜
地球温暖化対策の国際的な枠組みを取り決めた「パリ協定」が2016年11

月に発効され、世界は脱炭素社会に向けて動き出しました。温暖化に関す
る最新の科学的知見を提供する役割を担う「気候変動に関する政府間パネル
(IPCC)」においても、温室効果ガスの累積排出量が気候変動の原因となるこ
と、及び気候変動による深刻な被害を回避する為には、今世紀末までの気温
上昇を産業革命前と比べて2℃未満に抑えなければならず、そのためには、今
世紀中の脱炭素化が必要であると結論付けられています。
日本でも温暖化による影響は起きており、最近では7月に発生した九州北

部豪雨で大きな被害を受けた福岡県や大分県ですが、全国至る所で記録的な
豪雨が発生し、多くの方々が被害に遭われていることは心が痛むところであり
ます。
こうした中、自動車リサイクル業界では、経済産業省と環境省が、

3R(Reduce/Reuse/Recycle) の高度化を加速させるための骨子を発表し
ました。2005年に自動車リサイクル法が施行され、不法投棄の未然防止や
ASR 最終処分量の極小化が図られているものの、指定回収3品目 (フロン/
エアバック/ASR)だけではなく、自動車全体で3Rを推進し質を高めていくこ
とが重要としています。具体的には一定量の再生プラスチックを使用した車の
リサイクル料金を割引きし、ユーザーの選択意識向上を促すことで、車におけ
る3Rの高度化を促していく方針です。
NGP日本自動車リサイクル事業協同組合は以前より、使用済み自動車の精

緻な解体、次世代自動車に対応すべく各種研修等に取組んでおり、世界の動
きの一歩先を行くグループとして、より一層の努力と前進を図り、地球温暖化
防止に貢献していけるよう、使用済み自動車の適法･適正な解体作業を推進し、
リサイクル部品の利用促進により、未来創造や持続可能な社会の実現に向け
て取組んでまいります。引き続き、皆様からの一層のご愛顧とご支援いただ
きますようお願い申し上げます。

NGP日本自動車リサイクル事業協同組合
理事長……佐藤幸雄
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今期も、使用済み自動車の適正処理と高品質な
リサイクル部品の生産、スピーディで確実な納
品のために様々な取組を行ってきました。これ
からも様々な活動をとおして、社会的価値の高
い企業集団を目指して活動してまいります。

【基礎研修】
■ 2016.10
第 28 回	 基礎研修会
■ 2017.4
第 29 回	 基礎研修会

【初級研修】
■ 2016.9
第 11回	 初級生産管理者研修会
第11回	 初級フロントマン研修会
第 26 回	 初級営業マン研修会
■ 2017.2
第 12 回	 初級生産管理者研修会
第12回	 初級フロントマン研修会
第 27回	 初級営業マン研修会

【中級研修】
■ 2016.11
第 30 回	 中級生産管理者研修会
第 30 回	 中級フロントマン研修会
第 30 回	 中級営業マン研修会
■ 2017.5
第 31回	 中級生産管理者研修会
第 31回	 中級フロントマン研修会
第 31回	 中級営業マン研修会

【経営者・管理者研修】
■ 2016.10
第 29 回	 経営者研修会
■ 2017.7
第 3 回	 管理者研修会	 	 	 	 	
■ 2017.8
第 30 回	 経営者研修会

【フロントマン STEPUP 研修会】
2017.5	 北陸支部
2017.6	 南関東支部
2017.6	 九州支部
2017.7	 中四国支部
2017.8	 北海道支部

【スキャンツールセミナー】
●基礎編
2017.6	 北海道支部
2017.6	 南関東支部
2017.6	 東北支部
2017.7	 北陸支部
2017.7	 中四国支部
●応用編
2017.7	 南関東支部
2017.8	 北海道支部

【精緻な解体研修】
2016.11	 北海道支部
2016.12	 北陸支部
2017.3	 南関東支部
2017.4	 東北支部
2017.6	 北関東支部
2017.6	 東海支部

【次世代自動車セミナー】
2017.2	 九州支部
2017.5	 北海道支部
2017.6	 北関東支部
2017.7	 関西支部

【技術研修】
■ 2017.2
ヘッドランプ補修技術研修会
■ 2017.6
第 20 回	 ハイブリッドカーセミナー
第10 回	 生産 STEPUP研修会
ヘッドランプ補修技術研修会

今期は研修会を「42 回」実施し、「678 名」が受講しました。

2016年度のあゆみ
	 2016年9月〜2017年8月
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2016.12
日本最大級の環境展示会「エコプロ2016」に出展

2017.8
NGP産学共同研究、追加でリユースパーツ
「40 部品」の CO2 削減効果値算出

2017.4
今までの感謝をこめて
NGP30周年ありがとうキャンペーン
を開催。

2017.4

2016.10
「中小企業団体全国大会」で優良組合表彰を受賞

2017.5
「2017年ベルマーク運動説明会」に出展

2016.10
NGP日本自動車リサイクル事業協同組合
「第12回通常総会」
株式会社NGP
「第 26 期定時株主総会」
NGP 創立 30 周年記念式典を開催

2017.5
東京都足立区「地球環境フェア2017」に出展

キャンペーン実施例
NGPギャランティシールを集めて
サマージャンボ宝くじを当てよう !
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2016年度の代表的な活動の紹介
2016年9月〜2017年8月

●NGP創立30周年記念式典を開催

NGPは創立30周年を迎え、2016年10月24日に
NGP発祥の地である九州（福岡）にて「NGP創立30
周年記念式典」を行ないました。

当日は組合員やご来賓など総勢350名にご列席いた
だき、記念すべき節目の年にふさわしい盛大な式典
となりました。

●創立30周年記念祝賀会で一堂に会した全国のNGP組合員の代表者 ●2016年度のスローガンである「創」を背に、謝辞を述べ
る佐藤理事長

● NGP の創立者大石名誉顧問への車輌贈呈では、ご子息
の佳澄様、ご令嬢のカンナ様にご登壇いただいた

●鏡開きで NGP の新たな門出を祝う ●全国より、ご来賓をはじめ、多くの方にご列席いただき、
盛大な式典を開催することができました
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●NGPの体制強化、人材育成のための研修会

私たちは基本理念を実現するとともに、事業の継続
的な発展と、企業価値向上に向けて、さまざまな研修
に取組み、ステークホルダーの期待に応えるための
体制強化を図っています。

近年では、急速に増えつつある次世代自動車に対応
する為の研修を各種実施しており、自動車技術の高
度化、時代の変化に対応した研修にも、NGPはいち
早く取り組んでいます。

●NGPの基本理念を体得する「基礎研修会」 ● NGPの歴史、基礎知識を学ぶ「初級研修会」 ●業界の動向や、リーダーシップマネジメントなど、専門的
な知識を学ぶ「中級研修会」

●次世代自動車が増加の一途をたどり続ける中、2008 年
1 月から「ハイブリッドカーセミナー」を開催しており、
今期で 20 回目

●先進予防安全技術搭載車両に対応すべく、NGPはスキャ
ンツールによる点検を経たリサイクル部品の生産にいち
早く着手。昨年に引き続き「スキャンツールセミナー」の
基礎編と、今期は応用編を全国で開催

●ヘッドランプの補修技術や樹脂に関する知識を学ぶ
「ヘッドランプ補修技術研修会」を実施
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2016年度の代表的な活動の紹介
2016年9月〜2017年8月

●NGP産学共同研究、主要売れ筋部品「91.4%」のCO2削減効果値を算出

2013年5月より、NGP・富山県立大学・明治大学と
進めている「自動車リサイクル部品産学共同研究会」
は、2016年4月にリユース部品のCO2削減効果につ
いて一定の研究成果を挙げ、HPなどで一般公開いた
しました。2017年8月には、リユース部品40部品の
CO2削減効果についての追加調査を実施し、研究成

果としてNGPの売れ筋部品「91.4%」のCO2削減数
値を算出できるようになりました。NGPは引き続き、
研究を通じ「なぜリサイクル部品が環境にやさしいの
か?」に対して説明責任を果していくと共に、リサイク
ル部品の活用啓蒙活動を進めていき、地球環境保護
に努めて参ります。

●毎月、研究成果について検討する会議を開催 ●リユース部品の追加調査を NGP 組合員工場にて実施

●部品は出来る限り細かく分解し素材と重量を調査
　(写真はACコンプレッサー)

●研究成果を「第 12 回エコバランス国際会議」で明治大学
理工学部機械情報工学科　井上全人准教授 ( 写真右 ) が
発表

●研究成果のリサイクル部品の CO₂ 削減効果
値は、NGP がリサイクル部品を販売時に発
行する見積書・納品書・請求書・検査証に
記載されています。

NGP の 産 学 共 同 研 究 の 成 果 に つ い て は
専用ホームページ「NGP エコプロジェクト」

【http://www.nepp.jp/】で公開しています。
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●ISO9001・14001・27001合同認証取得組合員会社
(株)辻商会
(有)まるふく八田商会
(株)アシスト・フクダ
(株)ビークル
(株)ケーエー車輌
(有)オカダオートパーツ
釧路オートリサイクル(株)
(株)ボールド
(株)ライズコーポレーション
(株)南商会
(株)西武オートパーツ
(有)むつパーツ
(株)福島リパーツ
(株)オートセンターＮＡＯ
(株)ナプロアース
(株)エコブリッジ
(株)アイエス総合
(株)現代
(有)榎並商会
(株)栃木パーツ
(株)共伸商会
(有)黒埼部品
(株)茨城オートパーツセンター
(有)田崎商店
(株)拓殖商会
(有)しのぶや　みどり工房
オートパーツ・イワイ（(有)岩井自動車商会）
カースチール(株)
リ・パーツ(株)坂井自動車

(有)ポプラ
(株)マルトシ青木
太田部品(株)
(株)トキオ
(株)大橋商店
(有)オートサービス東関
(有)ベストパーツ
(株)杉之間
(有)西山自動車商会
オレンジパーツ平成
(株)アンドーカーパーツ
(有)ツクダ自動車
(株)金沢ヨコイ部品
(株)ハセ川自動車
津田鋼業(株)
(株)リペア
(有)山一商店
(有)メタルオート北陸
(有)名古屋解体メイカイパーツ
(株)コマゼン
ＫＭＩ(株)
(株)テラダパーツ
エコパーツ岐阜(株)
(株)吉田商会
(有)佐竹自動車部品
(有)小諸パーツセンター
(有)サイトウパーツ
(有)オートパーツまるも
(有)川原商会

(株)アートパーツ長野
(有)ジーパーツ
(株)ワープ
(有)富士クラッチ工業所
(株)カンザキ
(株)エコパーツ京都
(株)多田自動車商会
(株)ラ・テール
(株)堀尾自動車部品
(株)草山パーツ
(株)紀南パーツ
(株)桜井
(株)金子商会
吉村エコパーツ
(株)福山セコ
クレストパーツ（(株)中村解体）
(有)山陰ＵＰ販売
(株)佐伯商会
(株)桃太郎部品
(株)オートパーツ幸城
(有)オートパーツ新居浜
岡崎車輌部品(株)
(有)東和
エコテクノ(株)
徳島オートパーツ(有)
(株)エビス
ウエイクパーツ(有)和気商店
(株)山陰エコ・リサイクル
(有)みうら

(有)國寅商店
(株)予洲商事
(有)西川商会
(有)青木興業
島根オートリサイクルセンター
(株)オートリサイクルナカシマ
(株)パーツライン
(株)オートパーツ伊地知
(株)グッパー福岡
(有)ユーピー宮崎
(株)アール・トーヨー
(有)イノクチ
(株)エイ・ティ・エム
(株)パーツランド東部
ＷＡＲＣ西日本オートリサイクル(株)
(有)オートリサイクルナカシマ福岡
(有)タバタ商会

●ISO14001認証自社取得組合員会社
(株)マテックＥＬＶ石狩
(株)エルバ北海道
(株)青南商事
(株)ユーパーツ
(株)３Ｒ
(株)ＣＲＳ埼玉
メタルリサイクル(株)パーツセンター

■ISO組合員会社一覧（2017年10月1日現在）

●「 ISO27001(情報セキュリティ) 」の全組合員取得に向けて
　 ISO合同認証(ISO9001・14001・27001)を推進

NGPでは各組合員単位で取組んできたISOマネジメ
ントシステムを、より効率的で実効性の高い全組合員
レベルでの「環境マネジメントシステム」「品質マネジ
メントシステム」へ移行させる必要があると考え、合同
認証制度を採用し取得拡大に向けて活動を推進して
きました。昨年度は、ISO合同認証に「ISO27001(情
報セキュリティ)」を追加し、更にセキュリティ能力を高
めることで、よりお客様に安心していただけるような

サービスを提供していきます。
すでに組合員141社の内104社
が環境・品質・情報セキュリティの合同認証を取得い
たしました。今後もISO(9001/14001/27001)の全
組合員取得を推進するとともに、ISOマネジメントシス
テムの有効性を通して業務の継続的改善を推進する
ことにより、自動車リサイクル事業を通して地域社会
とお客様に貢献するグループであり続けます。
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●日本最大級の環境展示会『エコプロ2016』に出展

NGPは、2016年12月8日〜10日に開催された「エコ
プロ2016」に出展しました。2006年より11年連続で
同展示会に出展しており、来場者を通してリユース部
品や自動車リサイクル部品業界に対する認知度は徐々
に高まってきており、更に環境問題を学校で学ぶ小中

学生からも高い関心を得ることができました。
また、恒例の被災地支援コーナーでは、今回も募金に
協力いただいた方に自動車エンブレムをプレゼント
し、集まった募金は「東日本大震災義援金」として日
本赤十字社を通じて寄付をさせていただきました。

●オレンジのエコバックは毎年大好評 ●リサイクル部品と環境問題の話に熱心に耳を傾ける来場者 ●クイズで楽しく学べます

●募金にご協力いただいた方に車のエンブレムをプレゼント ●リサイクル部品を経済面でもアピール ●車1台をバラバラにして分かりやすく展示

2016年度の代表的な活動の紹介
2016年9月〜2017年8月
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●東京都足立区「地球環境フェア2017」に出展

NGPは2017年5月20・21日、東京都足立区役所内で
開催された「地球環境フェア2017」に出展しました。
今回で出展は4回目となり、リサイクル部品のCO2削
減効果に関す
るクイズを出
題するなどし
て、来場者に自
動車リサイクル
の環境貢献を
PRしました。

●たくさんの応募ハガキから抽選を行う佐藤理事長（左）、長谷川会長（右）

● NGPリユース部品に貼られているギャランティシール１枚につき、ベルマーク 5 点が
付与されて います。

● NGPの活動を直接伝えることができる貴重な場となりま
した。

2017年9月～11月の3カ月間、
同様のキャンペーン を実施する
ことが決定!

詳しくはコチラ 
http://www.ngp.gr.jp/30th/

●「NGP30周年ありがとうキャンペーン」実施

2017年4月〜6月の3ヶ月間、NGPはグループ創立30
周年を記念して、自動車修理事業者様向けのキャン
ペーンを実施しました。キャンペーン賞品は、色々な

人が参加しやすく、収集・応募したい気持ちになるサ
マージャンボ宝くじとし、全国から予想を上回る多く
の応募をいただき大盛況のうちに終了いたしました。	

●「2017年ベルマーク運動説明会」に出展

2017年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「2017年ベルマーク運動説明会」に
出展しました。NGPは自動車リサイクル業界唯一のベ
ルマーク協賛団体として2012年より加入しています。
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使用済自動車の適正処理実績
●使用済自動車の適正処理で循環型社会に貢献
全国で年間約310万台の使用済自動車が発生してい
ます。これを一台1tの廃棄物で計算すると約310万tに
なり、使用済自動車はリサイクルされないと大量な廃
棄物として大きな社会問題となります。
以前に自動車の不法投棄･不適正処理が環境問題化し
たこともあり、それを防止するフロン類･エアバック類
の処理や資源を回収目的で法制化されたのが「自動
車リサイクル法」(2005年施行)です。
この法律により自動車の所有者･引取事業者･メーカー
･輸入業者の各々が使用済自動車の適正処理と管理
に責任を持つことになり、私たち自動車リサイクル事
業者の役割はますます重要になりました。

リサイクル部品の生産販売実績
●使用済自動車から高品質な
	 リサイクル部品を生産・販売

※2015年度の「販売金額」から、海外販売実績を含んでいます。

3550.indd   12 2017/10/13   10:26
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環境エコバランスデータ
●環境負荷の最小化を目指す環境マネジメント活動を着実に推進
使用済み自動車を原材料として、使用済み自動車の適正処理、リサイクル部品を生産する際の資源・エネルギーの
流れを一貫して把握し、環境負荷の低減に努めています。

■ 2016年NGP組合員事業所エネルギー消費量
支部 電力（kWh） 水（㎥） ＬＰＧ（kg） 都市ガス（㎥） ガソリン（㎘） 灯油（㎘） 軽油（㎘） 重油（㎘）

北海道 914,051 4,831 1,260 0 20 133 542 0 

東北 8,281,632 16,889 29,741 64 190 105 1,769 0 

北関東 4,957,195 17,032 5,098 2,287 62 19 1,138 0 

南関東 774,391 7,222 4,202 443 53 9 301 0 

北陸 996,145 4,500 746 0 8 16 645 0 

東海 1,276,313 17,391 4,607 312 42 20 698 63 

関西 904,056 5,582 2,086 308 20 8 644 29 

中四国 1,965,413 13,725 10,580 23 49 17 1,116 179 

九州 939,933 5,825 3,619 0 35 6 610 0 

合計 21,009,129 92,997 61,939 3,437 478 334 7,464 271 

昨年度合計 21,076,889 93,745 78,643 3,266 468 417 7,230 267 

CO₂ 排出量（㎏） 11,660,067 33,479 186,251 7,148 1,108,221 831,977 19,554,469 733,993 

昨年度合計 11,697,673 33,748 236,479 6,793 1,085,022 1,038,315 18,943,809 723,443 

CO₂- ｔ排出量合計 34,116t

昨年度合計 33,765t
【2016 年 1 月～ 2016 年 12 月】

※2016年3月までの数値は、一
般社団法人日本自動車工業会が
1998年に公開している自動車
LCAデータをベースに、NGPに
て1,500cc車両の部品重量調査
結果からCO2削減効果参考値を
算出した数値を使用しています。

※2016年4月の数値から、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部品（左右
ある部品を含むと64部品）を対
象に算出した数値を使用してい
ます。

【2016 年 1 月～ 2016 年 12 月】 【2016 年 9 月～ 2017 年 8 月】
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組合概要
●組織名：NGP日本自動車リサイクル事業協同組合

●本	 部：

〒108-0074 東京都港区高輪3-25-33 長田ビル2F

●TEL：	03-5475-1208 

●FAX：	03-5475-1209 

●創	 立：1985年4月

●理事長：佐藤幸雄

●組合員数：141組合員、185拠点  

●事業内容

健全な自動車リサイクル事業の構築を目指し、全国組

合員企業の経営意識向上、意識改革までの「企業の

社会責任」を遂行し、補修部品の消費者へ啓蒙と販売

●主要取引銀行

商工組合中央金庫東京支店 みずほ銀行五反田支店

●URL　http://www.ngp.gr.jp/

●e-MAIL　ngphonbu@ngp.gr.jp

NGP年間売上の推移

●株式会社NGP
株式会社NGPは、NGP日本自動車リサイクル事業協同組合の関連会社です。
協同組合と一元一体体制のもと、NGPグループ支援を中心に事業展開をしてお
ります。
●社　名：株式会社NGP
●所在地：

〒108-0074 東京都港区高輪3-25-33 長田ビル2F
●TEL：	03-5475-1200 
●FAX：	03-5475-1201 
●設立：1990年11月
●代表者：代表取締役  佐藤 幸雄
●事業内容	

NGPシステムの運営管理
損害保険会社及び
リース会社
使用済み自動車引取窓口業務
ISO14001コンサルティング
その他サポート
●許認可

古物商許可:東京都公安委員会第301090207822号
引取業者登録番号:20131004378
●URL　http://www.ngp.co.jp/
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1985年 4月 九州 3 社により「西日本グッドパーツグループ」として
スタート

1987年 3月 本部設立、事務所を福岡に開設
4月「日本グッドパーツ（NGP）グループ」に名称変更

1989年 6月 NGP オンラインネットワーク完成
1990年 11月 株式会社エヌ・ジー・ピーを設立

(現：株式会社NGP）
1991年 1月「NGPニュース」を創刊
1995年 11月「日本自動車リサイクル部品販売団体協議会」発足、

同協議会加盟
1998年 10月「リサイクル部品協力店」14,000 店達成
2000年 5月 大東京火災海上保険（株）（現：あいおいニッセイ同和

損害保険株式会社）との間でリサイクル部品供給、及
び全損車両回収業務提携

12月「環境経営学会」に入会
2001年 10月 トヨタ部品共販株式会社へリサイクル部品供給開始
2002年 2月 第1回国際オートアフターマーケットEXPO2002 出展
2003年 9月 ＮＧＰグループ本部を東京都港区に移転
2004年 10月「ＮＧＰ日本自動車リサイクル事業協同組合」設立 ( 経

済産業省所管）
2005年 5月 日本自動車車体整備協同組合連合会に賛助会員として

入会
6月 ＮＥＣソフトとの協同開発による新ＮＧＰシステム完成
9月 ＮＧＰシステムとＪＡＰＲＡシステム相互利用に合意
11月 廃車買取りサイト「くるマック」全国展開（現：廃車王）
12月 日本自動車車体整備協同組合連合会とNGP ダイレク

ト試験運用開始
2006年 6月 マツダ部品販売株式会社（現：マツダ・パーツ）へリサ

イクル部品供給開始
8月 あいおいエコパートナーへのNGP ダイレクトシステム

展開
BSサミット会員へのNGP ダイレクトシステム展開

10月 ロータス会員へのＮＧＰダイレクトシステム展開
12月 エコプロダクツ2006に出展

2007年 1月 JA 共済連と全損車輌回収の業務提携
2月 NPO 法人世界（旧：広島未来グループ）入会
5月 早稲田大学・JAPRA・NGP共同でCO2削減効果のデー

タベース構築
7月 オートバックスセブンと車輌引取りの業務提携
9月 ISO9001認証取得（NGP 組合本部）

2008年 4月 株式会社損害保険ジャパンと全損車両回収の業務提携
9月 海外向けNGP 個社ダイレクトシステム運用開始

2009年 3月 リターナブル梱包材運用開始
10月「コンピュータ画像検索システム」テスト運用開始

2010年 3月「クレーム情報検索の電子化」で情報収集
9月 再生資源回収利用協会視察団（中国）来日

10月 韓国リビルト工業会と交流覚書の調印
ユーザー向けに優良な整備事業者を紹介するＷｅｂサ
イト「ＮＧＰエコひろば」開設

2011年 4月 東日本大震災被害車両の回収活動実施
7月 部品ごとの「CO2 削減効果の見える化」を開始

2012年 4 月 リユース部品にベルマークをつけてベルマーク運動に協賛
10 月 業界初のテレビ CM 放映開始

2013年 1月 NGP 青年部発足
全国自動車整備協業協同組合協議会とのリサイクル部
品流通に関する提携合意調印

4 月「マフレ・ワランティ・ジャパン」と業務提携
5 月「自動車リサイクル部品産学共同研究会」を発足

12 月 廃車買取りサイト「くるマック」を「廃車王」にリニュー
アル

2014年 2 月「アップガレージ」と業務提携
3 月「東日本自動車解体処理協同組合」と業務提携
7 月「自動車リサイクル関連総合サービスサイト」を開設

10 月 かんたん鈑金見積システム「ぱっと！くん」をあいおい
ニッセイ同和損保と共同開発

2015 年 7 月「NGP パーツ王」として Amazonでリユース部品販売
開始

9 月 関東・東北豪雨被災車両の回収復興支援開始
ISO14001 認証取得（NGP 組合本部）

2016 年 3 月「クルーバー」と NGP システム連携開始
4 月 CO₂ 削減効果値の理論的根拠の発表
9 月 ISO27001 認証取得（NGP 組合本部／組合員 101 社）

10 月「中小企業団体全国大会」で優良組合表彰を受賞
NGP 創立 30 周年記念式典を開催

2 017 年 3 月 ホームページ全面リニューアル
8 月「NGP 産学共同研究会」主要売れ筋部品「91.4%」の

CO₂ 削減効果値を算出
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●北海道	 	
(株)辻商会 旭川市 TEL.0166-47-2771
(有)まるふく八田商会 上川郡 TEL.0165-34-2457
(株)アシスト・フクダ 函館市 TEL.0138-48-2000
(有)プロス 江別市 TEL.011-380-2633
(株)ビークル 苫小牧市 TEL.0144-51-8008
(株)ケーエー車輌 北広島市 TEL.011-377-5577
(株)空知オートパーツ 赤平市 TEL.0125-34-4100
(有)オカダオートパーツ 河西郡 TEL.0155-62-6833
(株)マテックＥＬＶ石狩 石狩市 TEL.0133-60-4828
(株)エルバ北海道 帯広市 TEL.0155-38-8011
釧路オートリサイクル(株) 釧路郡 TEL.0154-64-1171
(株)ボールド 北見市 TEL.0157-66-5775
(株)ライズコーポレーション 札幌市 TEL.011-802-2121
(株)南商会 札幌市 TEL.011-882-1770
●青森県	 	
(有)むつパーツ むつ市 TEL.0175-22-1021
(株)エコブリッジ 八戸市 TEL.0178-38-6558
(株)青南商事弘前支店アルトレック青森 青森市 TEL.0172-69-1199
(株)青南商事八戸支店アルトレック八戸 八戸市 TEL.0178-28-8727
●秋田県  
(有)サン・アール 由利本荘市 TEL.0184-22-5740
(株)現代 鹿角郡 TEL.0186-29-3990
●岩手県  
(有)三陸パーツセンター 下閉伊郡 TEL.0193-81-1155
(株)青南商事盛岡支店アルトレック矢巾 紫波郡 TEL.019-698-3399
●山形県  
(株)永田プロダクツ 酒田市 TEL.0234-43-1272
(株)青南商事酒田支店アルトレック酒田 酒田市 TEL.0234-35-0120
●宮城県  
(株)西武オートパーツ 大崎市 TEL.0229-23-3071
(有)大友自動車工業 名取市 TEL.022-386-2461
(株)アイエス総合 登米市 TEL.0220-21-5153
(株)青南商事仙台支店アルトレック塩竈 塩竈市 TEL.022-361-6669
●福島県  
(株)福島リパーツ 郡山市 TEL.024-946-1180
(有)安澤商店 西白河郡 TEL.0248-27-1736
(有)富山商会金屋工場 郡山市 TEL.024-944-1280
(株)オートセンターＮＡＯ 大沼郡 TEL.0242-55-1055
(株)ナプロアース 伊達市 TEL.024-573-8091
(有)カンジ自動車商会 福島市 TEL.024-555-5131
(株)デック いわき市 TEL.0246-47-1521
(有)榎並商会 郡山市 TEL.024-944-4100
●茨城県  
(株)茨城オートパーツセンター 小美玉市 TEL.0299-48-1398
(有)田崎商店 結城市 TEL.0296-32-1893
(有)ポプラ 那珂市 TEL.029-350-6501
●栃木県  
(株)栃木パーツ 佐野市 TEL.0283-23-3256
(有)しのぶやみどり工房 那須郡 TEL.0287-74-3077
オートパーツ・イワイ（(有)岩井自動車商会） 宇都宮市 TEL.028-662-2287
ユーパーツ宇都宮店 宇都宮市 TEL.028-649-5967
●群馬県  
(株)拓殖商会 伊勢崎市 TEL.0270-76-3683
カースチール(株) 前橋市 TEL.027-251-6365
ユーパーツ前橋店 前橋市 TEL.0272-55-5651
カースチール(株)東毛営業所 太田市 TEL.0276-56-6411
●新潟県  
(有)佐藤商事 村上市 TEL.0254-62-2178
(株)共伸商会 新潟市 TEL.025-255-4111
(有)黒埼部品 新潟市 TEL.025-377-2410
リ・パーツ(株)坂井自動車 新潟市 TEL.0250-61-0501
●埼玉県  
(株)ユーパーツ 熊谷市 TEL.048-524-0610
(株)３Ｒ 久喜市 TEL.0480-26-3559
(株)ＣＲＳ埼玉 川越市 TEL.049-228-5111
メタルリサイクル(株)パーツセンター 比企郡 TEL.049-299-2733
ユーパーツ埼玉支店 熊谷市 TEL.048-528-7641

●東京都  
(有)オートパーツ片岡 西多摩郡 TEL.042-556-2735
三協自動車(株) 調布市 TEL.03-3300-0685
(株)ユピック 大田区 TEL.03-3736-0431
ユーパーツ八王子店 八王子市 TEL.0426-37-5580
ユーパーツ足立店 足立区 TEL.03-5845-1371
ユーパーツ練馬店 練馬区 TEL.03-3904-1890
●千葉県  
(有)オートパーツ千葉 匝瑳市 TEL.0479-73-0830
(株)トキオ 佐倉市 TEL.043-498-2461
(有)オートサービス東関 千葉市 TEL.043-257-9449
(有)リサイクルガレージケーワン 船橋市 TEL.047-457-5758
(有)ベストパーツ 市原市 TEL.0436-24-4182
ユーパーツ千葉店 千葉市 TEL.043-223-6423
メタルリサイクル(株)千葉パーツセンター 柏市 TEL.04-7190-0980
●神奈川県  
(株)大橋商店 横浜市 TEL.045-761-6551
(株)オートパーツ神奈川 厚木市 TEL.046-220-1441
(株)ユーアンドアイ 横浜市 TEL.045-921-4479
(有)トライアル 横浜市 TEL.045-595-3035
(株)杉之間 小田原市 TEL.0465-46-1082
(有)西山自動車商会 平塚市 TEL.0463-32-5852
●山梨県  
(株)テラダパーツ甲府営業所 中巨摩郡 TEL.055-287-7761
●静岡県  
(株)ヤタパーツ 沼津市 TEL.055-921-9678
(株)マルトシ青木 藤枝市 TEL.054-644-5656
太田部品(株) 御殿場市 TEL.0550-89-5110
(株)コーエイ 浜松市 TEL.053-462-1128
オレンジパーツ平成 静岡市 TEL.054-253-5646
(株)アンドーカーパーツ 下田市 TEL.0558-28-0939
●富山県  
(株)ハセ川自動車 滑川市 TEL.076-477-7111
(有)山一商店 小矢部市 TEL.0766-67-2721
(有)堀川自動車商会 氷見市 TEL.0766-74-3022
●石川県  
(有)ツクダ自動車 白山市 TEL.076-276-1593
(株)金沢ヨコイ部品 金沢市 TEL.076-239-4510
(株)リペア 七尾市 TEL.0767-57-2114
(有)メタルオート北陸 小松市 TEL.0761-21-0168
●福井県  
(有)サンシャインネットパーツ 福井市 TEL.0776-57-1236
(株)ナカスジオートパーツ 坂井市 TEL.0776-51-3253
津田鋼業(株) 越前市 TEL.0778-43-1701
●長野県	 	
(有)小諸パーツセンター 小諸市 TEL.0267-23-7588
(株)アートパーツ長野 松本市 TEL.0263-40-2100
(株)ハセ川自動車長野営業所 中野市 TEL.0269-24-7124
(株)ハセ川自動車松本営業所 松本市 TEL.0263-50-5095
(株)テラダパーツイイダ 下伊那郡 TEL.0265-34-1522
(株)テラダパーツ諏訪営業所 諏訪郡 TEL.0266-78-3538
●岐阜県	 	
ＫＭＩ(株) 養老郡 TEL.0584-36-0022
エコパーツ岐阜(株) 可児市 TEL.0574-62-2328
(有)山一商店高山営業所 高山市 TEL.0577-35-5963
エコパーツ岐阜(株)岐阜店 本巣郡 TEL.058-372-3260
●愛知県	 	
(有)名古屋解体メイカイパーツ 名古屋市 TEL.052-736-4741
(株)コマゼン 弥富市 TEL.0567-68-4182
(株)テラダパーツ 刈谷市 TEL.0566-22-3709
(株)吉田商会 豊橋市 TEL.0532-53-3907
(有)佐竹自動車部品 豊田市 TEL.0565-52-0015
アーク(株) 清須市 TEL.052-401-7377
(有)サイトウパーツ 豊川市 TEL.0533-86-2408
(有)川原商会 一宮市 TEL.0586-62-1757
(有)ジーパーツ 知多郡 TEL.0569-74-1007
(株)ワープ 岡崎市 TEL.0564-27-7022
ユーパーツ名古屋店 名古屋市 TEL.052-243-9800
(株)テラダパーツ半田営業所 半田市 TEL.0569-25-0045
●三重県	 	
(有)オートパーツまるも 四日市市 TEL.059-329-3987

(有)富士クラッチ工業所 四日市市 TEL.059-325-6623
(株)マーク･コーポレーション 鈴鹿市 TEL.059-371-6330
●滋賀県  
(株)カンザキ 東近江市 TEL.0748-22-1389
●京都府  
(株)エコパーツ京都 八幡市 TEL.075-983-9991
(株)ラ・テール 京都市 TEL.075-681-3431
(株)金子商会 舞鶴市 TEL.0773-82-0130
●大阪府  
吉村エコパーツ 羽曳野市 TEL.072-958-3454
(株)多田自動車商会大阪営業所 大阪市 TEL.06-6682-8861
●兵庫県  
(株)多田自動車商会 三木市 TEL.0794-83-0162
(株)堀尾自動車部品 姫路市 TEL.079-298-4650
(株)桜井 尼崎市 TEL.06-6414-2222
●和歌山県  
(株)草山パーツ 和歌山市 TEL.073-477-0532
(株)紀南パーツ 日高郡 TEL.0739-84-2222
●岡山県  
クレストパーツ（(株)中村解体） 倉敷市 TEL.086-446-2041
(株)桃太郎部品 岡山市 TEL.086-241-5678
岡崎車輌部品(株) 瀬戸内市 TEL.0869-66-8511
ウエイクパーツ(有)和気商店 岡山市 TEL.086-243-6059
●広島県  
(株)福山セコ 福山市 TEL.084-953-3201
エコテクノ(株) 広島市 TEL.082-832-0345
(株)エビス 安芸郡 TEL.082-884-1111
エコテクノ(株)広島北支店 山県郡 TEL.0826-72-0333
●山口県  
(株)オートパーツ幸城 宇部市 TEL.0836-44-2412
●鳥取県  
(有)東和 東伯郡 TEL.0858-52-2998
(有)西川商会 鳥取市 TEL.0857-28-9011
●島根県  
(有)山陰ＵＰ販売 安来市 TEL.0854-23-2466
(株)山陰エコ・リサイクル 松江市 TEL.0852-72-9301
島根オートリサイクルセンター 出雲市 TEL.0853-25-9000
●香川県  
(株)佐伯商会 高松市 TEL.087-840-3133
●愛媛県  
(有)オートパーツ新居浜 新居浜市 TEL.0897-67-1577
(株)予洲商事 今治市 TEL.0898-32-0384
●徳島県  
徳島オートパーツ(有) 板野郡 TEL.088-672-7773
(有)青木興業 小松島市 TEL.0885-32-1875
●高知県  
(有)みうら 高知市 TEL.088-833-2072
(有)國寅商店 四万十市 TEL.0880-35-6181
●福岡県  
(株)グッパー福岡 朝倉郡 TEL.0946-23-8093
(有)イノクチ 筑後市 TEL.0942-53-7617
(株)マグフクオカ 福岡市 TEL.092-477-8103
(株)エイ・ティ・エム 京都郡 TEL.093-435-2082
大成自動車(有) 粕屋郡 TEL.092-623-7000
ＷＡＲＣ西日本オートリサイクル(株) 北九州市 TEL.093-752-3270
(有)オートリサイクルナカシマ福岡 筑紫野市 TEL.092-926-6298
●長崎県  
(株)パーツライン 佐世保市 TEL. 0956-33-1532 
(株)アール・トーヨー 長崎市 TEL. 095-884-2781 
●大分県  
(株)オートリサイクルナカシマ 日田市 TEL.0973-23-0327
オートパルスニホウ 宇佐市 TEL.0978-34-0034
●熊本県  
(株)パーツランド東部 合志市 TEL.096-248-2333
(株)オートパーツ伊地知熊本営業所 熊本市 TEL.096-364-0238
●宮崎県  
(有)ユーピー宮崎 北諸県郡 TEL.0986-52-7054
●鹿児島県  
(株)オートパーツ伊地知 鹿児島市 TEL.099-267-0468
(有)鹿児島パーツ 南九州市 TEL.0993-56-1066
(有)タバタ商会 鹿屋市 TEL.0994-43-2068

NGP日本自動車リサイクル事業協同組合	
〒108-0074東京都港区高輪3-25-33長田ビル2F TEL：03-5475-1208 FAX：03-5475-1209 http://www.ngp.gr.jp/
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