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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。
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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  

拝啓 早春の候、いかがお過ごしでしょうか。
平素は DRP ネットワーク全国加盟店工場 512 社をご利用いただき厚くお礼申し上げます。
さて本日お取引先様向け情報誌「DRP ネットワークニュース」 No.1 を発刊いたしました。

平成30年
３月吉日

No.1

① 津島会長兼ＣＥＯご挨拶

② 「頑張ってます！全国の加盟店工場紹介」～第１弾は、福島県の（有）ボディショップ早川です。

③ 「自動車業界主なニュース」　初回号特別企画　国土交通省整備課　村井章展 総括補佐　インタビュー

④ 「柴又通信クイズ」第３７号の抽選結果発表／コラム「普通の会社」（日刊自動車新聞社）

⑤ 「ＤＲＰネットワークのなでしこパワー」～第１弾は、広島県の（株）クルマックスの社長、車田和美さんです。

⑥ 全国大会の報告および各地の勉強会・イベント報告

⑦ 「新規加盟店工場紹介」（平成２９年１０月～平成３０年１月加盟）

⑧ 「ＤＲＰネットワークニュース クイズ」

ＤＲＰネットワーク　津島信一会長兼ＣＥＯご挨拶

　１９６８年８月、当社の前身となる津島自動車を創業いたしました。

金融緩和によるダイレクト損保の誕生など、車体整備事業が従来の下請

体制から直需体制に大きく変化する中、損保会社による指定工場制に

対応できる全国規模の車体整備ネットワークが必要になるとの思いから、

ＤＲＰネットワークを立ち上げました。ここまで苦労を重ねましたが皆

様のお力に支えられ、現在では加盟店工場数５１２社と、全国トップの

組織となっております。

　今年８月には半世紀を迎えます。当社は業績も順調に推移し、社員も

一人として亡くしてはおらず、大きな怪我や病気もなく、ここまで来れ

たことに喜びを感じております。私の努力だけではなく、皆さまに守られてきたことが大きかったと実感して

います。

　自動車業界は１００年に一度と言われる大変革時代に直面しております。自動運転などの技術革新で、将来

の車体整備需要にも影響が出ることが想定されます。しかし、こうしたピンチを乗り越えてチャンスをつかむ

には結束力が大事です。皆さまと飛躍できるよう、今一度、結束して一緒に努力していきましょう。

ＤＲＰネットワーク
ニュース

ＤＲＰネットワーク
ニュース

「DRPネットワークニュースクイズ」をお取引先様にご案内します。
ぜひ、ご応募ください。

DRPネットワーク
ニュース
クイズ

ご承知のように、ＤＲＰネットワーク本社は　東京都葛飾区の柴又帝
釈天へは、約1ｋｍ下町情緒たっぷりの環境の中にございます。
帝釈天は、日蓮宗のお寺で「フーテンの寅さん」で一躍有名になった
お寺ですが、その参道ほか、地域一帯が国の「重要文化的景観」に選
定されました。
さて、参道の入り口左に、当地では有名な「くず餅」屋さんがありま
す。写真の左側の建物です。
こちらの「くず餅」屋さんの屋号は何というでしょう？

① 柴又屋　　　②船橋屋　　　③小岩屋 
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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

有限会社ボディショップ早川
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今月の加盟店工場

加盟店工場様に
お聞きしました。

会社名 住 所　 〒963-0725 福島県郡山市田村町金屋字孫右エ門平４６有限会社ボディショップ早川

会社設立 従業員数平成５年
６月９日

フロント３人
現場８人

鈑金塗装修理台数 70台
車検台数 10台設 備

フレーム修正機 ２機 ブラコ、
塗装ブース ２機 キュービック、ビッグツール、
スポット溶接機 １機　ヤシマ、半自動溶接機 ２機 大同
スタット溶接機 ２機、リフト ２機　ビシャモン

月 間

所在地　福島県郡山市

代表取締役  早川 一二 氏
カツ ジ

好 評
第１弾

修理は可能な限り早く正確に、
お客様に対して誠実であることです。

御社の売りにしている点は？

QQ 44
顧客に満足、感動を与え、それが自
社の信用度を高め、選ばれる工場に
なることです。

今後のビジョン

QQ 22
お客様の立場になって考え、何を求め
ているのかを考え、プロの自覚を持ち
より良いアドバイスを心がけています。

お客様への対応で
心がけていることは？

QQ 55
お客様に満足いただけるよう誠心誠意
サービスを提供し、そのお客様から次のお
客様をご紹介いいただけるような工場をめ
ざし努めて参ります！！

お店からひとこと
お願いします

QQ 33
☆早く、安く、正確に
☆めざせ地域オンリーワン
☆ユーザー満足度１２０％
を掲げ、お客様に安心、安全の提供を！

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！」

A

A

A

A

A

2



3

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

車体整備業界の現状をどう見ていますか。

　「車体整備業を取り巻く環境は大きく変わりつつある。自動
ブレーキなどの新技術が増え、取り扱う製品が従来とは全く違
うものになりつつあるし、事故そのものが物損を含めて減って
きた。事故の減少は喜ばしいことだが、これでビジネスをして
いる方々は困ることも確かだ。車用に使われる素材も変わりつ
つあるし、こうした変化が絡み合いながら大きく動いている」

とくに新たな素材やセンサーの増加など、
新技術への対応が喫緊の課題とも言えます。

　「新たな技術に対応していくには情報と人、ツールの３要素
が不可欠で、どれが欠けても対応が難しくなる。我々も日本自
動車車体整備協同組合連合会（日車協連）などとの勉強会に参
画し、車体整備業の将来に向けた報告書を昨年５月にまとめた。
今は報告書の内容を順次、具体化しているところだ。修理に必
要な情報については日車協連も収集に務めていくことになって
いる。いずれにせよ、修理や整備に必要な情報の開示は協調
領域として、業界の皆が同じ方向を向いてやっていきたい」

自動ブレーキのエーミング（機能調整）作業もこれから増えそ
うですが、メーカーや車種ごとに調整ツールがバラバラです。

　「装置によってターゲットや機器が違うことは確かだが、現時
点ではスキャンツール（外部故障診断機）のように汎用化しに
くい。あまり早く標準化してしまうと、技術の進歩を妨げてしま
うからだ。一方で、自動ブレーキはすでに新車の３分の２に装
着され、国の普及目標（２０２０年に新車の９割以上）を達成
すると、保有ベースでも普及率は３割から４割になる。そこで業
界がどう対応していくかという話になるのだが、エーミングがで
きない事業者が直ちに排除されていくかというと、そんなこと
はないと思う。入庫台数が多い大手は内製化すれば効率的だ
が、今でも作業を外注されている事業者もある。つまり、身近
な町医者と大学病院のように、難しいところは外部に任せても

良いのではないか。国として、エーミングをやりたいと思ってい
る事業者がきちんとできるような体制は整えていくが『エーミン
グをできないところは出て行って下さい』とはならない」

国はＯＢＤ（車載式自己診断装置）を使った車検も
検討しています。

　「ＯＢＤ車検で一定の故障を止めるとなれば、こうした先進的
な装置が組み込まれた車両を直す車体整備業の方々にも適切
な修理をお願いすることになる。ただ、（ＯＢＤ検査手法を議論
する）検討会でも言っていることだが、修理や整備ができる環
境があっての車検だ。「車検で止めました」「でも直せる工場が
全国で５カ所しかありません」では制度がまわらない。車体を
含め、整備業界の方々の対応力を前提に、どういう制度が可能
かという議論をしている。つまり、事業者の皆さんがついて来
られる範囲でしか制度は作ることはできないということだ」

自動運転技術が進むと、車体を含む整備業者の責任が
重くなってくるのではないですか。

　「道路運送車両法上、保安基準を守る責任は使用者にある。
もちろん実際にそういう能力は使用者にないので整備工場など
に委託しているのだが、この使用者責任の法体系が今後もどこ
まで適用できるかは検討していく余地がある。例えばレベル４
（限定空間での完全自動運転）では、使用者に点検整備の責
任を追わせることが難しくなる」

　「業界に変革の波」「生き残りへ競争激化」といったフレーズはいつの
時代でも目にするが、こと板金・塗装や整備の業界に限っては真剣に受
け止め、果敢な経営判断を下す時期にさしかかっている。保有台数の先
細りや人手不足、自動ブレーキ（衝突被害軽減ブレーキ）などの普及に
よる事故減少に加え、クルマ自体も素材の多様化や電子制御化が止ま
らないからだ。持続可能なビジネスのため、車体整備業界には何が求
められるのか。国土交通省整備課の村井章展・総括補佐に聞いた。

国土交通省整備課　村井章展 総括補佐　インタビュー

DRPネットワークニュース初回号特別企画！

（＝聞き手　日刊自動車新聞社　畑野旬）



（順不同・敬称略）
■ 遠藤㈱
■ ㈱クローバ総合保険
■ ＪＩＣ企画
■ ㈲あいる
■ ㈱スマイルライフ保険サービス
■ 中央保険サービス
■ はぁーと㈱　東北総研オフィス
■ ㈲八戸保険プラザ
■ ㈲ビッグ・ワン
■ ㈱フルサポート保険サービス
■ ㈱保険ステーション
■ ライズ・コーポレーション
■ 関東自動車共済（協）茨城県支部
■ 関東自動車共済（協）神奈川県支部
■ 西日本自動車共済（協）岡山サービスセンター

前回、第37号の抽選結果発表！前回、第37号の抽選結果発表！
「柴又通信クイズ」「柴又通信クイズ」

1等 2等

平成２９年１１月に発刊された第３７号「柴又通信」クイズで、抽選の結果、（有）パワーコンパス 立花 和男様が
ご当選されました。
窓口加盟店工場である（有）オートボディー 代表取締役 松ヶ崎重男氏が 1 等 5,000 円のクオカードを贈呈し
ました。

　昔のテレビ番組で「良い子、悪い子、普通の子」という人気コーナーがあった。覚えている方も多いのではないか。何を基準
に善し悪しを判断するのか、人の場合は難しい。性格は温厚でも、仕事がマイペース過ぎては周囲が迷惑する。穏やかな人柄
は好ましいが、見方を変えればのんびりし過ぎということにもなる。
　これに対し会社は「良い会社」「普通の会社」「悪い会社」が明確だ。業績や社員満足という指標もその一つだが、もっと
わかりやすい基準もあると、知り合いの経営者に言われたことが印象に残っている。
　会社だからいつも順風満帆というわけにはいかない。問題点や課題は常に抱えている。そこで、問題になりそうなことを
予測し事前に手を打つのが良い会社。普通の会社は、課題が出て来たら解決する。悪い会社は、それを先送りにしたり、
議論ばかりしていて対応が決まらない。そうこうしているうちに事態をさらに悪化させてしまう。
　さて、自分の会社はどこに当てはまるのか？「良い会社」ならばまずは一安心といったところだが、変化が激しい今の時代は
それで安泰とはなりそうもない。
　自動運転や電動化は多くの人の予想を超えるスピードで進んでい
る。車体整備業界も、１０年前には想像できなかったような課題が数
多く出てきている。将来への漠然とした不安を抱えながら会社の舵取
りに悩む経営者も少なくないはずだ。時代を先取りできる自信はない
かもしれない。「良い会社」とは言われなくても、直面する問題だけは
きちんと対処する。先行きが不透明なときだからこそ「普通の会社」
に徹する。それも一つの生き残り戦略ではないだろうか。
　何度も難局を乗り切ってきたベテラン経営者は自身の経験を踏ま
えて、こんなアドバイスをくれた。「先が読める才能のある経営者は一
握り。それができないことを悩んでいる暇があったら、どんな変化に
も対応できるように会社の実力をつけることを考えるべき」――。

ご当選者　有限会社パワーコンパス
 立花 和男 様
贈 呈 者　有限会社オートボディー
 代表取締役 松ヶ崎 重男 氏

5,000 円
クオカード

「高木屋老舗」の
寅さんせんべい

コラム「普通の会社」

株式会社クルマックス

住　　所 広島県広島市安佐南区緑井 6丁目４－１５

創立年月日　２００９年１０月２１日

従業員数　２２名（４月より２４名）
 内勤・営業１２名　現場１２名
 男性１６名　女性８名

代表取締役  車田 和美 氏

社員、お客様、他店の方がお互いに笑顔で
話したり、社員が他店やお客様から褒められ
て嬉しそうにしているのを見た時が、一番嬉
しく思います。

仕事で感じるやりがいは？

なでしこパワーなでしこパワーDRPネットワークのDRPネットワークの

一つに絞るのは難しいですが、雪の日にみ
んなで雪かきをしていたら、自転車の高校
生がわざわざ降りてお礼を言ってくれた事は
忘れられません。

いちばん嬉しかったできごと。

社員全員が優しく、それぞれに会社の事を
思ってくれている事。意見が合わない事もあ
りますが、お互いにもっと言える現場にさら
になれたらと思います。

会社の魅力はどのようなところ？

のんびり休むと逆に疲れるので、朝から晩ま
で予定を入れています。多趣味な事が救い
ですね。ダイビング、ライブ、サバゲー、脱
出ゲームなどなど

休日はどのようにリフレッシュ？

給与面や組織作りなど、社員が思い描いて
いる会社の形を実現することです。
その上で一つの意識を作れたら最強だと
思っています。

今後の夢やビジョンは？

女性社長が車業界で頑張っている姿を見て、
自分たちも頑張らないといけないと思って
います。全力でサポートしていきます！
鈑金・塗装部より

工場の方々からメッセージ！

輝い
ている女性を応援しま

す。

輝い
ている女性を応援しま

す。

正解は
③「柴又ブラジャー」です。

ご当選おめでとうご
ざいます！

ご当選おめでとうご
ざいます！
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（順不同・敬称略）
■ 遠藤㈱
■ ㈱クローバ総合保険
■ ＪＩＣ企画
■ ㈲あいる
■ ㈱スマイルライフ保険サービス
■ 中央保険サービス
■ はぁーと㈱　東北総研オフィス
■ ㈲八戸保険プラザ
■ ㈲ビッグ・ワン
■ ㈱フルサポート保険サービス
■ ㈱保険ステーション
■ ライズ・コーポレーション
■ 関東自動車共済（協）茨城県支部
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前回、第37号の抽選結果発表！前回、第37号の抽選結果発表！
「柴又通信クイズ」「柴又通信クイズ」
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平成２９年１１月に発刊された第３７号「柴又通信」クイズで、抽選の結果、（有）パワーコンパス 立花 和男様が
ご当選されました。
窓口加盟店工場である（有）オートボディー 代表取締役 松ヶ崎重男氏が 1 等 5,000 円のクオカードを贈呈し
ました。

　昔のテレビ番組で「良い子、悪い子、普通の子」という人気コーナーがあった。覚えている方も多いのではないか。何を基準
に善し悪しを判断するのか、人の場合は難しい。性格は温厚でも、仕事がマイペース過ぎては周囲が迷惑する。穏やかな人柄
は好ましいが、見方を変えればのんびりし過ぎということにもなる。
　これに対し会社は「良い会社」「普通の会社」「悪い会社」が明確だ。業績や社員満足という指標もその一つだが、もっと
わかりやすい基準もあると、知り合いの経営者に言われたことが印象に残っている。
　会社だからいつも順風満帆というわけにはいかない。問題点や課題は常に抱えている。そこで、問題になりそうなことを
予測し事前に手を打つのが良い会社。普通の会社は、課題が出て来たら解決する。悪い会社は、それを先送りにしたり、
議論ばかりしていて対応が決まらない。そうこうしているうちに事態をさらに悪化させてしまう。
　さて、自分の会社はどこに当てはまるのか？「良い会社」ならばまずは一安心といったところだが、変化が激しい今の時代は
それで安泰とはなりそうもない。
　自動運転や電動化は多くの人の予想を超えるスピードで進んでい
る。車体整備業界も、１０年前には想像できなかったような課題が数
多く出てきている。将来への漠然とした不安を抱えながら会社の舵取
りに悩む経営者も少なくないはずだ。時代を先取りできる自信はない
かもしれない。「良い会社」とは言われなくても、直面する問題だけは
きちんと対処する。先行きが不透明なときだからこそ「普通の会社」
に徹する。それも一つの生き残り戦略ではないだろうか。
　何度も難局を乗り切ってきたベテラン経営者は自身の経験を踏ま
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ご当選おめでとうご
ざいます！
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全国大会の報告

　有力車体整備工場の全国組織を運営するＤＲＰネットワークは
２１日、都内のホテルで「平成３０年度ＤＲＰネットワーク全国大
会」を開催した。前身の津島自動車創業から５０周年を迎えたこと
を記念し「ＤＲＰネットワーク新しい半世紀に向かって」のスローガ
ンを掲げ、一層結束を強めていた。
　大会には協賛会社や加盟店工場などから約５６０人が参加。
同社の岡本貞雄取締役副社長が「１７年は入庫誘導台数、車検
紹介台数ともに前年を上回り、右肩上がりを継続した」と報告し
た。その上で１８年度は加盟工場数６５０社、入庫誘導台数３万８
千台と車検紹介台数５１０台を目標に掲げる計画を発表。また、
第三者認証「テュフ認証」の取得を全加盟店工場に推進し、まず
は１００社の取得を目指す方針を明らかにした。
　また、加盟店工場に掲げる全国統一基本サービス内容のポス
ターを配布するほか、テュフ認証の取得推進に向けたサポートも
強化する。さらに、ＤＲＰ本部と加盟店工場、損保などとの情報伝

各地の報告各地の報告

イベント報告（平成29年10月～12月）

北海道ブロック
会議・勉強会およびお客様感謝の夕べ（１０月６日）

コグニ会
見積勉強会（１０月２７日）

愛知地区
お客様との合同忘年会（１１月２４日）

チャブ損保様とともに加盟店工場の京浜自動車協業組合
を見学（１０月１９日）

千葉地区
勉強会＆忘年会（１１月２４日）

首都圏甲信越ブロック
勉強会（１１月２５日）

沖縄ブロック
勉強会（１０月１４日）

中国・四国・関西ブロック
合同会議・勉強会（１１月２３日）

北陸ブロック
勉強会（１１月２５日）

平成29年10月～平成30年1月 新規加盟店工場紹介新規加盟店工場紹介

北海道登別市栄町
牧口車体工業（有）

茨城県水戸市見川町
（株）ホリデー車検サービス

神奈川県小田原市早川
（株）Ｅ-ｔｅｃｈ

愛知県小牧市舟津
（有）一期自動車

兵庫県篠山市新荘
倉垣鈑金工業所

兵庫県佐用郡佐用町横坂
（有）岡田鈑金塗装

千葉県長生郡長生村一松丙
（有）狩野鈑金工業所

兵庫県西宮市山口町船坂下田
（株）桜鈑金工業所

兵庫県豊岡市出石町細見
ボデーショップ メイト

兵庫県淡路市斗ノ内
（株）ボディーショップ浜野

福岡県糸島市二丈武
（株）ガレージ真

達ウェブ化システムの導入作業への着手や、個人向けホーム
ページ「新修理広場」の再構築を図り、インターネットからの直需
獲得に向けた基盤強化、利便性向上に向けた取り組みを進め
る。各ブロック単位での勉強会も引き続き活発に実施し、情報共
有、知識向上に努め目標達成を目指していく。

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、ご提携の損保代理店様に
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。
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目 次 ・・・・・・・・・
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。

締め切りは５月３１日まで

,抽選で
プレゼント
抽選で
プレゼント

［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  

拝啓 早春の候、いかがお過ごしでしょうか。
平素は DRP ネットワーク全国加盟店工場 512 社をご利用いただき厚くお礼申し上げます。
さて本日お取引先様向け情報誌「DRP ネットワークニュース」 No.1 を発刊いたしました。

平成30年
３月吉日

No.1

① 津島会長兼ＣＥＯご挨拶

② 「頑張ってます！全国の加盟店工場紹介」～第１弾は、福島県の（有）ボディショップ早川です。

③ 「自動車業界主なニュース」　初回号特別企画　国土交通省整備課　村井章展 総括補佐　インタビュー

④ 「柴又通信クイズ」第３７号の抽選結果発表／コラム「普通の会社」（日刊自動車新聞社）

⑤ 「ＤＲＰネットワークのなでしこパワー」～第１弾は、広島県の（株）クルマックスの社長、車田和美さんです。

⑥ 全国大会の報告および各地の勉強会・イベント報告

⑦ 「新規加盟店工場紹介」（平成２９年１０月～平成３０年１月加盟）

⑧ 「ＤＲＰネットワークニュース クイズ」

ＤＲＰネットワーク　津島信一会長兼ＣＥＯご挨拶

　１９６８年８月、当社の前身となる津島自動車を創業いたしました。

金融緩和によるダイレクト損保の誕生など、車体整備事業が従来の下請

体制から直需体制に大きく変化する中、損保会社による指定工場制に

対応できる全国規模の車体整備ネットワークが必要になるとの思いから、

ＤＲＰネットワークを立ち上げました。ここまで苦労を重ねましたが皆

様のお力に支えられ、現在では加盟店工場数５１２社と、全国トップの

組織となっております。

　今年８月には半世紀を迎えます。当社は業績も順調に推移し、社員も

一人として亡くしてはおらず、大きな怪我や病気もなく、ここまで来れ

たことに喜びを感じております。私の努力だけではなく、皆さまに守られてきたことが大きかったと実感して

います。

　自動車業界は１００年に一度と言われる大変革時代に直面しております。自動運転などの技術革新で、将来

の車体整備需要にも影響が出ることが想定されます。しかし、こうしたピンチを乗り越えてチャンスをつかむ

には結束力が大事です。皆さまと飛躍できるよう、今一度、結束して一緒に努力していきましょう。

ＤＲＰネットワーク
ニュース

ＤＲＰネットワーク
ニュース

「DRPネットワークニュースクイズ」をお取引先様にご案内します。
ぜひ、ご応募ください。

DRPネットワーク
ニュース
クイズ

ご承知のように、ＤＲＰネットワーク本社は　東京都葛飾区の柴又帝
釈天へは、約1ｋｍ下町情緒たっぷりの環境の中にございます。
帝釈天は、日蓮宗のお寺で「フーテンの寅さん」で一躍有名になった
お寺ですが、その参道ほか、地域一帯が国の「重要文化的景観」に選
定されました。
さて、参道の入り口左に、当地では有名な「くず餅」屋さんがありま
す。写真の左側の建物です。
こちらの「くず餅」屋さんの屋号は何というでしょう？

① 柴又屋　　　②船橋屋　　　③小岩屋 

8


