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① SBI損保・JATTO・DRPネットワークが提携　適正なエーミング作業提供、損保の損失低減へ

② 「頑張ってます！全国の加盟店工場紹介」～第10弾は愛知県のGARAGE DAISHIN　（株式会社GTS）、熊本県の
株式会社ジョイドライブです。

③2020年度表彰　感謝状・記念品贈呈

④ ⑤ 特定整備資格取得工場の紹介　特定整備資格取得加盟店工場一覧

⑥ 新規加盟店工場紹介（2021年２月～9月）/自動車業界主なニュース掘り下げて解説！

⑦ DRP事案データベース全社解禁後、一年を迎えるにあたって「全加盟店工場の案件 100％利用を目指しましょう」

⑧ ネットワン君レンタカー全国へ配備中

SBI損保・JATTO・DRPネットワーク、電子制御装置整備で提携
損保業界初　エーミングに特化したネットワーク構築

SBI損保・JATTO・DRPネットワーク、電子制御装置整備で提携
損保業界初　エーミングに特化したネットワーク構築

ＤＲＰネットワーク ニュースＤＲＰネットワーク ニュース No.7

　損害保険業界がエーミング（機能調整）作業に対応する整備ネット
ワークづくりに乗り出した。ＳＢＩ損害保険（五十嵐正明社長、東京都
港区）と同社提携整備工場のＤＲＰネットワーク（津島信一代表取締役、
東京都葛飾区）、エーミング（機能調整）作業に特化したネットワーク
を構築する日本技能研修機構（ＪＡＴＴＯ、石川明男代表理事）の先
進安全自動車（ＡＳＶ）の電子制御装置整備に関する提携が９月、スター
トした。損保会社とエーミング作業に特化した整備ネットワークが組む
のは初となる。１１月以降に発売される新型乗用車への緊急自動ブレー
キ搭載の義務化などで、事故車修理時などにセンサーのエーミングが
必要な車両が今後増加する。事故車に対して適正なエーミング作業を
行わなければ、装置の誤作動で事故につながる可能性がある。車の
電子化に対応した法整備などルールづくりは進むが、整備事業者の対
応は一朝一夕にはいかない。損保業界も例外ではなく、契約車両に適
正なエーミング作業を提供する体制の構築に迫られている。
　１４日に都内で開いた合同記者会見で、ＳＢＩ損保の五十嵐社長は
「エーミング対応は損保業界の共通テーマ。先発隊として必要性を広く
ユーザーに訴える」と強調した。エーミング作業が必要になるのはボ
ディーの損傷時などで、まさに損保各社が取り扱う車両が対象となる。
緊急自動ブレーキなどの誤作動による事故は実際に起きており、損保
会社は「エーミング作業を適正にできる整備ネットワークの構築が急務」
としている。
　ＪＡＴＴＯの石川代表理事は「整備の高度化で、損保会社の負担
が増している」と指摘する。エーミング作業をディーラーに依頼して
も優先度は低く「待ち時間で納車までの期間が伸びている」という。
これにより「損保会社に代車費用など間接的な損失が生じている」

と分析する。
　ＪＡＴＴＯでは専門性を生かして「４８時間納車」のルールを設けて
おり「損保会社の損失低減とともに、顧客満足の向上が期待できる」（石
川代表理事）と提携先としてのメリットを話す。エーミング作業はメー
カーや車種で機器が異なり、すべてに対応するには投資負担が大きく
なる。加えて、車載セキュリティーの強化で「個社での対応が難しくなる」
（同）ことからも連携の必要性を訴えている。
　今回の提携によって、ＳＢＩ損保が契約車両をＤＲＰなど既存の提携
工場に入庫誘導する従来の枠組みを変更することは行わないが、提
携工場が技術面で対応できない時は「早いタイミングで、ＪＡＴＴＯ会
員工場に入庫できるようになる」（五十嵐社長）のが最大の特徴だ。ユー
ザーが保険を選ぶ際に指標とするサービス品質の向上につなげる。
　また、ＳＢＩ損保の五十嵐社長とＤＲＰの岡本貞雄会長は「（提携を
機に）入庫誘導がしやすくなり台数が増えるのでは」との期待も示す。
ＳＢＩ損保の入庫誘導の比率は２０２１年３月期で約２５％。具体的な数
値目標はないが「今後高めていけるだろう」（五十嵐社長）とする。　
　ＳＢＩ損保はＤＲＰと２００８年から事故車修理の入庫誘導契約を結
んでいる。ＤＲＰは、入庫誘導台数の拡大に向け、ＪＡＴＴＯのノウハ
ウを活用した加盟店の技術向上に取り組む。一部の加盟工場がすで
にエーミング作業を受注するＪＡＴＴＯ会員となっているが、提携を機
に、さらに拡大してＤＲＰ内で電子制御装
置整備に対応できる体制の構築を目指す。
ＤＲＰの岡本会長は提携で入庫誘導数の
増加など「ビジネスの新しい起爆剤になる」
と今回の提携について評した。
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GARAGE DAISHIN
　（株式会社GTS）

今月の加盟店工場

会社名 住 所    〒483-8027 愛知県江南市和田町本郷128-6GARAGE DAISHIN（株式会社GTS）

会社設立

従業員数

2007年4月15日

フロント4人
現場9人

鈑金塗装修理台数90台
車検台数15台設 備

●フレーム修正機2機　SANSHIRO　　　●塗装ブース2機　アンデックス
●スポット溶接機1機　デンゲン　　　　　●半自動溶接機2機　ヤシマ
●スタット溶接機2機　デンゲン　　　　　●リフト2機　ビシャモン

月 間

所在地　愛知県江南市代表取締役  大脇伸二 氏

好 評第10弾

新車販売のショールームを建て、指定工場も取得しており
ます。鈑金塗装だけでなくお車すべてのことに対応が可能
です。

貴社と他社違うところは（売りにしている）
どんな点ですか？

地域に密着した車屋として信頼され、商売だけでなく地
域貢献できる会社にしていきたいです。

貴社の今後の夢（ビジョン）は？

お客様の求めていることをしっかり把握し、丁寧な対応と責
任ある作業を心掛けています。

お客様への対応で心がけていることは？

自動車業界は大きな変革期にありますが、設備や技術の
向上を怠らず、社員一丸で今後も頑張りたいと思っており
ます。

お店からひとことお願いします

人を大切にし、お客様に喜んでいただけることを常に
考え、すべての事に感謝できる心を持ちます。

貴社の経営理念は（思い）？

「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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株式会社 ジョイドライブ

会社名 住 所    〒861-8001 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘２丁目４-１０株式会社 ジョイドライブ

会社設立

従業員数

2014年9月1日

フロント11人
現場9人

鈑金塗装修理台数90台
車検台数70台設 備

●フレーム修正機1機　イチネン　　　　●塗装ブース1機　アンデックス
●スポット溶接機1機　MSジャパン　　　●半自動溶接機1機　MSジャパン
●スタット溶接機1機　ヤシマ　　　　　●リフト1機　バンザイ

月 間

所在地　熊本県熊本市代表取締役  中村　守 氏

クルマにまつわるトータルサービスを提供する会社です。
商品が先にあるのでなく、お客様のメリットを優先するビジ
ネス展開を目指しています。

地域社会、お客様、社員にとって無くてはならない、その
ような会社を目指します。

貴社の今後の夢（ビジョン）は？

お客様ニーズである『早く、安く、キレイ』を実現する事。
また、ご来店頂くお客様への店舗づくり、サービス、そ
れを提供する人財育成です。

お客様への対応で心がけていることは？

ＤＲＰネットワーク、加盟店の皆様と情報や課題などを共
有し、今後の発展に寄与していきたいと思います。

お店からひとことお願いします

目指せ！！グッドカンパニー

貴社の経営理念は（思い）？

A

A A

A A

Q1 Q2

Q3 Q4

Q5

加
盟
店
工
場
様
に
お
聞
き
し
ま
し
た
。

貴社と他社違うところは（売りにしている）
どんな点ですか？

ＤＲＰネットワーク ニュースＤＲＰネットワーク ニュース No.10
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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。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

相模鈑金工業（株）（神奈川県）
代表取締役　嶋津　清 様

日丸自動車工業（有）（北海道）
営業課長　安保隆博 様

（有）ナカジマ自動車鈑金工業（千葉県）
代表取締役　中嶋忠司 様

（有）イシイオートサービス（千葉県）
代表取締役　石井和好 様

（有）オートフレンド（宮城県）
代表取締役　鑓水一弘 様

相模鈑金工業（株）（神奈川県）
代表取締役　嶋津　清 様

（有）コーエン損害保険（福島県）
代表取締役　髙縁勝一 様

（株）谷地自動車（和歌山県）
代表取締役　谷地秀和 様

（有）伸自動車（福岡県）
代表取締役　吉村　潔 様

（株）カーサービスシンワ（大阪府）
店長　鎌倉由和 様

（有）鶴岡保険事務所（鹿児島県）
代表取締役　鶴岡五郎 様

（有）中願寺総合保険（佐賀県）
代表取締役　芹田健太 様

（有）窪田自動車（佐賀県）
窪田社長

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 様

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 様

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 様

（有）共和自動車（北海道）
佐々木社長

（株）タイヨー（佐賀県）
代表取締役社長　水田　茂 様

（株）オ リ エ ン タ ル 中 村 （東京都）
部長　井坂鉄司 様

キッセイ商事（株）（長野県）
部長 百瀬 淳 様　代表取締役社長 大橋 譲 様　取締役 草間俊文 様

DRP ネットワーク（株）（東京都）
岡本会長

（有）窪田自動車（佐賀県）
窪田社長

ＤＲＰネットワーク ニュースＤＲＰネットワーク ニュース No.10

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

1 位 2 位 3 位 4 位 5 位

加盟店工場リサイクル部品活用優加盟店工場

損保代理店　入庫誘導紹介台数

1 位 2 位 3 位

企業代理店　入庫誘導紹介台数

1 位 2 位 3 位

損害保険代理業協会　入庫誘導紹介台数

1 位 2 位 3 位

車両部アワード・２０２０

1 位 2 位 3 位 3 位



特定整備資格取得加盟店工場一覧 2021 年 10 月 5 日現在

4

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 ㈱谷口自動車板金工業 北海道 札幌市西区発寒十五条 4-7-5
4 ㈲北江自動車整備工場 北海道 滝川市流通団地 1-3-17
5 ㈲共和自動車 北海道 札幌市白石区中央 3 条 5-5-5
6 ㈲加藤ボデー工業 北海道 北見市相内町 60
7 ㈲ボデーショップ・カドワキ 北海道 苫小牧市錦岡 70-1
8 ㈱サンライズモータース 北海道 函館市日乃出町 22-25
9 ㈲カミヤマオートセブン 北海道 中川郡幕別町字千住 397-56

10 ㈱斉藤自動車整備工場 北海道 旭川市東旭川北 3 条 5-3-25
11 アケボノ・トータル・プランニング㈱ 北海道 釧路郡釧路町木場 1-7-5
12 ㈲函館カーサービス 北海道 函館市追分町 4-12
13 ㈱ホシボデー 北海道 千歳市上長都 1160-42
14 げんき自動車㈱ 青森県 青森市大字八ツ役字矢作 74-7
15 白石自動車工業㈱ 岩手県 盛岡市南仙北 1-6-38
16 ㈲小川原自動車鈑金 岩手県 盛岡市土淵字谷地道 118-1
17 ㈲森鈑 岩手県 大船渡市三陸町越喜来字小出 22-1
18 ㈱ゼアー 岩手県 盛岡市流通センター北 1-1-9
19 ㈱みなとモーター 宮城県 石巻市湊町 3-1-4
20 ㈱オートボディ菅原 宮城県 気仙沼市本吉町寺谷 65-1
21 遠藤自動車リペアガレージ 宮城県 仙台市若林区卸町 3-5-8
22 おおいずみ自動車㈱ 宮城県 仙台市若林区六丁の目東町 6-58
23 ㈲平野自動車 秋田県 秋田市泉北 1-3-18
24 小林自動車工業 秋田県 北秋田市脇神塚の岱 17-6
25 ㈲鏡自動車 秋田県 秋田市茨島 2-9-26
26 ㈱平和自動車 秋田県 横手市平鹿町浅舞字荒小屋東 263
27 山崎自動車工業㈱ 秋田県 鹿角市花輪字蒼前平 2-1
28 ㈱ミサワ車体 山形県 山形市桜田東 2-11-20
29 ㈱ホンダ四輪販売庄内 山形県 鶴岡市美咲町 2-1
30 ㈲サワネ自動車 山形県 米沢市万世町桑山 3146
31 ㈲平野モーターサービス 福島県 会津若松市神指町黒川湯川東 207
32 ㈲いわき自動車鈑金塗装 福島県 石川郡石川町轡取 53-15
33 ㈲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
34 カーショップフクシマ㈱ 福島県 会津若松市一箕町鶴賀字村西 138
35 ㈲カーサービスこんの 福島県 福島市鎌田字前原 14-8
36 ㈲エッセンシャル企画 福島県 郡山市田村町金屋孫右エ門平 65-1
37 ＤＲＰネットワーク㈱茨城営業所 茨城県 小美玉市西郷地 50-1
38 ㈲平井自動車 茨城県 猿島郡境町 649-1
39 ㈲トマトファクトリー 茨城県 ひたちなか市高場 2296-4
40 ㈲三和自動車 茨城県 かすみがうら市中志筑 3
41 ㈲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
42 ㈲山伸自動車工業 茨城県 取手市山王 1686-2
43 アシスト㈱ 茨城県 水戸市酒門町 4236-1
44 ㈲吉崎モータース 茨城県 行方市富田 219
45 ＡＵＴＯ　ＦＩＥＬＤ 茨城県 日立市十王町伊師 20-25
46 ㈲アイオート 茨城県 水戸市見和 2-489-1
47 ㈲新東自動車工業 栃木県 宇都宮市岩曽町 31
48 ㈲富永自動車工業所 栃木県 宇都宮市上横田町 1321-8
49 坂本車体整備工業㈱ 栃木県 栃木市大平町横堀 834-1
50 福田車体工業㈱ 栃木県 宇都宮市不動前 5-1-22
51 ㈲井川モータース 栃木県 那須塩原市鍋掛 1093-40

NO 加盟店名 都道府県 住　所
52 安藤自動車工業㈲ 栃木県 宇都宮市金田町 1-4
53 ㈲ＡＢＳ 栃木県 足利市山下町 882-7
54 ㈱永井自動車 群馬県 太田市西新町 20-13
55 ㈲ＫＯＩＫＥ 群馬県 前橋市上大島町 94-2
56 ㈲堀内自動車ボデー 群馬県 高崎市箕郷町和田山 116-5
57 ㈱小幡ボデー 群馬県 甘楽郡甘楽町小幡 642-2
58 ㈱Ｇｏｏｄ 群馬県 伊勢崎市五目牛町 431-3
59 ㈱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
60 ㈲荒井自動車 埼玉県 三郷市高州 2-241-2
61 ㈲相模自動車 埼玉県 越谷市相模町 3-39-1
62 ㈲アサカワ自動車 埼玉県 越谷市花田 1-3-6
63 ㈲オートワークス雅 埼玉県 坂戸市森戸 1-1
64 ㈲斉藤自動車鈑金塗装工業 埼玉県 さいたま市西区中野林 422
65 ㈲コーディアル 埼玉県 越谷市平方 689-8
66 ㈱ボディショップ櫛田 埼玉県 八潮市大曽根 1206
67 ㈱カーボディショップ長谷部 埼玉県 比企郡滑川町福田 1169-2
68 ㈲ハラコーモータース 埼玉県 川越市古谷上 5680-2
69 ９rove Ｒ（クローバー） 埼玉県 児玉郡上里町嘉美 1541-1
70 ㈲石毛鈑金工業 千葉県 山武市上横地 1307-1
71 ㈲アンビル自動車工業所 千葉県 松戸市千駄堀 1107-3
72 ㈱ホシクキ自動車 千葉県 千葉市中央区星久喜町 873-6
73 ㈱中西オートリペアー 千葉県 旭市ニ 2486-6
74 ㈲太田鈑金 千葉県 香取市下小川 1475-1
75 ㈲狩野鈑金工業所 千葉県 長生郡長生村一松丙 2100-2
76 京浜自動車協業組合 東京都 大田区京浜島 3-3-10
77 ㈱松田自動車整備工場 東京都 墨田区文花 2-14-7
78 ㈲ツカサ自動車興業 東京都 大田区新蒲田 3-3-1
79 ㈱カーテック山崎 東京都 八王子市大和田町 5-6-4
80 山本自動車工業㈱ 東京都 昭島市昭和町 3-22-9
81 東都自動車工業㈱ 東京都 府中市四谷 5-23-9
82 ㈱吉崎ボデー 東京都 日野市万願寺 2-20-3
83 渡辺自動車㈱ 東京都 江東区東砂 7-10-8
84 業平自動車㈱　水元店 東京都 葛飾区東金町 8-20-17
85 ㈲土谷自動車 東京都 西多摩郡瑞穂町武蔵 476-3
86 ㈱ユースフル 東京都 板橋区高島平 7-36-6
87 ㈲平野オートボディー 東京都 八王子市元八王子町 2-1971-2
88 相模鈑金工業㈱ 神奈川県 平塚市四之宮 7-3-13
89 ㈲オートサービス東栄 神奈川県 横浜市金沢区福浦 2-8-12
90 神奈川協立自動車㈱ 神奈川県 相模原市緑区橋本台 1-23-23
91 ㈱アダチオート 神奈川県 横浜市都筑区佐江戸町 253
92 ㈱セイロモータース 神奈川県 厚木市岡田 2-13-52
93 ㈲ヤマヨ久保田商会 神奈川県 横須賀市長沢 6-30-4
94 ㈱シンフォニーステーション 神奈川県 大和市下鶴間 2297-1
95 ㈲東亜自動車工業 新潟県 上越市東本町 3-1-37
96 ㈲博栄モータース 新潟県 胎内市下高田 829-1
97 ㈱えちごホールディングス 新潟県 三条市善久寺 3007-1
98 ㈱たつみ自動車 富山県 富山市針原中町 889-2
99 カーリボン　竹原自動車 富山県 南砺市山斐 162

100 ㈲高雄自動車 富山県 富山市公文名 21
101 ㈱ダイワ自動車 富山県 高岡市四屋 796-1
102 ㈲冨尾自動車 富山県 富山市西宮 91-3

有限会社トーマイ 有限会社木本自動車
京都府舞鶴市 鳥取県東伯郡琴浦町
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※DRPネットワーク本部へ報告のあった加盟店工場です。

NO 加盟店名 都道府県 住　所
103 ㈱ニーズプラス 富山県 富山市下大久保 1090
104 ㈱オオヤ鈑金塗装 石川県 小松市上小松町乙 84
105 ㈱大日自動車販売 石川県 野々市市新庄 1-87
106 ㈱兼六鈑金塗装工場 石川県 金沢市若宮 1-106
107 カードック友星 石川県 加賀市桑原町ホ 65-1
108 ㈲第一鈑装 石川県 小松市福乃宮町 1-82
109 ㈲タダムラ自動車鈑金 石川県 金沢市近岡町 948-1
110 ㈱ヤマモト自工 石川県 鹿島郡中能登町一青こ 4-1
111 谷口自動車工業㈱　羽水支店 福井県 福井市羽水 1-628
112 ㈲マルダイ自工 福井県 大野市吉 7-3-1
113 ㈲オートボディキー 山梨県 富士吉田市上暮地 3-6-32
114 ㈲ＫａＺｕ 山梨県 甲府市上阿原町 323-3
115 ㈲アマノオートサービス 山梨県 大月市初狩町下初狩 498-1
116 ㈲プロテクト 山梨県 甲府市白井町 1070-8
117 ㈱清水塗装 山梨県 甲府市富竹 3-1-14
118 長田自動車鈑金塗装 山梨県 甲斐市竜王 1265-3
119 シムラ自動車鈑金塗装工場 山梨県 都留市法能 2490-11
120 ㈱オートエクステリア 長野県 松本市笹賀 7208
121 ㈱金箱ボデー 長野県 長野市大豆島 5348
122 ㈲オートライフ 岐阜県 各務原市蘇原東栄町 2-62
123 ㈱大原自動車工業 岐阜県 岐阜市中鶉 2-107
124 ㈱タカバン 岐阜県 高山市桐生町 3-160
125 ㈲丸泰自動車工業 岐阜県 岐阜市塩町 1-6-3
126 ㈱アクアフィールド 岐阜県 土岐市泉町定林寺 962-78
127 ㈱望月塗装工業所 静岡県 富士市柚木 326-1
128 カーファクトリー　ゴトウ 静岡県 袋井市中 1525
129 松長自動車工業㈱ 静岡県 沼津市松長 22-1
130 ガレージプラス㈱ 静岡県 静岡市葵区沓谷 6-11-10
131 協同組合カーメイク三島 静岡県 三島市松本 15-1
132 共和工業㈱ 愛知県 名古屋市南区鳴尾 1-27
133 ヤリミズ自動車㈱　司店 愛知県 豊田市司町 3-41-1
134 ㈲河田自動車 愛知県 名古屋市緑区鳴海町字母呂後 82
135 ㈲日翔鈑金塗装 愛知県 安城市横山町寺田 29-11
136 ㈲名和自動車 愛知県 名古屋市天白区中砂町 376
137 今井板金工業所 愛知県 岡崎市六名 2-4-21
138 ㈱イワセ自動車工業所 愛知県 蒲郡市竹谷町前浜 12-1
139 ㈱昭和自動車　 愛知県 小牧市入鹿出新田 303-1
140 ㈲豊自動車 愛知県 名古屋市中川区長須賀 2-2104
141 ㈱古田鈑金工芸 愛知県 春日井市西本町 2-8-1
142 エヌビーワークス㈱ 愛知県 春日井市味美西本町 2285
143 近藤自動車工業㈱ 愛知県 清須市朝日天王 43
144 ㈱ティー・アール・シー 愛知県 小牧市川西 2-54
145 ㈲ＦＬＡＴ 愛知県 一宮市丹陽町外崎字郷東 280
146 ㈲ディーレンジ 愛知県 豊川市当古町本郷前 6-1
147 ㈲ヴァリアス 愛知県 津島市莪原町椋木 108-1
148 ＧＡＲＡＧＥ　ＤＡＩＳＨＩＮ 愛知県 江南市和田町本郷 128-6
149 ㈱川田自動車 愛知県 半田市川田町 204-4
150 ㈲ゴトウ自動車 愛知県 知多郡武豊町大字冨貴字北側 48-4
151 ㈱広田自動車 愛知県 豊田市広田町富田 21-3
152 ㈱ｉｆオートサービス　サポートセンター 愛知県 名古屋市中川区馬手町 1-28
153 川北自動車鈑金塗装 三重県 四日市市尾平町 2394-1
154 ㈱日進モータース商会 三重県 桑名市江場 419-1
155 ㈲共和鈑金 三重県 伊賀市服部町 723-1
156 ㈱鈴鹿ＢＰセンター 三重県 鈴鹿市八野町 462-20
157 ㈱中平鈑金塗装 三重県 尾鷲市小川西町 4-14
158 吉田自動車販売㈱ 三重県 三重郡川越町高松 98-1
159 ㈲杉江自動車 滋賀県 長浜市安養寺町 495
160 稲垣自動車工業㈲ 滋賀県 東近江市妙法寺町 1109
161 ㈱雄琴自工 滋賀県 大津市雄琴 2-8-6
162 東澤自動車工業㈱ 滋賀県 甲賀市水口町泉 328-3
163 ㈲イシマ自工 京都府 京都市山科区勧修寺泉玉 47-2
164 ㈲トーマイ 京都府 舞鶴市鹿原 960-6
165 ㈱アケタ 京都府 京都市伏見区深草鞍ケ谷 29-1
166 ㈱岩本自動車工作所 京都府 京都市山科区勧修寺瀬戸河原町 128
167 ㈱オートボディー・ノダ 大阪府 大阪市西成区津守 3-7-16
168 ㈲Ｓ．Ｔ．Ｙオート 大阪府 堺市東区日置荘田中町 208-6
169 寿自動車工業㈱ 大阪府 豊中市利倉東 2-17-14
170 ㈱岡本モータース　寝屋川工場 大阪府 寝屋川市対馬江西町 14-9
171 ㈱カーサービスシンワ 大阪府 泉佐野市南中安松 811

NO 加盟店名 都道府県 住　所
172 伸英鈑金工業 兵庫県 姫路市広畑区大町 1-43-1
173 ㈲播磨鈑金 兵庫県 たつの市龍野町四箇 52-2
174 ㈱山田自動車 兵庫県 伊丹市荻野 2-5
175 兵庫サービス㈱ 兵庫県 明石市魚住町金ケ崎 313
176 オートガレージオクダ 兵庫県 姫路市青山西 1-9-9
177 ㈱桜鈑金工業所 兵庫県 西宮市山口町上山口 3-26-15
178 ㈱長澤自動車工業所 兵庫県 西宮市今津山中町 12-18
179 ㈱二葉自動車整備工場 奈良県 桜井市赤尾 74-1
180 美和自動車工業 奈良県 奈良市田中町 192-1
181 ㈱谷地自動車 和歌山県 田辺市新庄町 1836-1
182 東鈑金自動車 和歌山県 東牟婁郡串本町出雲 1494-1
183 ㈲木本自動車 鳥取県 東伯郡琴浦町逢束 1325-1
184 ㈱Ｂ rush Ｕ p Ｃ ompany 鳥取県 鳥取市商栄町 399-9
185 ㈲オートボデーエム 岡山県 岡山市南区藤田 422-9
186 ㈲竜王鈑金 岡山県 倉敷市児島赤崎 1-16-67
187 ㈲共栄自動車 岡山県 津山市国分寺 164-3
188 ㈱池田鈑金塗装 岡山県 笠岡市用之江 774-1
189 ㈲キムラ自動車 広島県 東広島市黒瀬町乃美尾 669-1
190 浜井自動車㈱ 広島県 広島市安佐南区長束 6-10-9
191 ㈲カミダ 広島県 府中市鵜飼町 598-1
192 ㈱クルマックス 広島県 広島市安佐南区緑井 6-4-15
193 スズキアリーナ下関西 山口県 下関市武久町 2-1-5
194 ㈱カーステージＮＢ 山口県 山陽小野田市大字東高泊 1588-12
195 ㈱ＴＡＭＡＲＵ 山口県 山口市大内問田 3-23-23
196 安全自動車㈱ 山口県 岩国市室の木町 1-5-6
197 東洋ボデー㈱ 山口県 周南市大字栗屋 786-8
198 ㈱ボデーショップ平松 徳島県 徳島市論田町元開 24-13
199 松下ボデー 徳島県 小松島市金磯町 5-7
200 ㈲オートアンドパル 徳島県 阿波市阿波町中坪 268-1
201 ㈲日本鈑金 香川県 坂出市西庄町 673-2
202 ㈱小泉自動車工業 香川県 高松市成合町 1468-1
203 ㈱マプト 愛媛県 松山市竹原 3-20-12
204 ㈲キャピタル自動車 愛媛県 松山市小坂 5-10-39
205 ㈱オートショップ伊藤 高知県 高知市神田 1076-10
206 ＰＭサービス㈱ 高知県 高岡郡日高村下分 2560-1
207 ㈲伸自動車 福岡県 福岡市早良区早良 5-2-12
208 ㈲タケナカ自動車 福岡県 大野城市仲畑 1-6-12
209 カーメイク本園 福岡県 柳川市立石 208
210 昌加自動車工業㈲ 福岡県 北九州市小倉北区赤坂 5-398-1
211 ㈱四ケ所鈑金塗装 福岡県 久留米市国分町 1431
212 ㈲タナカ自動車 佐賀県 唐津市浜玉町南山 2086-1
213 ㈲窪田自動車 佐賀県 鳥栖市藤木町字若桜 1-33
214 ㈱三根自動車 佐賀県 三養基郡みやき町西島 1481-1
215 ㈱フクダモータース 長崎県 西彼杵郡時津町左底郷 1-17
216 東長崎車体（同） 長崎県 長崎市古賀町 11-1
217 ㈲アラキオート 長崎県 諫早市長野町 1410-4
218 ㈲木下車輌整備 長崎県 北松浦郡佐々町中川原免 84-3
219 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
220 池田鈑金塗装㈱ 熊本県 八代市大手町 1-5-17
221 ㈲大阿蘇車体整備工場 熊本県 熊本市東区戸島西 2-6-111
222 ㈲川上ボデー 熊本県 熊本市西区中島町 1141-2
223 ㈲山本自動車 大分県 中津市東浜 953-1
224 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　宇佐 大分県 宇佐市大字石田 32
225 ㈲カーボデー河野 大分県 大分市小野鶴 1127
226 カーボディオオキ㈱ 大分県 別府市新港町 1-19
227 南九州車体．パーフェクト 宮崎県 都城市吉尾町 756
228 ㈲ヒダカオート 宮崎県 宮崎市田代町 91-1
229 ㈲小村塗装工場 宮崎県 宮崎市大塚町宮田 2842
230 ㈱ボデーショップタニグチ 宮崎県 宮崎市富吉 2802-2
231 スプレイズ 宮崎県 都城市都原町 7641-1
232 ㈲迫自動車鈑金塗装 鹿児島県 鹿屋市上野町 4764-2
233 ㈲上園自動車鈑金塗装 鹿児島県 薩摩川内市宮崎町 1885-5
234 ㈱フジタ自動車 鹿児島県 奄美市笠利町和野 1403
235 ㈱柴田自動車 鹿児島県 鹿児島市新栄町 33-9
236 ㈲久永ボデー 鹿児島県 鹿屋市東原町 6914-3
237 ㈲マイカーボデー有村 鹿児島県 日置市吹上町今田 275
238 ㈱ＹＲＣ 鹿児島県 鹿児島市山田町 685
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2021年2月～2021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。

有限会社オートルック

吉田自動車販売株式会社

埼玉県所沢市城

三重県三重郡川越町高松

有限会社アルプス車装
東京都江東区東雲
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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。

ＤＲＰネットワーク ニュースＤＲＰネットワーク ニュース No.10

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

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

　１日からナンバープレートの表示や自動車点検の規定が新しくなる。ナンバーは
取り付け角度やナンバーフレームなどの基準が明確化され、１２カ月点検には「Ｏ
ＢＤ（車載式故障診断装置）の診断の結果」の記載が必要になる。整備業に関
しては２０２３年１月に自動車検査証（車検証）の電子化が、翌年１０月には「ＯＢ
Ｄ検査（車検）」が控える。急速に変わる自動車の制度や技術への対応は待った
なしだ。
　ＯＢＤ点検は１２カ月ごとの定期点検に加わる。緊急自動ブレーキなどの電子制御
装置の性能維持が目的で、電子機器を備えた「ほぼすべての自動車」（国土交通
省整備課）が対象となる。点検は目視による警告灯の確認と外部故障診断機（ス
キャンツール）による診断の２通りがあり、いずれも故障を見つけた際は修理する
必要がある。
　１２カ月点検には法的拘束力や罰則がなく、１９年度の国交省調査では点検実
施率（乗用車）は６割だった。ただ、先進運転支援システム（ＡＤＡＳ）の不具合
による事故は実際に起きており、整備業界には自動車ユーザーに対する周知や適
切な作業が求められる。
　また、１日から条件を満たさない指定工場が運行補助装置と自動運行装置を搭
載する車両に保安基準適合証を交付することができなくなった。２０年４月の特
定整備制度の施行時点で、エーミング作業とカメラやＥＣＵ（電子制御ユニット）、
ガラス、バンパーの脱着と取り付け角度変更（自動運行装置を除く）のすべての
作業実績がなく、「電子制御装置整備認証」を未取得の工場が対象だ。
　８月末で同認証を取得した分解整備工場（認証工場も含む）は約１万９千件。
約３万件の指定工場数に達しておらず「気付かぬうちに違反を犯す指定工場も出
てくるのでは」（業界関係者）と懸念する声もある。経過措置（４年）の間に取得
する必要がある。
　ＯＢＤ点検の次には〝本丸〟であるＯＢＤ車検が２４年１０月からスタートする。
２１年１０月以降に発売される新型の乗用車やバス、トラック（輸入車は２２年１０月
以降）が対象だ。検査対応のスキャンツールなどでアプリを起動し、検査車両の
情報を入力すると合否が自動判定される。
　また、ＯＢＤ車検に先駆け、１日から自動車検査の法定手数料に自動車技術総
合機構の「技術情報管理手数料」が１台当たり４００円加わった。合否判定に使う

故障コードの管理やシステムの運用費に充てるもので、ＯＢＤ車検の対象車以外
も徴収される。　
　国がＯＢＤ点検や検査を導入するのは自動車の技術が急速に高度化・複雑化し
ているからだ。人手不足が慢性化しているとはいえ、こうした車両の普及は今後も
進む。クルマ社会の安心・安全を支える整備業界には、車検証の電子化で利便
性が向上するワンストップサービス（ＯＳＳ）などを活用して生産性を高める一方、
人材や設備への投資、適切な作業工賃のあり方などハード・ソフトの両面で計画
的な準備が求められそうだ。

　整備需要が急回復している。日本自動車整備振興会連合会（日整連、竹林武
一会長）が１４日公表した「第５１回整備需要等の動向調査」（２０２１年１～６月期）
によると、総整備売上高ＤＩ（プラスと回答した事業者の割合―減ったと回答した
事業者の割合）が前半期に比べ４０.１ポイント改善した２.２だった。プラスに転
じたのは１７年７月以来４年ぶりとなる。総入庫台数ＤＩは同３９.２ポイント改善し
たマイナス３・５となり、両ＤＩともに過去最大の上げ幅となった。
　総整備売上高ＤＩと総入庫台数ＤＩともに専業の認証工場、専業の指定工場、
ディーラーの指定工場のすべての業態で改善した。ディーラーは唯一、両ＤＩが
プラスに転じている。同期の継続検査台数（軽自動車含む）は前年同期比７.３％
増加した。
　景況感ＤＩも前半期に比べ２０.８ポイント改善したマイナス４３となった。ただ、
日整連は「依然マイナス圏内で、専業の半数以上は『景気が悪い』と感じている」
と指摘した。
　今回初めて調査した整備士の過不足ＤＩは６月末時点でマイナス５７となった。
業態別ではディーラーがマイナス７１.３と最も不足感が強い結果となった。今期に
整備士の求人募集を行った事業場は５２.４％で、不足感が強いディーラーの募集
実績が高かった。募集経路はハローワークが３８.３％で最も多かった。
　２１年７～１２月期の予想総整備売上高ＤＩは前期（２１年１～６月期）に比べ
２２.６ポイント改善したマイナス１６.３となり、予想総入庫台数ＤＩは同２４.１ポイ
ント改善したマイナス１７.９となった。全業態で改善する予想となり、「業態間の上
げ幅のバラツキも少ない」（日整連）としている。
　同調査は１９９６年７月に始めた。事業者の回答を基に直近６カ月の業績と先
の６カ月の業績予想を把握する。第５１回調査は専業認証２５０、専業指定４１２、
ディーラー指定３１７の計９７９から回答を得た。

「OBD点検」がスタート　技術進化対応待ったなし

日整連調査、2021年 1～ 6月期の整備需要が急回復　
総売上高 DI が 4 年ぶりプラス

（2021年10月1日付）

（2021年9月17日付け）
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DRP事案データベース、全社解禁後、一年を迎えるにあたってDRP事案データベース全社解禁後、一年を迎えるにあたって

「全加盟店工場の案件 100％利用を目指しましょう」「全加盟店工場の案件 100％利用を目指しましょう」

ＤＲＰネットワーク ニュースＤＲＰネットワーク ニュース No.10

　従来、本部と加盟店工場間における着工指示や作業経
過報告には FAXを、作業内容の確認には電話などを用
いてきました。加盟店工場からは、一件の事案で本部か
ら届く書面が多いなどの不満が常にありました。
　しかし、本部側としては、案件も様々であるため、ミス
を回避するためにも、書面を送り続けるしかありませんで
した。紙ベースでのやり取りは管理の煩雑さ紛失の危険性
を含んでいる事も理解していましたが、中々導入できませ
んでした。

2017年より基本構想を開始、各種データの統一化などの
下準備、2018 年よりシステム開発開始、2019 年1月
28日より、旧タイプのシステムでのトライアルが加盟店工
場会役員と一部の加盟店工場で開始しました。2019 年
12月より機能やデザインを変更した新システムを提供し、
引き続きトライアル運用を重ね、2020年12月、全面的
な導入に踏み切りました。
コロナ禍で、お取引先様が在宅ワークをしていることもあ
り、FAXでのやり取りよりもデータ化された書類をメール
で送ってほしいとの需要もあり、早期全社導入の後押しと
なりました。

　入庫時及び作業中の車両写真、対応報告などもデータ
化し、案件ごとに経過確認が可能となりました。

　以前に比べ画像送信や各種確認が容易となり、本部・
加盟店工場双方の業務効率化に繋がると信じていました
が、導入当初は、「面倒くさい」「こんなのできるか」など、
毛嫌いされていた面もありました。使用方法のほか、下準
備としての引取シートや見積書などの書類のPDFへの変
換など、苦労されている加盟店工場もいらっしゃいますが、
WEB勉強会の開催や、その都度の遠隔操作でのサポー
トを続けた事により、浸透してきました。その結果「分かっ
ていることもFAXで届く事がなくなってよかった（紙が
減った）」「経過が後で確認できるので良い」など、お褒め
の言葉をかけていただけるようになりました。
これもひとえに、加盟店工場の皆様のご協力の賜物と存
じます。

　2021年 8月からは損保様一社と、加盟店工場が入力し
ていただいた情報の連携を開始し、今後の利用の広がり
に期待をしています。
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ネットワン君レンタカーの営業所進捗（2021年2月～2021年10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。
　コロナ禍も終息まじか、年末年始に向けレンタカー需要は拡大いたします。
　前回のＤＲＰネットワークニュース（今年1月）以降、増加した加盟店工場様です。17社（新
規・増車）16 台の配備をさせていただきました。今期中の目標は 100 台配備です。皆
様のご参加をお待ち致しております。

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 10月 1日現在

＊１社1台のキャンペーン実施中。　
皆様のご支援・ご協力のほど、　　　
宜しくお願い申しあげます。

ネットワン君レンタカー配備のご案内
（加盟店工場37社81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

営業所名 工場名 車種 台数
増車 松山営業所 （株）マプト（愛媛県） ハイゼット 1台
新規 仙台中央営業所 遠藤自動車リペアガレージ（宮城県） ハイエース １台
新規 昭島営業所 山本自動車工業（株）（東京都） アクア 1台
新規 幕張営業所 （有）今井自動車（千葉県） アクア 1台

新規 白井営業所 （有）小金谷自動車工業（千葉県） アクア
ミライース

2台

新規 横浜営業所 （有）タナフェンダー（神奈川県） タント １台
新規 羽田営業所 京浜自動車協業組合（東京都） ハイエース 1台

増車 霧島営業所 （有）三好（鹿児島県） ソリオ
スペーシア

2台

新規 国立府中営業所 東都自動車工業（株）（東京都） アクア １台
新規 横浜都築営業所 （株）アダチオート（神奈川県） アクア １台
新規 取手営業所 （有）山伸自動車工業（茨城県） アクア 1台
新規 仙台東営業所 （有）オートフレンド（宮城県） カムリ 1台
新規 高幡不動営業所 （株）吉崎ボデー（東京都） シエンタ 1台
増車 東松島石巻営業所 （株）オートガレージ（宮城県） アクア １台
新規 千葉中央営業所 （株）ホシクキ自動車（千葉県） ノート 1台
増車 市原営業所 （有）ナカジマ自動車鈑金工業（千葉県） トール 1台
新規 岐阜営業所 （有）大光塗装（岐阜県） ノート e-power 1 台

（ＤＲＰ本部分 2台移管、宮城県 1台減車）

上記表以降に岐阜県　㈲大光塗装　新規 1台追加となりました。


