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ニュース

ＤＲＰネットワーク
ニュース

　ＤＲＰネットワークは１０月１日付で役員人事を発表、岡本貞雄取締役副社長が取締役会長に就き、取締
役社長には村瀬達也氏を新たに迎えました。前代表取締役会長兼ＣＥＯの津島信一氏は、代表取締役として、
事業全体を統括いたします。

■取締役会長　岡本 貞雄（おかもと・さだお）

生年月日 ・・・・・１９５１年２月４日生まれ、６７歳。
出身地 ・・・・・・・・愛知県名古屋市　出身。
学歴 ・・・・・・・・・・・１９７３年３月国立名古屋大学経済学部卒。
経歴 ・・・・・・・・・・・１９７３年４月日本火災海上保険名古屋支店入社、２００１年３月日本火災海上保険

退社、同年４月ＤＲＰネットワーク入社、常務取締役、専務取締役、取締役副社長を
経て、２０１８年１０月に現職に就く。

座右の銘 ・・・・・「一意専心」
 「拙速あってこそ遅行なきなかれ」

メッセージ ・・・・・・・・・・・ＤＲＰネットワーク株式会社設立後、早18年、損保・自動車共済・企業・損保代理店様に、長年にわたり
ご愛顧ありがとうございます。505社の加盟店工場の皆様には、弊社事業への特段のご協力を感謝し、2020年弊社20周年
に向けて、なお一層頑張り、名実ともに日本でトップの自動車鈑金塗装修理業者ネットワークを目指しますので、ご協力お願い
申し上げます。

■取締役社長　村瀬 達也（むらせ・たつや）

生年月日 ・・・・・１９６１年１０月１日生まれ、５７歳。
出身地 ・・・・・・・・長崎県長崎市　出身。
学歴 ・・・・・・・・・・・１９８５年３月慶応大学理工学部卒。
経歴 ・・・・・・・・・・・１９８５年４月キャタピラー三菱入社、２０１８年７月キャタピラージャパン合同会社退社、
 同年１０月に現職に就く。
座右の銘 ・・・・・「One for All，All for One」（一人は皆のため、皆は一人のため）
 「時間感覚」（全てのことは時間の捉え方により大きく変わる）

メッセージ ・・・・・・・・・・・おかげさまで、累計入庫誘導台数は約２８万台を超え、現在は年間３万台以上を誘導しています。これ
は当社の経営理念のもと、加盟店工場をはじめとする皆様との絆を深められた証（あかし）でもあり感謝申し上げます。今後
さらに絆を強固なものにするためにも、既存加盟店工場の皆様さらに新しい仲間とともに取り組み、未来につなげる会社に
成長させる所存です。

ＤＲＰネットワーク　新体制ＤＲＰネットワーク　新体制
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新規テュフ認証取得加盟店工場 紹介新規テュフ認証取得加盟店工場 紹介

住　所　〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町１丁目 5‒6‒1
会社名 有限会社オートフレンド

会社設立

認証取得に当たり苦労した事

従業員数

2001年5月1日

認証取得日
2018年7月18日

設 備
フロント4人
現場14人

月 間

フレーム修正機 3機 明々工業、
塗装ブース 2機 ＳＡＩＣＯ、
スポット溶接機 2機 ヤシマ、
半自動溶接機 2機 ヤシマ、
スタット溶接機 3機 ヤシマ、
リフト 4機 ビシャモン

（有）オートフレンド
代表取締役  鑓水 一弘 氏

調色室や保管庫等の設備を、認証条件に合致
するように改修工事が必要だったため、設備投
資を行いました。それと同時に関連部署のスタッ
フに必要な資格を取得させるための、講習会の
日程調整にも配慮が必要でした。

鈑金塗装修理台数 150台
車検台数70台

ゴールド

住　所　〒319-0102 茨城県小美玉市西郷地 50‒1
会社名 ＤＲＰネットワーク株式会社 茨城営業所

会社設立

認証取得に当たり苦労した事

従業員数

2001年1月12日

認証取得日
2018年9月8日

設 備
フロント3人
現場5人

月 間

フレーム修正機 1機 明々工業、
塗装ブース 2機 栗田工業、
スポット溶接機 1機 ヒラネ、
半自動溶接機 1機 ＭＳＪＡＰＡＮ、
スタット溶接機 1機 ヤシマ、
リフト 1機 ビシャモン

ＤＲＰネットワーク株式会社
茨城営業所

取締役  今泉 克也 氏

ＤＲＰネットワークは全国の加盟店工場への TUV 認証拡大を目指し
ています。その一環として、DRP ネットワークの本部工場である茨城
営業所での TUV Gold 取得することができました。１９４の監査項目
をクリアする上で多くの改善を行ってきましたが、初チャレンジのため
に無駄や非効率もあったと思います。一方で DRP 茨城営業所での経
験は、これから取得を計画している工場がより効率的に確実に取得
する上で貴重な経験となるとの思いで、近隣の加盟店工場の皆さん
に我々の実例紹介として勉強会を行っていきたいと思います。TUV 認
証も One for All、All for One の精神で拡大していければと思います。

鈑金塗装修理台数 80台

ゴールド

住　所　〒486-0932 愛知県春日井市松河戸町 4‒8‒6
会社名 春日井オートボディー有限会社

会社設立

認証取得に当たり苦労した事

従業員数

1993年4月30日

認証取得日
2018年8月20日

設 備
フロント4人
現場6人

月 間

フレーム修正機 3機 グローバルジグ、
塗装ブース 2機 サイマ、
スポット溶接機 2機 ヤシマ、
半自動溶接機 2機 ヤシマ、
スタット溶接機 2機 エイワ、
リフト 3機 ジラフ、四輪アライメント 1機 JBC

春日井オートボディー（有）
代表取締役  平沼 秋信 氏

事前審査で工場的にはほぼ合格でしたが、書類
面で複数指摘を受けました。
同県内の TUV 認証取得工場さんに教えて頂き
本番を迎えました。
見事に100点満点で合格しました。今では書類面
も身に付き継続でき、社員一同頑張っています。

鈑金塗装修理台数 120台
車検台数10台

ゴールド

住　所　〒486-0967 愛知県春日井市味美西本町 2285
会社名 エヌビーワークス株式会社

会社設立

認証取得に当たり苦労した事

従業員数

2000年11月30日

認証取得日
2018年8月31日

設 備
フロント2人
現場4人

月 間

フレーム修正機 1機 スパネージ セリエ、
塗装ブース 1機 ヒラネ、
スポット溶接機 1機 ヒラネ、
半自動溶接機 2機 ヒラネ・ＣＥＡ、
スタット溶接機 1機 ヒラネ、
リフト 1機 ヘスボン

エヌビーワークス（株）
専務取締役  岡野 弘太郎 氏

当初、資料が送付されてきた時には、こんなに膨大な項
目を全部クリア出来るのかと、不安になりました。しかし、
一つ一つやってみると、考えてみれば、当たり前だな！ とか、
これは、気づかなかったな。とか新たな発見が多く、一日
何項目クリアと目標を立て、従業員全員で取り組み、改善
しました。特に苦労したのは、そもそも書式が無いものを
一から作成した所です。正解が分からない中、考えるの
が一番苦戦しました。

鈑金塗装修理台数 50台
車検台数15台

ゴールド

住　所　〒511-0836 三重県桑名市江場 420‒1
会社名 株式会社日進モータース商会

会社設立

認証取得に当たり苦労した事

従業員数

1958年4月1日

認証取得日
2018年7月31日

設 備
フロント2人
現場5人

月 間

フレーム修正機 1機 スパネイジ 3次元測定機付き、
塗装ブース 2機 ANDEXCAB-07、
スポット溶接機 1機 スパネイジ、
半自動溶接機 2機 ヒラネ　他、
スタット溶接機 1機 ヒラネ、リフト 4機 ALTIA、
4輪アライメントテスター 1機

（株）日進モータース商会
代表取締役  川北 宗弘 氏

弊社は本社工場、車検センター、鈑金塗装工場
の 3 拠点があり預り車両の進捗状況を把握する
のに困りました。そこで今まで代車の管理に使
用していたタブレットを使い作業工程も管理する
ようにしました。意識を共有できるよう社員全員
で TUV の講師による講習を受けました。

鈑金塗装修理台数 80台
車検台数150台

ゴールド

住　所　〒714-0066 岡山県笠岡市用之江 774‒1
会社名 株式会社池田鈑金塗装

会社設立

認証取得に当たり苦労した事

従業員数

2013年5月17日

認証取得日
2018年10月3日

設 備
フロント2人
現場4人

月 間

フレーム修正機 1機 オートポール、
塗装ブース 1機 アンデックス、
スポット溶接機 1機 ヒラネ、
半自動溶接機 1機 ダイドー、
スタット溶接機 1機 ヤシマ、
リフト 1機 ビシャモン

（株）池田鈑金塗装
代表取締役  池田　潤 氏

監査項目の適正条件を確認した時には、本当に取得でき
るだろうかと不安になりましたが、TUV 認証を必ず取得し
たいと強く思い、その気持ちが社員に伝わり協力してくれ
たからこそ取得できたと思います。簡易な調色ブースは
ありましたが、条件にあてはまらない為、このたび調色室
は作りました。法律に関する書類では、不備があったりし
書類を揃えるのに時間を費やしました。組織図、エ程管
理表など今まで活用していなかったので作成しました。

鈑金塗装修理台数 60台

ゴールド

ＤＲＰネットワーク ニュースＤＲＰネットワーク ニュース No.3
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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　 〒519-3647 三重県尾鷲市小川西町 4-14株式会社中平鈑金塗装

会社設立 従業員数1975年
8月1日

フロント2人
現場4人

鈑金塗装修理台数 60台
車検台数 10台設 備

フレーム修正機 １機、塗装ブース ２機 大塚・他、
スポット溶接機 ２機 スパネージ・セレット、
半自動溶接機 ２機 チェボラ・パナソニック、
スタット溶接機 ２機 デンゲン、リフト １機

月 間

所在地　三重県尾鷲市

代表取締役  中平春雄 氏

好 評第3弾

鈑金塗装、車検整備、車の販売、２４時間
対応のロードサービス、カー用品取り付けなど、
お客様の要望に応じて提供させていただいて
いる点です

御社の売りにしている点は？

QQ 44
どの部門でも、お客様に一番に選ばれる工場
になることです。

今後のビジョン

QQ 22
常にお客様目線で、笑顔、言葉使い、親切
で丁寧な対応、中平流のアドバイスなどを
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
「車のことなら、まず中平鈑金塗装に行け！」
とお客様から言っていただけるように、社員
全員で頑張ります。

お店からひとこと
お願いします

QQ 33
社員全員がプロ意識を持ち、地域ナンバー
ワンを目指します。そして、お客様から満足と
信頼を得られるように、安心・安全を提供
することです。

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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ＤＲＰネットワーク ニュースＤＲＰネットワーク ニュース No.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

平成30年7月～平成30年10月 新規加盟店工場紹介新規加盟店工場紹介

北海道余市郡余市町黒川町
（株）プロファイル

青森県八戸市大字河原木字北沼
（有）カークリニック八戸

千葉県松戸市紙敷
（有）宮城自動車

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。

　自動車の修理をめぐる米国での賠償命令が日本の車体整備業界で話題
になっている。ルーフの修理にメーカー指定の溶接ではなく接着剤を使用
した結果、衝突事故時に火災が発生し、乗員が大怪我をしたとして、車体
整備工場側が３,１５０万ドル（約３４億８千万円）の賠償を命じられたものだ。
日本では米国のような巨額の賠償命令が下る可能性は低いものの、メーカー
指定の要件を順守していないケースは少なからず存在すると見られ、近い
将来、対岸の火事と傍観していられなくなるかもしれない。

　国土交通省による今年度の外部故障診断機（スキャンツール）補助金
の公募受付が１０日に終了した。補助事業の実務を担うパシフィックコン
サルタンツによると、１１日時点の申請件数が１,３４５件、交付申請累計
額が１億５,２２８万円となり、１億６千万円の予算を超えることが予想さ
れたため１０日で打ち切った。残りの予算分は消印日を基準として先着順
で採択する。

　２０２４年に始まる車載式故障診断装置（ＯＢＤ）車検で、先進安全技術
のエーミング（機能調整）作業を省略した車両は車検に通らないことが明
らかになった。国土交通省は、エーミング作業の未実施を示すＤＴＣ（故障
コード）は「装置が適切に機能しない状態にあることを示している」とし、
合否判定に用いる「特定ＤＴＣ」に該当すると判断。エーミング未実施車を
車検に通さないことにした。汎用外部故障診断機（スキャンツール）の機
能拡充が不可避になりそうだ。

　事故車を修理する際に車体整備事業者と損害保険会社との間で発生す
るさまざまな問題の解決や、車体整備事業者に事故車両の適切な修理を
促して消費者（主に保険契約者）の利益を守る―７月に一般社団法人事故
車損害調査協会（財津榮一代表理事、本部＝神戸市中央区）が新たに発
足した。自動車事故などで発生した損害の適切な修理を通じて、安全安
心なクルマ社会の実現と業界の健全な発展を図るのが目的。

　今年度の外部故障診断機（スキャンツール）補助金が公募受付終了日を
待たずに底をついたのは、次世代自動車に対する整備事業者の危機感の
表れとも言える。バッテリー交換ですらスキャンツールがないと難しい車種
も出始めた中で、国は車載式故障診断装置（ＯＢＤ）を使った自動車検査（車
検）を２０２４年度にも始めるとともに、カメラやセンサーを分解整備項目に
入れる方向で検討を始めるなど、導入の“外堀 ”は埋まりつつある。もはや
スキャンツールは点検や整備に不可欠な整備機器となりつつある。

　国土交通省は、先進安全技術のエーミング（機能調整）作業を分解整
備の定義に加える方向で検討に入った。エーミングに限定した新たな制度
や資格を創設することも併せて検討する。整備と鈑金塗装（ＢＰ）業界が
緊急自動ブレーキなどの点検や修理、調整を確実かつ円滑に行えるように
する。有識者などとの議論を経て関係法令を改正し、２０２０年にも新制度
へ移行する。

不適切修理に賠償金３５億円、日本の車体整備業界も要注意 事故車損害調査協会が発足、ＢＰ事業者と損保間での問題に対応

スキャンツール補助金終了、異例の早さ、改めて感心高まる

ＯＢＤ車検、エーミング未実施は不合格 スキャンツール機能拡充が不可避

スキャンツール補助金終了、背景に事業者の危機感

国交省、新たにエーミング作業も分解整備の定義に追加

（８月２４日付） （８月２４日付）

（９月１３日付）

（１０月１日付）

（９月１３日付）

（１０月１６日付）



■ ㈲あたご商事 佐藤一良
■ ㈱オーター 大田康雅
■ ㈱クローバ総合保険 中里美奈
■ ＪＳメディカル㈱ 柳　幸子
■ 総合保険ウチノ 内野雄史郎
■ ㈱ほけん本舗 熊谷　勝
■ セコム損害保険㈱ 神奈川支店 神奈川サービスセンター 相川空翔
■ 日新火災海上保険㈱　長野サービス支店 田口俊彰
■ 西日本自動車共済（協組）　岡山県支部 田口信之
■ 西日本自動車共済（協組）　岡山県支部 堀　高子
■ 西日本自動車共済（協組）　岡山県支部 松元亨輔
■ 西日本自動車共済（協組）　岡山県支部 森脇　覚
■ 西日本自動車共済（協組）　岡山県支部 高橋真人
■ 西日本自動車共済（協組）　岡山県支部 小山　肇
■ 西日本自動車共済（協組）　岡山県支部 西江みどり

前回、第2号の抽選結果発表！
「DRPネットワークニュースクイズ」「DRPネットワークニュースクイズ」

1等 2等

平成 30 年 8 月に発刊された第 2 号「DRP ネットワークニュースクイズ」で、抽選の結果、（株）オフィス・アイ 田川　宏様が
ご当選されました。 窓口加盟店工場である（株）フクダモータース 福田 公美様（社長の奥様）が 1 等 5,000 円のクオカード
を贈呈しました。

　「あなたは自分の会社が好きですか？」―経営者であれば、自社の従業員がどのような回答をするのか、気になるところ。「会社が好き」と
はつまり、「従業員満足度（ＥＳ）が高い」ということでもある。従業員が生き生きと働く会社は仕事へのモチベーションが上がり、生産性も高
まる。仕事にやりがいを感じられる職場環境を実現できれば離職率の低下および、優秀な人材確保も期待できる。
　自動車業界では生き残りをかけ、顧客満足度（ＣＳ）の向上を意識した取り組みが当たり前になっている。しかし、従業員が会社に〝やらさ
れる〟よりも、相手の立場に立って主体的に行動する方が顧客により良いサービスを提供できる。これには従業員自身が満たされることが必
要だ。〝社員の幸せ〟の追求が、会社全体のパフォーマンスを引き上げることにつながる。
　ＥＳ向上は「待遇・福利厚生」「職場環境」「マネジメント」「仕事へのやりがい」などが問われる。言わば会社へのロイヤルティーを示すとも
言えるだろう。
　ある会社では理念やビジョンを全社員が共有することに力を入れている。例えばオフィスの修繕など一見して雑用に見えがちな業務も社
員チームが行っているが、彼らは工事に必要なスキルを自ら身に付け楽しそうに仕事をしている。チームの実績は社内で情
報共有され、修繕のオーダーや感謝の声が絶えないといい、さらなるモチベーション向上につながっているという。ここに至る
までに、経営トップが根気強く目指すべき姿を伝え、時間をかけてビジョンを浸透させたことが奏功した一例となっている。
　従業員は大切な財産だ。これをいかに活用して力を引き出していくか、経営者の手腕が試される。

ご当選者　株式会社オフィス・アイ
 代表取締役 田川　宏 様
贈 呈 者　株式会社フクダモータース
 福田公美 様 （社長の奥様）

5,000 円
クオカード

「高木屋老舗」の寅さんせんべい

コラム「社員ファーストが近道」

④ 「ほてい家」クイズの正解前回、第2号の抽選結果発表！

（順不同・敬称略）

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！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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株式会社ボディショップ櫛田

住　　所　　〒340-0834　埼玉県八潮市大曽根1206番

創立年月日　1991年（平成3年）4月1日

従業員数　5 名

代表取締役 稲葉 恵里香 氏

お客様に喜んでいただいた時。また、難しい作業をスタッ
フみんなで力を合わせてやり遂げた時、達成感を感じ
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

前社長（父）のそばで１４年間たくさんのことを教わり
ながら働けたことや、家族とスタッフが一緒に仕事をで
きることが喜びです。

いちばん嬉しかったできごと。

お車のことでお困りのお客様がいらっしゃった時に、ス
タッフみんなで力を出し合って、臨機応変に対応できる
ことです。

会社の魅力はどのようなところ？
大好きなお菓子をお腹いっぱいいただきます！

休日はどのようにリフレッシュ？

激しく変化するクルマ社会に対応し、幅広いお客様に支
持していただけるよう、前向きに日々精進いたします。

今後の夢やビジョンは？
これから先、大変なことが起こることもあるかと思い
ますが、一人ではありません。皆で頑張って乗り越えて
いきましょう！

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。
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イベント報告（平成30年7月～10月）

各地の報告各地の報告

7

九州ブロック宮崎大会（７月１０日）

滋賀県代協・ＤＲＰネットワーク共催 地球環境・社会貢献活動（９月２日）

東海ブロック勉強会（９月２１日）

ＤＲＰネットワーク親睦ゴルフコンペ（１０月１７日） 北海道ブロックお客様感謝の夕べ（１０月２６日）

第 4 回 首都圏甲信越ブロック地区部長会議 （１０月２７日）

第 3 回 首都圏甲信越ブロック地区部長会議（７月１９日）

第 3 回 中国ブロック会議（９月８日）

第 3 回 九州ブロック勉強会（１０月１２日）東北ブロック勉強会（１０月６日）

第 2 回 コグニ会会長見積勉強会（１０月２６日）

福島代協様 提携 15 周年記念 お客様感謝の夕べ（７月１３日）

第 3 回 四国ブロック会議（９月７日）

楽天損保様　新人フォローアップ研修（１０月１１日）

第 4 回 全国ブロック長会議（１０月２０日）

北海道ブロック勉強会（１０月２６日 )

ＤＲＰネットワーク ニュースＤＲＰネットワーク ニュース No.3



,抽選で
プレゼント
抽選で
プレゼント

「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

DRPネットワーク
ニュース
クイズ

　ＤＲＰネットワーク株式会社は私鉄北総鉄道北総線の新柴又
駅徒歩５分の所にあります。
　同私鉄は、昭和４７年開業、平成２２年に 京成高砂⇔成田空港 
全線が開通し、京成上野から成田空港まで４１分でいくという、
都内から成田空港まで一番時間のかからない路線です。

さて、この路線を走る 座席指定特急の名前は、なんでしょう。

❶ モーニングライナー　
❷ イブニングライナー　
❸ スカイライナー　
❹ アクセス特急

締め切りは
１２月３１日まで

※皆様から長らくご愛顧いただきました DRP ネットワークニュースクイズは今回をもちまして、一旦休止とさせていただきます。
　ありがとうございました。
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