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ＮＧＰのＳＤＧｓ宣言

ＮＧＰの役割

人と車と地球にやさしく

自動車リサイクル事業を通して、

子どもたちと地球の未来を考えます。

経済産業省が自動車メーカーなどを集めた有識者会議「自動車新時代戦略会議」で、日本が世界に掲げる

ゴールは、「2050年までに世界最高水準の環境性能とし、乗用車の販売におけるｘＥＶ比率を100％到達」と

明記されました。これにより、自動車1台当りの温室効果ガス排出量を2010年比8割削減するということ

です。「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になること、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。

NGP日本自動車リサイクル事業協同組合は以前より、自動車の素材変化に対応すべく徹底した素材リサイ

クル、次世代自動車に対応すべく各種研修等、世界の動きの１歩先を行くグループとして取り組んでおり

ます。これからも、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

向けて取り組んでまいります。

理 事 長 　佐藤  幸雄

背 景

香川県瀬戸内海にある「豊かな自然に恵まれた島」

１９９０年国内最大級とよばれる産業廃棄物の不法投棄事件が発覚！その

廃棄物とは使用済み自動車の破砕くず（シュレッダーダスト）や、汚泥、

廃油であり、不法投棄は１９７０年代後半からはじまり不適切な焼却に

よる児童の健康被害や、土壌からは高濃度のダイオキシンや鉛・水銀・

カドミウム等が算出されました。２００３年から廃棄物の撤去がはじまり、

廃棄物の量は９３万トン以上、処理費総額は７００億円以上。2018年、

撤去が終わったと思われた土壌から新たな廃棄物６１０トンが発見され、

現在も撤去作業が続くとともに汚染された地下水の浄化作業も続いてい

ます。

豊島問題は経済成長のもと、大量生産、大量消費、大量廃棄という

効率を求められる社会の中、都会で発生した大量のゴミが小さな島に

押しつけられるという社会問題でした。

私たちの地球は資源の枯渇、増加する廃棄物、温暖化問題など深刻な状況にあります。更なるリサイクル化を

徹底し限りある資源の有効利用を進め、ごみの排出量を抑制することで環境負荷を低減し、持続可能な社会の

実現を目指す必要があります。

ＮＧＰ日本自動車リサイクル事業協同組合では、使用済み自動車の適正処理を高度化し、その使用済み自動車か

ら有効に活用する「リサイクル部品」を社会に提供して、求められる資源循環型社会構築への使命を果たすとともに、

人々の豊かな暮らしと、子どもたちの未来のために、「人」と「車」と「地球」にやさしい組織活動を推進して

まいります。

「豊島」

「環境破壊の再生には長い年月がかかり、
　　　その代償は後世が払うということ」

小豆島

岡山県

香川県

直島直島

豊島
宇野港

高松港
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 使用済み自動車から始まる
「循環型社会の構築」

「豊島事件」を背景に、私たちは自動車リサイクル事業でSDGsの達成に貢献しています

瀬戸内オリーブ基金
寄付金・募金活動
豊島環境再生活動
海ごみ対策活動

豊島環境再生

子どもたちの教育支援

循環型社会・ごみ削減

ベルマーク

交通遺児育英会

工場見学

環境負荷の低減 /持続可能な社会へ

廃車 部品
リユース

素材
再利用

CO₂
削減量研究

CO2

適正処理

・廃車王で1台引き取る毎に寄付金　・廃車王全加盟店に募金箱を設置

部品1点につきベルマーク5点を付与

募金活動

CO₂削減量に
応じて寄付金
CO₂削減量に
応じて寄付金

豊島の環境再生活動に積極的に参加

瀬戸内オリーブ基金

次世代を担う子どもたちの教育活動支援

NGP SDGs MODEL

ベルマーク運動

この商品の売上げの一部は交通
遺児育英会などに助成しています

品質保証

NGPリユースパーツで
       CO2削減！

5点76
ベルマーク
番号

ＮＧＰ日本自動車リサイクル事業協同組合

見　　本 交通遺児育英会

NGPリユースの部品のギャラン
ティシール1枚につき5点が付
与されます。

http://www.olive-foundation.org/

3 4

NGP SDGs MODEL NGP SDGs REPORT



36,635t

リサイクル部品でCO₂削減

NGPのリサイクル部品を使用することによって
削減される1年間のＣＯ₂

NGPのリターナブル梱包材を使用することによって
削減される1年間のＣＯ₂

「リサイクル 部 品は環 境に優しい 」
その理由・理論的根拠の説明責任を果たすことを目的に、
私たちNGP・富山県立大学・明治大学の産学共同研究は始まりました。

2013年5月から活動を開始し、現在まで
に59回の勉強会と、15回の工場調査を実
施（2019年7月時点）

●2014.09.05 「ICDES2014 第3回設計工学に関する国際会議」（チェコ共和国ピルゼン）

●2014.09.20 「日本機械学会第24回設計工学・システム部門講演会」（徳島大学）

●2015.09.10 「iDECON2015（設計とコンカレントエンジニアリングに関する国際会議）」（徳島県・阿波観光ホテル）

●2016.03.15 「第11回日本LCA学会研究発表会」（東京大学-柏キャンパス）

●2016.10.06 「第12回エコバランス国際会議」（京都テルサ）

●2017.10.08 「日本設計工学会2017年度秋季研究発表講演会」（新居浜工業高等専門学校）

●2018.07.09 「TE2018(The 25th International Conference on Transdisciplinary Engineering) 」（イタリア）

●2018.11.04 「日本機械学会第28回設計工学・システム部門講演会（D&S2018）」（沖縄県-読谷村文化センター）

研究成果の発表

※2017年9月～2018年8月実績

58t
※2017年9月～2018年8月実績

NGP産学共同研究

研究の成果は国内外の学会で発表。

「日本機械学会設計工学・システム部門」に
おいて「D＆Sコンテスト優秀表彰」を受賞

NGPのリサイクル部品を購入すると、見積書や
請求書で購入した部品のCO₂削減値を確認する
ことができます。

リサイクル部品を発送する際の段ボールや木製パレットを使用
せずに、何度も使えるリターナブル梱包材を2009年3月に開発

研究の成果をすべての人に活用いただける
よう、専用ホームページにて研究成果をすべ
て公開（データダウンロード可能）しています。

※現在、NGPのリサイクル部品90部品（左右ある部品を含
むと115部品）を対象に算出可（全体90％カバー）引き続き
対応部品点数を増やすために研究を続けている。

この研究成果の数値を通じて、自動車リサイクル部品が「環境に優しい」ということが皆様に認知され、
その結果として地球環境保護・リサイクルに対する研究のさらなる発展につながっていくことを私たちは願っております。

～「見える化」への取組み～

リターナブル梱包材
～捨てずに何度も使える梱包材～

NGPのリサイクル部品に貼付されている品質保証シールの
QRコードからも、リサイクル部品のCO₂削減値が確認でき
ます。

CO₂排出量は

約   　　に！

新品部品を生産する時に
排出されるCO₂

リサイクル部品を生産する時に
排出されるCO₂

マイナス
イコール

リサイクル部品を使用することによって生じる
CO₂削減効果

例）フロントバンパー

16.66kg 0.06kg ＝約   －

CO₂削減効果があります

「NGPの研究成果①」「NGPの研究成果①」 を基に、車種・部品ごとの算出方法を検討

車検証情報車検証情報

×
カケル

部品ごとの分析・解析のパラメータ値部品ごとの分析・解析のパラメータ値
イコール

車種・部品ごとの
CO₂削減効果の算出

16.66kg 0.06kg
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16.6kgの

NGPの
研究成果
①

NGPの
研究成果
①

NGPの
研究成果
①

NGPの
研究成果
②

NGPの
研究成果
②

NGP日本自動車
リサイクル事業協同組合

NGPエコプロジェクト 検索

研究成果の公開01研究成果の公開01研究成果の公開01 研究成果の公開02研究成果の公開02研究成果の公開02

この商品の売上げの一部は交通
遺児育英会などに助成しています

品質保証

NGPリユースパーツで
       CO2削減！

5点76
ベルマーク
番号

ＮＧＰ日本自動車リサイクル事業協同組合

見　　本

NGPギャランティシール（ベルマーク付き）

(CO2 / t)

(CO2 / t)

学生も協力して、部品の分解調査を行なっています。 分解した後の細かな部品の素材と重量を調査します。エンジンもここまで細かく分解し、1つ1つ正確に重量と
素材の調査を行ないました。

バンパー用

折りたたんだ状態

折りたた
んで

コンパク
トになり

ます

エンジン固定状態

バンパー梱包状態
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廃車王は環境にやさしい 

①廃車王でお引取りした自動車「1台」ごとに寄付金
②全国の廃車王加盟店に募金箱を設置

リサイクル部品を使用することで得られる
CO₂削減量に応じて寄付金

その選択は
CO₂削減に貢献

貴方の廃車1台が豊島の環境再生に貢献します リサイクル部品の活用で豊島の環境再生に貢献します

～適正処理・資源の有効活用・廃棄物抑制に貢献～
NGPリサイクル部品は環境にやさしい
～CO₂削減/温暖化抑制に貢献～

使用済み
自動車の引取り

フロン/エアバッグ等の回収 部品のリユース 資源分別

廃車の適正処理

「環境負荷低減」「循環型社会の構築」雇用機会創出へ

　

部品のリユース 素材の再資源化

その他「エアバッグ」「シュレッダーダ
スト」「油脂類」等を適正に処理

瀬戸内オリーブ基金について
「豊島事件」をきっかけに設立。
瀬戸内の美しい自然を守ること、再生することを目指しています。

廃車でも使える部品は多く、1点1点
丁寧に取外し、清掃、保管します

車には「鉄」「アルミ」「銅」「レアメタル」
など資源の宝庫。分別し、再資源化へ

車の修理や車検にリサイクル部品を使用す
ることで、製造・流通の際に排出されるCO₂
を抑える事ができます

「瀬戸内オリーブ基金」への
寄付を開始

することができます

業界初の
全国テレビ
CMを実施

例えば

70kgのCO₂削減効果！

つまり

ブナの木1本は
年間約11kg※の
CO₂を吸収すると
いわれています

ブナの木約６本分のCO₂吸収量に相当します
※出典元：環境省林野庁「地球温暖化防止のための緑の吸収資源対策」より（1300cc小型車/Ver.NGP1708)

36,635tNGPのリサイクル部品を使用することによって
削減される1年間のＣＯ₂

※2017年9月～2018年8月実績

(CO2 / t)

廃車引取り リサイクル部品生産 リサイクル部品で修理

使える部品をリユース 美化作業

廃車 修理

適正処理
オイル類・フロンガス
エアバックなど

　　 循環型社会の構築へ

「フロントドア」にリサイクル部品を使用すると

01 02 03 04

全国の廃車王店舗で取材が殺到！古い車・車検切れ・走行不能　どんな車も高価買取！

ユーザーに
「廃車」の
認知拡大へ

NGP SDGs REPORTNGP SDGs MODEL NGP SDGs REPORT
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NGPリサイクル部品で子どもたちを支援
～NGPのベルマーク運動～

交通遺児育英会の活動支援
～あしながおじさん奨学金制度～

自動車リサイクルをより多くの人へ
～日本最大級の環境展「エコプロ」展示～

●2012年2月ベルマーク協賛加盟 自動車リサイクルをより多くの方に知っていただくために、2006年から13年連続出展。
環境問題を学校で学ぶ小中高生にも分かりやすいブースで高い関心を得ています。

「より多くの方に知っていただきたい」全国で開催されるベルマーク説明会に積極参加

2011年3月11日に発生した「東日本大震災」をきっかけに、全国の子どもたちのためにベルマーク支援活動を開始

保護者の交通事故が原因で経済的に修学が困難となる子どもたちが一人でも減ることを願って
NGPは1991年より29年間売上の一部を交通遺児育英会の「あしながおじさん奨学金制度」
に寄付しています。

自動車リサイクルを通じて、子どもたちに「リユース」「リサイクル」
「廃棄物抑制」の大切さを学んでもらう工場見学会を全国で実施

見学者
募集中

過去の
展示

未来の子どもたちの「笑顔」を守るため

自動車リサイクル事業を通して「絆の輪」を広げてゆきます

ベルマーク付き
ギャランティシール

子どもたちのために

OK !

NGPリサイクル部品に、
厳格な商品基準をクリアした証
「ギャランティシール」を貼付

NGPギャランティシールにベルマーク5点を付与

車の解体作業に興味津々 熱心にメモをとる学生 オリジナルノートでリサイクルが学べます整理されたリサイクル部品に感動

VRで自動車リサイクル工場を見学

クイズ形式で自動車のリサイクルを楽しく学べます

オリジナルエコバックは会場でもよく目立ちます

リサイクル部品を品質と経済面でアピール

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

毎年大好評の廃車から取外した「車のエンブレム」は募金をしてくださっ
た方にプレゼント

9
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SDGs

自然災害の猛威
～被災地の復興支援を後押し～

2018年

西日本豪雨（平成30年７月豪雨）

平成30年台風第21号

再び悲惨な自然災害が発生しないことを祈りながら
全国の組合員が各地で起こる自然災害の復興支援を後押し

2011年　東日本大震災

引上げ台数

延べ参加人数
参加会社

活動期間

1825台

854人
65社

約１年間
※仙台市より感謝状授与

2015年　関東・東北豪雨

引上げ台数

参加会社

1160台

15社

引上げ台数

参加会社

185台

2社

被災車両引上げ台数

2,497台

被災車両引上げ台数

1,166 台

2016年　台風10号東北被害

人 と 車 と 地 球 に や さしく
自 動 車リサイクル 事 業 を 通して、

子 ど もたちと地 球 の 未 来 を 考 えま す。

NGP SDGs REPORTNGP SDGs MODEL NGP SDGs REPORT

1 1 1 2



組合員会社136社の内104社※が取得
全社取得に向け鋭意邁進中！

～NGP「4つ」のISO一括合同認証取得～

NGPはこれらISOマネジメントシステムに裏付けられた組合活動・企業経営により、自動車リサイクル事業を通して
地域社会とお客様、さらにはすべてのステークホルダーの皆様のご期待にお応えする活動を推進していきます。

ISO9001
品質マネジメントシステム

ISO14001
環境マネジメントシステム

ISO27001
情報セキュリティマネジメントシステム

ISO45001
労働安全衛生マネジメントシステム

組合全体の品質向上のための

環境保全を重視した経営を推進する

お客様よりお預かりした
大切な情報を保護するための

労働災害防止の仕組みを徹底し、労働者の
福利厚生や組織の効率を向上するための

ISO一括合同認証取得

事業内容

組 織 名

本 部

T E L

F A X

創 立

理 事 長

組 合 員 数

事 業 内 容

主要取引銀行

U R L

e - m a i l

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

03-5475-1208

03-5475-1209

1985年4月

佐藤幸雄

136組合員、166拠点

商工組合中央金庫 東京支店   みずほ銀行 五反田支店

https://www.ngp.gr.jp

ngphonbu@ngp.gr.jp

会社概要

2018年11月:「ISO45001」を追加取得
2016年9月:「ISO9001/14001/27001」を業界初となる一括合同認証取得

全国のNGP組合員をつなぐ

NGPシステム

全国の組合員を結ぶリサイクル部品共有在庫
ネットワークシステム。在庫登録から受発注、
決済までシームレスに運用されています。

再生・解体車両約5,000台

NGP全損オークション

再生車両／解体車両のオークションを運営。
全国の損害保険調査活動を側面から支援し
ています。

使用済み自動車の安心買取り

「廃車王」

全エンドユーザーからの使用済み自動車の
引取、買取事業を展開。コールセンター対応
など安心のサポート体制を確立。

登録工場約4,300工場

NGPエコひろば

全国のエコ修理に熱心な優良修理工場と、
リサイクル部品を利用したいエンドユーザー
を結びます。

掲載商品数約700,000点

NGPパーツ王

インターネット通販サイトａmazonへ商品
情報を掲載、NGPシステムとリアルタイムで
連動したシステムで運営しています。

提携修理工場約9,500社が利用

NGPダイレクト

組織提携による自動車修理工場とNGPを結
ぶ流通システム。リサイクル部品130万点の
在庫をリアルタイムに検索、注文しています。

海外からもリアルタイム検索

NGP海外ダイレクト

海外のリサイクル部品事業者向け、直接検索販
売システム。インターネットを通じて、NGPグ
ループの在庫をリアルタイムに検索できます。

※2019年7月現在

■北海道   
●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
釧路オートリサイクル(株) 釧路市 TEL.0154-57-3718
(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

■東北   
●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
●秋田県   
(有)サン・アール 由利本荘市 TEL.0178-38-6558
(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
●山形県   
(株)永田プロダクツ 酒田市 TEL.0234-43-1272
●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
●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

■北関東   
●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
●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
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)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

■南関東   
●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
●千葉県   
(有)オートパーツ千葉 匝瑳市 TEL.0479-73-0830

(株)

(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
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
日産プリンス神奈川販売(株)
カスタマーサービス部リサイクル事業室

 大和市 TEL.046-200-2301

(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

  コーエイ リサイクルパーツ・厚木店 厚木市 TEL.046-220-1441
●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

■北陸   
●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
(株)リトラスパーツセンター  越前市 TEL.0778-43-1701

■東海   
●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
●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)カーグリーコマゼン 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
(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

■関西   
●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

■ 中四国   

●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.086-244-1100
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

■九州   

(有)

●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
まこと商会 八代市 TEL.0965-37-1371

●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

組合員名簿（2019年7月現在）

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、補修部品を消費者へ啓蒙と販売
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