
1

［編集 ] 
DRPネットワーク株式会社
〒125-0053
東京都葛飾区鎌倉 3-18 -1
TEL.0 3 - 3 6 7 3 - 5 5 5 2  

令和2年
4月吉日

No.7
ＤＲＰネットワーク

ニュース
ＤＲＰネットワーク

ニュース

今回の「DRPネットワークニュース」は下記の内容でお届けします。目 次 ・・・・・・・・・

［編集］ 
DRPネットワーク株式会社
〒125-0053
東京都葛飾区鎌倉 3-18-６
TEL.0 3 - 3 6 7 3 - 5 5 5 2  

2021年
3月吉日

No.9
ＤＲＰネットワーク

ニュース
ＤＲＰネットワーク

ニュース

① 2020年度表彰　感謝状・記念品贈呈／新規テュフ認証取得加盟店

② 「頑張ってます！全国の加盟店工場紹介」～第９弾は岐阜県の有限会社丸泰自動車工業、　鹿児島県の有限会社福倉
自動車鈑金塗装工場です。

③自動車業界主なニュース掘り下げて解説！

④ 特定整備資格取得工場の紹介

⑤ 新規加盟店工場紹介／各地の勉強会・イベント報告（2020 年 10 月～ 2021 年 1 月）／ コラム　「特定整備」の
情報交換を（日刊自動車新聞社）

⑥ ⑦ネットワン君が行く　テュフ認証工場紹介

⑧ ネットワン君レンタカー全国へ配備中

新規テュフ認証取得加盟店新規テュフ認証取得加盟店

設備、工具、シート類の用意など、１から準備する事が多く、100 を超えるチェック項目
がある中で事前審査段階では、未達成の項目がかなりあり、これを一つ一つ自分たちで
基準を設け実施し、クリアーしていく作業がとても大変でした。工場設備、運用といった
現場面と、労働基準法の内容やお客様寄りの内容といった労働環境面、サービス面等
を様々なところへ問い合わせや調査を行い、シートの作成や運用ルールの作成を行いま
した。いずれもやったことのないことばかりで大変苦労をしましたが、取得のおかげで
お客様への意識と、従業員の信頼関係や意識向上につながりました。

〒959-1121 新潟県三条市善久寺 3007-1

株式会社えちごホールディングス
代表取締役  小林洋介 氏

プラチナ

認証取得日
2020年11月18日

会社データ

フレーム修正機1機　カロライナ
塗装ブース1機　アンデックス
スポット溶接機2機　スパネージ、ヤシマ
半自動溶接機2機　チェボラ、ヤシマ
スタット溶接機1機　トーコー
リフト3機　ビシャモン

設　　立

従業員数

2008年7月11日

フロント3人
現場8人

月　　間 鈑金塗装修理台数 40台
車検台数 30台

設　　備

認証取得で苦労した事

昨年もたくさんの入庫誘導をありがとうございました。
コロナウイルス感染拡大を鑑み恒例のＤＲＰネットワーク全国大会が中止となりましたが、多数の入庫誘導をいただきました損保代理店様、企業代理店様、
損害保険代理業協会様、リサイクル部品活用優秀加盟店工場様、車両部アワード優秀加盟店工場様へ感謝の意を込めて表彰をさせていただきました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。 敬称略

表彰名目 順位 社　名 役　職 氏　名

損保代理店　入庫誘導紹介台数
1 位 有限会社コーエン損害保険 代表取締役 髙縁　勝一
2 位 有限会社鶴岡保険事務所 代表取締役 鶴岡　五郎
3 位 有限会社中願寺総合保険 代表取締役 中願寺 宣俊

企業代理店　入庫誘導紹介台数
1 位 株式会社タイヨー 代表取締役社長 水田　　茂
2 位 株式会社オリエンタル中村 代表取締役 中村　恵子
3 位 キッセイ商事株式会社 代表取締役社長 大橋　　譲

損害保険代理業協会　入庫誘導紹介台数
1 位 一般社団法人　鹿児島県損害保険代理業協会 会長 井立田 眞里子
2 位 一般社団法人　福島県損害保険代理業協会 会長 古谷野 進介
3 位 一般社団法人　北海道損害保険代理業協会 会長 佐々木 雅之

加盟店工場リサイクル部品活用優秀加盟店工場

1 位 有限会社オートフレンド 代表取締役 鑓水　一弘
2 位 相模鈑金工業株式会社 代表取締役 嶋津　　清
3 位 株式会社谷地自動車 代表取締役 谷地　秀和
4 位 有限会社伸自動車 代表取締役 吉村　　潔
5 位 株式会社カーサービスシンワ 代表取締役社長 鎌倉　眞一

車両部アワード・２０２０

1 位 有限会社ナカジマ自動車鈑金工業 代表取締役 中嶋　忠司
2 位 相模鈑金工業株式会社 代表取締役 嶋津　　清
3 位 有限会社イシイオートサービス 代表取締役 石井　和好
3 位 日丸自動車工業有限会社 代表取締役 安保　　嘉

ＤＲＰネットワーク ニュースＤＲＰネットワーク ニュース No.7

2020 年度表彰　感謝状・記念品贈呈2020 年度表彰　感謝状・記念品贈呈
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有限会社丸泰自動車工業

今月の加盟店工場

会社名 住 所    〒500-8127 岐阜県岐阜市塩町１-６-３有限会社　丸泰自動車工業

会社設立

従業員数

1997年7月1日

フロント3人
現場11人

鈑金塗装修理台数90台
車検台数8台設 備

●フレーム修正機3機　セレット・Ｕベース
●塗装ブース4機　アンデックス
●スポット溶接機3機　ヤシマ
●半自動溶接機3機　チェボラ
●スタット溶接機3機　●リフト2機　バンザイ

月 間

所在地　岐阜県岐阜市代表取締役  太田祐司 氏

好 評
第9弾

お客様の要望を会話の中から読み取り、希望に沿った修
理方法を提案する所です。　プロの目線から見た提案力
が弊社の強みだと思います。

御社の売りにしている点は？

鈑金塗装のみならず、総合的な「自動車屋」を目指し
ています。お花も売ってみたいです。

今後のビジョン

なるべく面談に時間を取り、修理内容や予算、納期などをしっかり決めて
おく事です。分かりにくい鈑金塗装の作業内容をなるべく専門用語を使わ
ずに、展開図や写真を見ながら修理内容を説明するように心掛けています。

お客様への対応で心がけていることは？

お客様一人一人に満足していただく、尚且つ従業員も幸
せになれる会社作りを目指しています。

お店からひとことお願いします

「車からお金は貰えない。あくまで車の向こう側にいる
人間を思って作業をする」

経営理念は？

「頑張ってます！」全国の加盟店工場紹介全国の加盟店工場紹介「頑張ってます！」
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有限会社福倉自動車鈑金塗装工場

会社名 住 所    〒890-0021 鹿児島県鹿児島市小野３-20-１有限会社福倉自動車鈑金塗装工場

会社設立

従業員数

1984年8月1日

フロント２人
現場7人

鈑金塗装修理台数120台
車検台数15台設 備

●フレーム修正機1機　スターライナー
●塗装ブース2機　アンデックス
●スポット溶接機1機　テクナ
●半自動溶接機1機　大同
●スタット溶接機2機　ヒラネ、スター　●リフト1機　イヤサカ

月 間

所在地　鹿児島県鹿児島市専務取締役  福倉　実 氏

常に先を見据えて、機械設備等の設置を心掛けています。
例えば去年導入したエコマックス（1234対応）などです。

御社の売りにしている点は？

これから先は、人口減少等問題も山積みですが一緒に
働いている社員、家族の為にも一つずつクリアして100
年企業を目指していきます。

今後のビジョン

お客様の目線に立ち、分かり易く説明すること。

お客様への対応で心がけていることは？

今後も DRP ネットワークの情報発信に耳を傾けて頑張っ
ていきたいと思います。

お店からひとことお願いします

「正直な仕事」

経営理念は？
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掘り下げて解説！自動車業界主なニュース自動車業界主なニュース

　2021年の整備業界はさまざまな動きが表面化する一年になりそうだ。20 年 4
月からスタートした「特定整備」制度に引き続き、21年10月からは12カ月点検
に新基準「ＯＢＤ（車載式故障診断装置）診断」が導入される。現行車を含めた
車両（大型特殊自動車、被けん引自動車、二輪自動車を除く）の12カ月点検に
採用される。同月からは「ＯＢＤ車検」も実施予定で、実際に車両が入庫するの
は対象車種の初回車検時の24 年（輸入車は翌 25 年）以降となる。一連の取り
組みを通じ、国は制度として整備事業者に電子的な整備への対応を促している。
　ＯＢＤ診断は自動運行装置、衝突被害軽減ブレーキ、自動命令型操舵機能な
どの警告灯の点灯や点滅を目視で確認する。点検を実施後、ＯＢＤ診断の状態と
して点検整備記録簿に記載することが必要になる。ＯＢＤ車検は対象車種が入庫
した整備工場が、法定スキャンツールを用いてインターネット経由で独立行政法
人自動車技術総合機構のサーバーに接続する。その後、故障コード情報の送信
と判定結果の受信を行って検査する。合否判定に使われるデータは自動車技術
総合機構が運営するサーバー内にあり、法定スキャンツールの「特定ＤＴＣ（故障
コード）照会アプリ」を使って検査車両の照会や特定ＤＴＣ情報、合否判定結果
をやり取りする。

　国土交通省は12月8日、「電子化された自動車検査証（電子車検証）」の仕様
を決定したと発表した。Ａ6サイズ程度の台紙にＩＣタグを貼り付ける方式とする。
現在の登録車の車検証はＡ4サイズであり、電子車検証の大きさはほぼ半減する
ことになる。電子車検証の導入で、継続検査のワンストップサービス（ＯＳＳ）申
請時などに紙の車検証を受け取る必要がなくなる。国交省では2023 年1月の導
入を目指しており、今後、具体的な制度整備や関係システムの構築などに取り組
んでいく方針だ。
　今回決定した電子車検証の仕様は、ユーザー負担を抑制する観点で可能な限
り低コストで導入できる方法を念頭に選定された。台紙およびＩＣタグの具体的な
仕様については引き続き検討を進めるとしている。
　国交省では車検証の電子化に向け、18 年 9月に「自動車検査証の電子化に関
する検討会」を立ち上げ、これまでに11回の議論を重ね、昨年 6月に報告書を
公表していた。

　アーク溶接作業時に発生する有害物質「溶接ヒューム」から作業者を守るため
の厚生労働省の告示が4月に施行される。溶接ヒュームは神経障害などの原因と
なる恐れがある粒子状物質。厚労省は労働安全衛生法を改正し、特別化学物質

傷害予防規則（特化則）の特定化学物質と位置付け、各事業者に対応を促す。
屋外、屋内作業場で金属アーク溶接作業を行うすべての事業者が対象で、自動
車の鈑金塗装を行う新車ディーラー、車体整備事業者も対応が不可欠になる模
様。すでに多くの新車ディーラーや整備事業者では、換気装置や呼吸用保護具
を取り揃えているが、新たに特定化学物質作業主任者の選任や溶接ヒュームの
濃度測定結果の記録と保存なども義務付けとなるため、対応が必要になる。
　昨夏に厚労省が「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶
接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示し、今年 4月1日に施行する。労働者
の溶接ヒュームばく露を防止し、作業環境を改善することで、健康維持につなげ
る狙い。機械工具商社もパンフレットやホームページを通じて換気装置や呼吸用
保護具などの訴求に乗り出している。

　日本自動車整備振興会連合会（日整連、竹林武一会長）は、2020 年度の「自
動車特定整備業実態調査」の結果を取りまとめた。総整備売上高は、前年度比
0.6％増の5兆6,561億円と4年連続で増加した。ドライブレコーダーの取り付け
など「その他整備」が伸びた。事業場数は同0.08％（72事業場）減の9万1,533
事業場と5年連続で減少したが、整備要員数は同0.02％（83人）増の39万9,218
人と増えた。整備要員一人当たり年間整備売上高（自家を除く）は、専・兼業と
ディーラーともに増加した。
　同調査は全国約 9万の整備事業者のうち2 割を対象に行った。整備売上高
については、19 年 7月1日〜20 年 6月末までの事業実績で、会計年度では「19
年度」実績となる。
　総整備売上高を業態別に前年度と比較すると、専・兼業が1.4％増の2兆 6,650
億円、ディーラーが 0.3％増の2兆 7,749 億円とそれぞれ増加した。自家のみが
4.8％減の2,162億円だった。
　作業内容別では、車検整備が0.4％増の2兆2,284億円、定期点検整備が7.9％
増の 4,072億円、事故整備が 7.9％減の1兆 464億円、その他が 4.5％増の1
兆 9,741億円となった。

　電子制御装置整備認証の取得事業場数は、2020 年12月末で累計3,996 事
業場となった。都道府県別では愛知県が556 事業場でトップだった。特定整備
が導入された4月以降、コロナ禍で「整備主任者等資格取得講習」が延期・中止
になるなどで取得事業数は伸び悩んでいたが、20年12月は901事業場と単月ベー
スで最も多かった。
　県別で見た認証取得事業場数の2位は、岐阜県で228 事業場、3 位が静
岡県で206 事業場だった。中部地区 5県合計で1,255 事業場となり、全体の
31.4％を占めた。

10月からは「ＯＢＤ」　今年も変革迫られる整備業界

国交省、電子車検証の仕様を決定　
Ａ6サイズで大きさ半減　2023 年の導入目指す

日整連、自動車特定整備業実態調査まとめ
総整備売上高4年連続で増

（2021年1月7日付）

（2020 年12月9日付）

（2021年 2月4日付）

厚労省、アーク溶接時の「溶接ヒューム」から作業者を守る
新たな告示が 4月に施行　整備業界も対応必要

（2021年 2月13日付）

電子制御装置整備認証取得、12月末で3,996 事業場
（2021年 2月4日付）
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有限会社アサカワ自動車 有限会社豊自動車
埼玉県越谷市 愛知県名古屋市

NO 加盟店名 都道府県 住　所
1 日丸自動車工業㈲ 北海道 帯広市西十八条北 1-1-28
2 ㈱広川自動車工業 北海道 札幌市清田区平岡二条 2-1-2
3 ㈲共和自動車 北海道 札幌市白石区中央 3 条 5-5-5
4 ㈲加藤ボデー工業 北海道 北見市相内町 60
5 ㈲カミヤマオートセブン 北海道 中川郡幕別町字千住 397-56
6 げんき自動車㈱ 青森県 青森市大字八ツ役字矢作 74-7
7 白石自動車工業㈱ 岩手県 盛岡市南仙北 1-6-38
8 ㈲小川原自動車鈑金 岩手県 盛岡市土淵字谷地道 118-1
9 ㈱ゼアー 岩手県 盛岡市流通センター北 1-1-9

10 ㈱みなとモーター 宮城県 石巻市湊町 3-1-4
11 ㈱オートボディ菅原 宮城県 気仙沼市本吉町寺谷 65-1
12 ㈲サワネ自動車 山形県 米沢市万世町桑山 3146
13 ㈲ボディショップ早川 福島県 郡山市田村町金屋字孫右エ門平 46
14 ＤＲＰネットワーク㈱茨城営業所 茨城県 小美玉市西郷地 50-1
15 ㈲平井自動車 茨城県 猿島郡境町 649-1
16 ㈲三和自動車 茨城県 かすみがうら市中志筑 3
17 ㈲ライト ボディーショップビューティー 茨城県 つくば市六斗 1012-8
18 アシスト㈱ 茨城県 水戸市酒門町 4236-1
19 ㈲アイオート 茨城県 水戸市見和 2-489-1
20 ㈲新東自動車工業 栃木県 宇都宮市岩曽町 31
21 ㈲富永自動車工業所 栃木県 宇都宮市上横田町 1321-8
22 坂本車体整備工業㈱ 栃木県 栃木市大平町横堀 834-1
23 安藤自動車工業㈲ 栃木県 宇都宮市金田町 1-4
24 ㈲ＡＢＳ 栃木県 足利市山下町 882-7
25 ㈱永井自動車 群馬県 太田市西新町 20-13
26 ㈲堀内自動車ボデー 群馬県 高崎市箕郷町和田山 116-5
27 ㈱ワイズオートカンパニー B.P テクノセンター 群馬県 藤岡市森 589-1
28 ㈲相模自動車 埼玉県 越谷市相模町 3-39-1
29 ㈲アサカワ自動車 埼玉県 越谷市花田 1-3-6
30 ㈲アンビル自動車工業所 千葉県 松戸市千駄堀 1107-3
31 ㈲狩野鈑金工業所 千葉県 長生郡長生村一松丙 2100-2
32 ㈱松田自動車整備工場 東京都 墨田区文花 2-14-7
33 ㈱カーテック山崎 東京都 八王子市大和田町 5-6-4
34 ㈱アダチオート 神奈川県 横浜市都筑区佐江戸町 253
35 ㈱えちごホールディングス 新潟県 三条市善久寺 3007-1
36 ㈱たつみ自動車 富山県 富山市針原中町 889-2
37 ㈲冨尾自動車 富山県 富山市西宮 91-3
38 ㈲ＫａＺｕ 山梨県 甲府市上阿原町 323-3
39 ㈲プロテクト 山梨県 甲府市白井町 1070-8
40 ㈱清水塗装 山梨県 甲府市富竹 3-1-14
41 長田自動車鈑金塗装 山梨県 甲斐市竜王 1265-3
42 ㈱大原自動車工業 岐阜県 岐阜市中鶉 2-107
43 ㈱タカバン 岐阜県 高山市桐生町 3-160

NO 加盟店名 都道府県 住　所
44 ㈲丸泰自動車工業 岐阜県 岐阜市塩町 1-6-3
45 ㈱アクアフィールド 岐阜県 土岐市泉町定林寺 962-78
46 ㈲河田自動車 愛知県 名古屋市緑区鳴海町字母呂後 82
47 ㈱イワセ自動車工業所 愛知県 蒲郡市竹谷町前浜 12-1
48 ㈲豊自動車 愛知県 名古屋市中川区長須賀 2-2104
49 ㈱古田鈑金工芸 愛知県 春日井市西本町 2-8-1
50 エヌビーワークス㈱ 愛知県 春日井市味美西本町 2285
51 ㈲ＦＬＡＴ 愛知県 一宮市丹陽町外崎字郷東 280
52 ㈲ヴァリアス 愛知県 津島市莪原町椋木 108-1
53 ＧＡＲＡＧＥ ＤＡＩＳＨＩＮ 愛知県 江南市和田町本郷 128-6
54 ㈱川田自動車 愛知県 半田市川田町 204-4
55 ㈲ゴトウ自動車 愛知県 知多郡武豊町大字冨貴字北側 48-4
56 ㈱広田自動車 愛知県 豊田市広田町富田 21-3
57 ㈱ｉｆサポート　名古屋工場 愛知県 名古屋市中川区馬手町 1-28
58 川北自動車鈑金塗装 三重県 四日市市尾平町 2394-1
59 ㈱日進モータース商会 三重県 桑名市江場 419-1
60 ㈲共和鈑金 三重県 伊賀市服部町 723-1
61 ㈱中平鈑金塗装 三重県 尾鷲市小川西町 4-14
62 伸英鈑金工業 兵庫県 姫路市広畑区大町 1-43-1
63 ㈲播磨鈑金 兵庫県 たつの市龍野町四箇 52-2
64 ㈱二葉自動車整備工場 奈良県 桜井市赤尾 74-1
65 美和自動車工業 奈良県 奈良市田中町 192-1
66 ㈱谷地自動車 和歌山県 田辺市新庄町 1836-1
67 ㈱ Brush Up Company 鳥取県 鳥取市商栄町 399-9
68 ㈲オートボデーエム 岡山県 岡山市南区藤田 422-9
69 ㈲竜王鈑金 岡山県 倉敷市児島赤崎 1-16-67
70 ㈱池田鈑金塗装 岡山県 笠岡市用之江 774-1
71 浜井自動車㈱ 広島県 広島市安佐南区長束 6-10-9
72 ㈲カミダ 広島県 府中市鵜飼町 598-1
73 ㈱クルマックス 広島県 広島市安佐南区緑井 6-4-15
74 ㈱ボデーショップ平松 徳島県 徳島市論田町元開 24-13
75 ㈱マプト 愛媛県 松山市竹原 3-20-12
76 ㈲キャピタル自動車 愛媛県 松山市小坂 5-10-39
77 ＰＭサービス㈱ 高知県 高岡郡日高村下分 2560-1
78 ㈲伸自動車 福岡県 福岡市早良区早良 5-2-12
79 イデックスボデーショップ熊本南 熊本県 熊本市南区幸田 2-7-20
80 池田鈑金塗装㈱ 熊本県 八代市大手町 1-5-17
81 南九州車体．パーフェクト 宮崎県 都城市吉尾町 756
82 ㈲小村塗装工場 宮崎県 宮崎市大塚町宮田 2842
83 ボデーショップタニグチ 宮崎県 宮崎市富吉 2802-2
84 ㈱柴田自動車 鹿児島県 鹿児島市新栄町 33-9
85 ㈲マイカーボデー有村 鹿児島県 日置市吹上町今田 275

特定整備資格取得加盟店 2021 年 2 月 25 日現在

※DRPネットワーク本部へ報告のあった加盟店工場です。

ＤＲＰネットワーク ニュースＤＲＰネットワーク ニュース No.9
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2020年10月～2021年1月 新規加盟店工場紹介新規加盟店工場紹介

加盟店工場650社増強運動キャンペーン
ご協力のお願い

現在、DRPネットワーク（株）は、加盟店工場を650社
に拡充する増強運動キャンペーンを加盟店工場のみなら
ず、ご提携先様に対しても行っております。ぜひとも、
添付のキャンペーン案内 をご覧になり、お知り合い
の自動車鈑金工場のご紹介をお願いいたします。

加盟店工場650社増強運動キャンペーンご協力のお願い

現在、DRPネットワーク（株）は、加盟店工場を650社に拡充する増強運動キャンペーンを加盟店工場のみならず、
ご提携先様に対しても行っております。ぜひとも、添付のキャンペーン案内 をご覧になり、お知り合いの自
動車鈑金工場のご紹介をお願いいたします。

株式会社ＹＲＣ
鹿児島県鹿児島市山田町

2019年7月～2019年9月 新規加盟店工場紹介新規加盟店工場紹介

加盟店工場650社増強運動キャンペーン
ご協力のお願い

現在、DRPネットワーク（株）は、加盟店工場を650社
に拡充する増強運動キャンペーンを加盟店工場のみなら
ず、ご提携先様に対しても行っております。ぜひとも、
添付のキャンペーン案内 をご覧になり、お知り合い
の自動車鈑金工場のご紹介をお願いいたします。

加盟店工場650社増強運動キャンペーンご協力のお願い

現在、DRPネットワーク（株）は、加盟店工場を
650社に拡充する増強運動キャンペーンを加盟店
工場のみならず、ご提携先様に対しても行ってお
ります。ぜひとも、添付のキャンペーン案内 
をご覧になり、お知り合いの自動車鈑金工場のご
紹介をお願いいたします。

加盟店工場650社増強運動キャンペーンご協力のお願い

現在、DRPネットワーク（株）は、加盟店工場を650社に拡充する増強運動キャンペーンを加盟店工場のみならず、
ご提携先様に対しても行っております。ぜひとも、添付のキャンペーン案内 をご覧になり、お知り合いの自
動車鈑金工場のご紹介をお願いいたします。

イベント報告
 （2020年10月～2021年1月）

各地の報告各地の報告

第 3回
全国ブロック長会議
（6月22日）

東海ブロック総会
（6月7日）

2020年度第２回四国ブロック会議
（2020年11月7日）

ＤＲＰネットワーク ニュースＤＲＰネットワーク ニュース No.9

　「特定整備」制度が昨年4月に施行されたが、電子制御装置整備認証の取得事業場数は2020年 12月末で累計3,996事業
場に留まっている。4月以降、コロナ禍で「整備主任者等資格取得講習」が延期・中止になったことが取得事業数の伸び悩ん
だ要因となっている。それでも12月は901事業場と単月ベースで最も多く、月を追うごとに増えている。
　ちなみに都道府県別では愛知県が556事業場でトップ。2位は岐阜県で228事業場、3位が静岡県で206事業場だった。
中部地区5県合計で1,255事業場となり、全体の31.4％を占めた。中部各県の自動車整備振興会の積極的な働きかけにより、
認証取得をリードした格好だ。
　認証取得のあとは、実際に先進運転支援システム（ＡＤＡＳ）搭載車両のエーミング作業などに対応していくため体制の整
備や技能レベルの引き上げ、あるいは他社との連携など備えなくてはいけない。21年は活発な動きが予想されるが、これまで
以上に地域や団体での研修、事例共有といった情報交換が求められるだろう。

コラム「『特定整備』の情報交換を」
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ネットワン君が行く！！「ＴＵＶ捜査隊編」ネットワン君が行く！！「ＴＵＶ捜査隊編」 VOL.１突撃取材
！

こんにちワン！ 初めまして、ネットワン君と申します。
ＤＲＰ本部からＴＵＶ捜査隊に任命されました。
皆さんお手柔らかにお願いします！

マイクを握って、スーツなんか着ちゃって、気合入れて頑張るワン！
さて、今回は岡山県倉敷市の「有限会社竜王鈑金」様にお話を
伺ってきました。
竜王鈑金さんの地元であります倉敷市児島という地域は、国産
ジーンズや学生服と言った繊維産業が盛んで、全国で高いシェ
アを誇る町であります。
また瀬戸内海が近くて、タコなどの漁業も有名らしいですよ！
今回は晴れの国・岡山の取材で身も心も晴々ですな ?
ということで、これよりＴＵＶ認証についてインタビューしてきま
したので是非チェックして
みてくださいね ?

福田専務、初めまして！

やぁ、ネットワン君、はるばる東京から来てくれたん
じゃな ?！
遠かったじゃろ?

今回の企画のトップバッターに
指名してくれて光栄じゃわ ?！
少しでも皆さんのお役に立て
る情 報 がお 伝 えで きればと
思っとるし、お手柔らかにお願
いしますね ?！

ＴＵＶ認証を取得しようと思ったきっかけは何です
か？

 
色々な方面から情報を入手し、ダイレクト系損保会社
がこの認証制度を活用して、優先的に誘導を行なって
いく方針であるとの

情報を聞いた時に、弊社の規
模でも取れるものならチャレン
ジしてみたいと思ったのが率直
なきっかけでした。

ＴＵＶ認証取得に向けて、まず取り組んだことは何で
すか？

 
アクションを起こさないと何も進まないと思ったので、
特に何も考えることなく、事前診断（ステップ１）を申
し込み、弊社が業界の基準と比べて現状がどの程度

なのか知ることから始めました。
弊社の実情を第三者の診断士がどのような結果を出してくるの
か正直なところ怖かったですが、今思うとこの初期の行動が全
ての明暗を分けたのではないかと思っています。
 

ＴＵＶ認証取得に向けて苦労したことは何ですか？
 

事前診断で改善すべき点として、主に書類の作成（社
員の勤怠管理表、機材のメンテナンスチェックシート
等）が課題でしたので、それらの書類の作成に多くの

＜インタビュー対談者＞
有限会社竜王鈑金　　専務取締役　福田泰三　様

■はじめに
「ネットワン君が行く！！」は、インタビュー形式で
ＤＲＰネットワーク加盟店工場をご紹介させて頂く
コーナーです。
今回はＴＵＶ認証を取得した加盟店工場様に認証
取得時の体験談や感想、日常業務での活用方法
についてインタビューしました。ＴＵＶ認証の取得を検討されて
いる皆様がこちらの記事を通じて、少しでもお役に立てて頂け
るツールとなりますように心を込めて掲載をいたします。

■ＰＩＣＫ　ＵＰ　加盟店工場
会社名　：　有限会社　竜王鈑金
所在地　：　岡山県倉敷市児島赤崎1-16-67
代表取締役　：　福田博史　様
設立年月日　：　1962 年　9 月 14 日
社員　：　9 名
ホームページ　：　https://ryuo.co.jp
認証取得年月　：　2018 年 11月　
継続更新年月　：　2020 年 11月　
認証カテゴリー　：　ゴールド

● 取得にまつわるインタビュー ●
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時間を費やした記憶があります。
また調色室の設置が必須条件となっていたため、新たに増設を
行いました。（増設費用は約８０万円程度）
 

ＴＵＶ認証取得に向けてのポイントは何ですか？
 

経営者だけの思いだけでは何も成し得ることができな
いので、会社全体で意識統一を図り、取得に向けてチー
ム一丸になることだと思います。

そのためには、社員一人一人に TUV 認証を取得するメリットを
しっかり理解してもらうことが極めて重要であると思います。
 

実際にＴＵＶ認証を取得して良かった点は何ですか？
 

冒頭で紹介させて頂いた、ダイレクト系損保会社から
の優先誘導には地域差がどうしてもあるので、過度な
期待はしない方が良いとは思いますが、自社の損保会

社への認知度アップは多少なりとも図れたのではないかと思い
ます。
また営業が得意な経営者の方であれば、直接売り込みを仕掛
けて行くことも有益ではないでしょうか。
社員については、より一層の自覚が芽生え、勤怠管理票の成果
であるのかはわかりませんが、効率の良い仕事を心がけて残業
時間の短縮が実践されています。
 

御社として TUV 認証の活用方法について工夫されて
いることは何ですか？

 
まずはＴＵＶロゴを名刺やＨＰ、パンフレット等に記載
したり、ＳＮＳを通じて監査の様子など投稿しました。
世間的には、まだまだ認知度が高いとは言えませんが

「立派な資格を持っているんだ」と一目で感じて頂くことができ
るので、信用性の向上に繋がるのではないでしょうか。
またこれが要因であるか分かりませんが、キャンセル件数の減
少、入庫成約率向上が成果として感じられるようになりました。
 

これからＴＵＶ認証を取得しようと考えている皆さんへ
 

費用対効果（入庫量）という観点で考えてしまうとな
かなか踏み出せないかもしれませんが、業界基準が監
査対象になるため、会社としてのステップアップや活

かし方によっては仕事に繋がる可能性を秘めているので、前向

きに取得を考えてみてはいかがでしょうか。
幸いにして、ＤＲＰ加盟店工場でＴＵＶ認証取得工場が増えて
きているので、色々と意見を聞いてみるのが良いのではないか
と思います。

 福田専務ありがとうございました。

次回のインタビューは、愛知県春日井市のエヌビーワークス㈱　
岡野専務に突撃インタビューをお願いしたいと思います！
インタビューも終わったし、せっかく倉敷市児島に来たので、
専務に案内して頂いて観光名所に行ってみるだワン！

絶景で壮大な瀬戸大橋と港町
下津井にある、むかし下津井
回船問屋のレストランで美味
しい刺身定食を頂いちゃいま
したワン！ 
その後、車で移動すること５
分・・・。
ジーニストの聖地・児島ジーンズストリートへ。
街中にジーンズが吊るされていたので、記念撮影しましたワン！
マスコットキャラクターの「Gパンだ」と２ショットも撮っちゃい
ましたワーン！
 

テンションが上がってしまったところで、電車の時間がきてしま
いました・・・。トホホ・・・。

ということで今回は岡山県倉敷市児島にあります ( 有 ) 竜王鈑
金・福田専務に突撃インタビューをさせて頂きました。
福田専務、お忙しい中ありがとうございました。

取材日：2020 年 12 月 7 日
ＤＲＰネットワーク加盟店工場会　技術教育委員会



 

 

 

ネットワン君レンタカー配備のご案内
                                      
                      （加盟店工場 25社 65台）

2021年2月1日現在

 

 

 

 

 

DＲＰネットワーク㈱茨城営業所

茨城県

千葉県

 

 

 

 

相模鈑金工業㈱

神奈川県

㈲シミズオート

㈲コーワコーポレーション

大阪府

 

 

 

 

 

㈲斉藤自動車鈑金塗装工業

㈲アサカワ自動車

㈲ボディーショップ輝

埼玉県

8台

㈱カーサービスシンワ 3台

１台

１台

１台

㈱ワイズリョウファクトリー 2台

㈱オートガレージ

宮城県

4台

１台㈱オートボディ菅原

3台㈱オートウェイズ

カーショップフクシマ㈱

福島県

3台

１台

 ㈲イシイオートサービス 2台

 

 1台

愛知県

2台

東京都

3台

㈲ジ ャ ス ト 2台
㈲ マ プ ト 5台

愛媛県

富山県

㈱たつみ自動車 1台

日丸自動車工業㈲

北海道

2台

 4台DＲＰネットワーク㈱本社

㈲オートワークス雅 1台

㈲オートアンドパル 9台

徳島県

 

㈲ナカジマ自動車鈑金工業 3台

 
㈲石毛鈑金工業 1台

 

 

㈲ 三 好

鹿児島

1台

㈲馬場自動車工業
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ネットワン君レンタカーの営業所進捗（2020年10月～2021年1月）

　平素は車両事業部にご協力いただき、誠に有難うございます。
　このコロナ禍のなか旅行関係のレンタカーは苦戦が続いておりますが、工場代車や個人・
法人の利用は増加中です。前回のＤＲＰネットワークニュース（昨年 11 月）以降、増加し
た加盟店工場様です。７社、（新規・増車）12台の配備をさせていただきました。
　どちらさまもコスト以上のリターンがあり大変喜ばれております。

ネットワン君レンタカーは
ＤＲＰネットワークのレンタカーブランドです

ネットワン君レンタカーは
ＤＲＰネットワークのレンタカーブランドです

【ＤＲＰネットワーク株式会社　車両事業部　新車・中古車・オートリース・レンタカー】
 担当：中井・荒井

tel： 03-3673-5551　 fax：03-5622-6153
mail : nakai@5552.co.jp　携帯電話 090-6046-1918

2021 年 2月 1日現在

  営業所名 工場名 都道府県 車名 台数
新規 千葉柏営業所 （有）馬場自動車工業 千葉県 プリウス 1台
増車 千葉営業所 （有）イシイオートサービス 千業県 レジアスエース 1台

増車 東松島石巻 （株）オートガレージ 宮城県 タント 2台  営業所   N-BOX
新規 霧島営業所 （有）三好 鹿児島県 アクア 1台
     スペーシア
新規 市原営業所 （有）ナカジマ自動車鈑金工業 千業県 プリウスα 3台
     ムーヴ 
新規 山武営業所 （有）石毛鈑金工業 千業県 ハスラー 1台

増車 本部営業部 DRPネットワーク（株） 東京都 アクア 2台
     ワゴンR 1台

＊今年中に全国地図が埋められるよう、
　皆様のご支援・ご協力のほど宜しく
　お願い申し上げます。

ネットワン君レンタカー配備のご案内
（加盟店工場25社65台）

新車・中古車販売も活況です。
リース・買取・何でもご相談下さい。

ＤＲＰネットワーク ニュースＤＲＰネットワーク ニュース No.7


