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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。
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No.5

① ＤＲＰネットワーク　岡本貞雄　取締役会長挨拶　入庫誘導紹介台数累計３０万台達成！

② 新規テュフ認証取得加盟店

③ 「頑張ってます！全国の加盟店工場紹介」～第５弾は石川県の株式会社ヤマモト自工です。

④ 外国人技能実習生　ベトナム（ハノイ）現地視察ツアー／コラム　安全第一（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５弾は、千葉県の有限会社ナカジマ自動車鈑金工業、中嶋さとみ様です。

⑥ 各地の勉強会・イベント報告（2019年3月～2019年6月）

⑦ 新規加盟店工場紹介（2019年2月～2019年7月）

⑧ 今秋リリース予定！！ネットワン君レンタカー（ＤＲＰレンタカー）の詳細

ＤＲＰネットワーク
ニュース

ＤＲＰネットワーク
ニュース

拝啓　時下益 ご々清栄の段お慶び申し上げます。
平素は、格別なるご高配を賜り有難く厚くお礼申し上げます。
さて、ＤＲＰネットワークは、令和元年5月１日　新年号スタートの日の前日、平成31年4月30日をもって、
下記グラフのように　累計　300,782 台の入庫誘導紹介実績を達成しました。本当にありがとうございま
した。
長年の間　ＤＲＰネットワークの入庫誘導事業にご協力をいただいた、お取引先の皆様に、ご報告と　
今後さらなるご支援をお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

お取引先様各位

ＤＲＰネットワーク株式会社
取締役会長　岡本貞雄
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入庫誘導紹介台数　累積　30万台達成！入庫誘導紹介台数　累積　30万台達成！
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新規テュフ認証取得加盟店新規テュフ認証取得加盟店

住　所　〒373-0847 群馬県太田市西新町１２－２７
会社名 株式会社永井自動車

会社設立

認証取得に苦労したこと

従業員数

1982年6月3日

認証取得日
2019年6月14日

設 備
フロント3人
現場6人

月 間

フレーム修正機 ２機 カーベンチ
塗装ブース ２機 特注オーダー品
スポット溶接機 １機 ヤシマ
半自動溶接機 ２機 ヤシマ、ダイヘン 
スタット溶接機 ２機 ヤシマ
リフト ４機 バンザイ

（株）永井自動車
代表取締役  永井 良治 氏

法律や書類関係など、監査項目がとても
多かったため、社員全員一丸となり、１
つ１つ確認して対応してきました。認証
取得は大変でしたが、今後もこの業界で
事業を継続していくためには、必要なこ
との１つだと実感しました。

鈑金塗装修理台数 80台
車検台数20台

ゴールド

住　所　〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮７丁目３番１３号
会社名 相模鈑金工業株式会社

会社設立

認証取得に苦労したこと

従業員数

1957年2月1日

認証取得日
2019年7月5日

設 備
フロント5人
現場12人

月 間

フレーム修正機 ３機 カロライナオートポール
塗装ブース ２機、スポット溶接機 １機 エイワ
半自動溶接機 ２機 パナソニック、ダイヘン 
スタット溶接機 ３機 デンゲン
リフト １機 ビシャモン、４輪アライメント １機
三次元計測機 １機、Ｇスキャン １機

代表取締役  嶋津　清 氏

・工程管理の明確化
・工場内の整理・整頓、清掃の徹底
・お預かりから納車までのフォローチャート
の明確化（全て記録に残す）

鈑金塗装修理台数 250台
車検台数15台

ゴールド

住　所　〒381-0022 長野県長野市大豆島５３４８番地
会社名 株式会社金箱ボデー

会社設立

従業員数

1978年8月

認証取得日
2019年5月10日

設 備
フロント2人
現場9人

月 間

フレーム修正機 ２機 イヤサカ カロライナ
塗装ブース ２機 サイマ
スポット溶接機 ２機 ヤシマ、エイワ
半自動溶接機 ２機 エイワ 
スタット溶接機 １機 デンゲン
リフト ４機 イヤサカ、ビシャモン

（株）金箱ボデー
代表取締役社長  金箱　学 氏

鈑金塗装修理台数 80台
車検台数30台

ゴールド

住　所　〒475-0808 愛知県半田市川田町２０４－４
会社名 株式会社川田自動車

会社設立

認証取得に苦労したこと

従業員数

1980年6月1日

認証取得日
2019年5月30日

設 備
フロント3人
現場5人

月 間

フレーム修正機 １機 ＨＥＸＴ
塗装ブース １機 ヒラネ
スポット溶接機 ２機 デンゲン
半自動溶接機 ２機 大同 
スタット溶接機 ２機 Ｓｔａｒ
リフト １機 ビシャモン

（株）川田自動車

相模鈑金工業（株）

代表取締役  良川 尚俊 氏

認証取得前は、駐車場や事務所、トイレなどの案内
表示がありませんでしたが、そこを改善することでお
客様がスムーズに入店できるようになりました。ま
た、廃棄物やごみの集積場を決めるとともに部品置
き場の見直しもしたため工場内がスッキリしました。
認証取得にあたり、当たり前のことができていなかっ
たことが分かり、勉強になりました。

鈑金塗装修理台数 65台
車検台数5台

ゴールド

住　所　〒811-1122 福岡県早良区早良５－２－１２
会社名 有限会社伸自動車

会社設立

認証取得に苦労したこと

従業員数

1979年4月1日

認証取得日
2019年4月2日

設 備
フロント5人
現場10人

月 間

フレーム修正機 １機 ＭＳジャパン
塗装ブース １機 栗田工業
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 ＭＳジャパン
リフト ８機 アルティア

（有）伸自動車
代表取締役  吉村　潔 氏

工場およびフロントの照度が不足していたため、
照明をすべてＬＥＤに変更する必要があり、大
変でした。結果的には、工場屋内が明るくなり、
作業ミスの低減につながりました。また、お客
様を迎え入れるフロントが明るくなったことで、
雰囲気も良くなり、大変満足しています。

鈑金塗装修理台数 80台
車検台数300台

ゴールド コラム「無料クーポンの罠」
　最近、キュレーションサイトで、クーポンを配布し、飲食店
に送客する取り組みが広がっている。筆者はいつも、取材先の
最寄駅でランチをする時は、クーポンを見て「安く済ませられ
るところがないか」を探っている。
　最近では、割引クーポンだけでなく、抽選で無料クーポンを
配布することもある。毎日１回抽選に参加でき、当選すると電
子引換券が配布される。先日、筆者はこれに当選し、早速、お
店に引き換えに行った。しかし、なんだかんだで別メニューを
注文してしまう自分がおり、無料とは
名ばかりで、お店の売り上げにしっか
りと貢献している。結局企業側は、消
費者にムダ使いをさせようとあの手こ
の手を使うため、術中にハマるという
表現が正しいだろう。

ＤＲＰネットワーク ニュースＤＲＰネットワーク ニュース No.5
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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　 〒929-1715 石川県鹿島郡中能登町一青こ４番１株式会社ヤマモト自工

会社設立 従業員数2010年
12月1日

フロント１人
現場5人

鈑金塗装修理台数 50台
車検台数 25台設 備

フレーム修正機 ２機 グローバルジグ、塗装ブース ２機 サイマ、レボアップ
スポット溶接機 １機 デンゲン、半自動溶接機 ２機 チェボラ、ヒラネ 
スタット溶接機 ２機 デンゲン、リフト ４機 ビシャモン
アライメント １機 ジョンビーン、ボデー計測機 １機 タッチ

月 間

所在地　石川県鹿島郡

代表取締役  山本 義裕 氏

好 評第5弾

ロードサービスに注力しています。現場で困ってい
るお客様のもとにすぐに駆けつけるため、信頼関
係が構築しやすく、その後の入庫へとつながります。

御社の売りにしている点は？

QQ 44
鈑金修理だけに留まらず、総合的なカーサポート
を展開し、地域の皆様のカーライフトータルプラ
ンナーとして必要とされる企業になることです。

今後のビジョン

QQ 22
安心・安全・快適なカーライフをお約束し、一
人でも多くのお客様に納得頂けるよう、常にお客
様目線でのサービス提供を心掛けています。

お客様への対応で
心がけていることは？

QQ 55
人材不足、クルマ離れ、自動運転、修理技術
の高度化など、多くの課題や問題を抱える業種
だと思いますが、悲観せずに頑張っていきます。

お店からひとこと
お願いします

QQ 33
自他共栄・顧客創造

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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入庫誘導紹介台数累計30万台達成おめでとうございます
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この業界の深刻な人手不足は決して将来的なものでは無く現実的な問題として目の前に
現れて来ました。それを解決出来る一つの答えが外国人労働者に頼ることだと思います。
まだまだ魅力的なこの業界も労働力が無ければ続けていくことは出来ません。
DRPネットワークが手掛ける「技能実習生 +特定技能外国人」受け入れプランを考えて
みてはいかがでしょうか。まずは優秀な技能実習生を誕生させているベトナム（ハノイ）の現
地見学ツアーにご参加ください。きっと労働力不足の不安から解放され何十年も先までの
プランが描けるようになると思います。

　自動車関連も含め、製造現場の大半には“安全第一”というスローガンが掲げられている。もともとは安全第一だけでなく、品質第二、
生産第三という続きがあり、一連のスローガンは米国生まれだ。
　１９００年代初頭の話になるが、米国は未曽有の不景気でいつリストラされてもおかしくないという状況だった。このため労働者の
多くは劣悪な環境、危険な作業であっても黙々と働き続けなければならず、労災も多発していた。
　この状況を変えたのが、当時は世界最大規模の製鉄工場だったＵＳスチールのエルバート・ヘンリー・ゲーリー社長だ。同社の経営
理念は「生産第一、品質第二、安全第三」だったが、ゲーリー社長は労災が多い現状に心を痛め、「安全第一、品質第二、生産第三」に改めた
のだ。この結果、ＵＳスチールでは労災が減少しただけでなく、安全性が高まり、労働環境が改善したため、品質や生産性の向上にもつな
がり、不景気からもいち早く脱却できたという。
　そしてこのスローガンは、世界中に輸出される同社の鉄製品とともに伝承された。日本でも鉄を輸入していたことから、安全第一が普
及したと言われている。
　だが現在、安全第一のスローガンは掲げてはいるものの、企業の大半は生産効率、品質向上が優先され「生産・品質第一、安全第三」と
なっているのではないか。疲弊した現場を放置した結果、自動車メーカーの完成検査問題や品質不正にもつながったのだろう。
　これからも人工知能（ＡＩ）などを駆使して生産の効率化や自動化がますます進むと言われている。どんな職種や現場でも労働には必
ず人の手が必要となる。品質を上げることはもちろんだが、従業員を大切にしなければ何ごとも上手くいかない。もう一度、スローガン
の原点に立ち返ることも必要ではないだろうか。

コラム「安全第一の歴史」

外国人技能実習生 ベトナム（ハノイ）現地視察ツアー

参加者様① 参加者様②    
         
会社名 電話番号    
         
携帯電話など連絡先         
         
メールアドレス         
         
ご要望があればお書きください。  □ ビジネスクラスを希望　□ 羽田、成田、中部以外を希望　□ ゴルフを希望         
         
         
      
※こちらのページをコピーしてご利用ください。

〈とき〉 10月：2019年 10月 16日（水）～19日（土） 
 11月：2019年 11月 6日（水）～9日（土）    
〈出国地〉羽田空港（成田、中部国際、福岡空港など）
〈費　用〉約16万円　※人数、時期により多少変動します。 　　　　　　
飛行機代エコノミーＣ（ビジネスＣも対応します。）、ホテル1人部屋、入国から出国
まで対応のガイド（通訳）、運転手、送迎車（4人で1台）付です。 
〈内　容〉人材訓練センターの見学模擬面接（面接から技能実習生受入れ、就労までの
流れ説明） 　　　　
◆現地法人整備工場、鈑金工場など見学◆観光（ゴルフが良い方は1日予定します。別料金です。） 
※一回の最大人数は12人までです。定員になり次第締め切らせていただきます。 　エリア、ブロックなどグループでの
　別日程のお申込みもご相談ください。最低遂行人員は4名です。 
◎空港から担当者が添乗します。（賛助会員 有限会社スタンド・アップ・ダブル 伊藤）

最新情報はこちら→ http://goldshovel.jp/ 【問い合わせ先】　有限会社スタンド・アップ・ダブル
  〒470－2358　愛知県知多郡武豊町4-1-4　post@standupw.jp
 tel.0569-84-1882　fax.0569-84-3206 　担当　伊藤

＜手配先＞　スタディツアージャパン株式会社　TEL.045-827-3066 担当：本多
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入庫誘導紹介台数累計30万台達成おめでとうございます
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有限会社ナカジマ自動車鈑金工業
中嶋さとみ 氏

お客様に満足していただき、お褒めの言葉を頂けたと
き、また好印象のアンケートが返信されてきた時に大変
やりがいを感じます。

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

一度お引き受けしたお客様から、数か月後に、ご指名
で再入庫いただいた時は、大変嬉しく思いました。お客
様には感謝の気持ちでいっぱいです。

いちばん嬉しかったできごと。

社員一人一人が自分の仕事に真摯に取り組み、常にお客
様に満足していただけるよう、努力・勉強を惜しまない
ことです。

会社の魅力はどのようなところ？
お客様の都合もあり、休日も仕事が入ることが多いで
すが、時々遊びに来る孫の顔を見たり、友人とランチ
に行ったりして、リフレッシュしています。

休日はどのようにリフレッシュ？

お客様に最高のサービスを提供できるように、講習会
の実施など、様々な環境を整えることが必要だと考え
ています。

今後の夢やビジョンは？
休日・夜間も忙しく、お客様のために時間を使っていて頭の下
がる思いです。
現場でも、その仕事ぶりに応えられるように頑張っていきます。

工場の方々からメッセージ！

住　　所　　〒290-0259　千葉県市原市分目321

創立年月日　1994 年 8月

従業員数　フロント1名　現場 5 名 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
。

入庫誘導紹介台数累計30万台達成おめでとうございます
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イベント報告
 （2019年3月～2019年6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）
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2019 年度　第 1 回
四国ブロック会議

（3 月 8 日）

2019 年度　第 1 回
中国ブロック地区部長会議

（3 月 9 日）

2019 年度　第 1 回
広島地区会議
（3 月 15 日）

2019 年度　第 2 回
テュフ勉強会
（3 月 26 日）

2019 年度　第 1 回
北陸ブロック地区部長会議

（3 月 28 日）

2019 年度　第 2 回
全国ブロック長会議

（4 月 20 日）

2019 年度　第２回
東海ブロック地区部長会議

（5 月 10 日）

2019 年度　第 2 回
首都圏甲信越ブロック地区部長会議

（5 月 11 日）

2019 年度　第 1 回
山口地区会議
（5 月 13 日）

2019 年度
北海道ブロック会議・勉強会

（5 月 18 日）

2019 年度　第 2 回
中国ブロック地区部長会議

（5 月 24 日）

2019 年度　第 2 回
四国ブロック会議

（5 月 25 日）

2019 年度
九州ブロック大会 in 熊本

（6 月 7 日）

2019 年度
東海ブロックお客様感謝の夕べ

（6 月 7 日）

2019 年度
東海ブロック総会

（6 月 7 日）

2019 年度　第 3 回
全国ブロック長会議

（6 月 22 日）
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平成30年11月～平成31年2月 新規加盟店工場紹介新規加盟店工場紹介

長野県長野市稲葉中千田
（株）エレメンツ

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。

7

2019年2月～2019年7月 新規加盟店工場紹介新規加盟店工場紹介

茨城県水戸市見和
（有）アイオート

千葉県柏市増尾
（有）馬場自動車工業

富山県富山市西宮
（有）冨尾自動車

愛知県豊田市広田町富田
（株）広田自動車

愛知県名古屋市中川区馬手町
サン自動車工業（株）

兵庫県尼崎市久々知西町
Ｋｅｎ’ｚ　ＣＲＡＦＴ

福岡県久留米市国分町
（株）四ケ所鈑金塗装

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。

入庫誘導紹介台数累計30万台達成おめでとうございます

ＤＲＰネットワーク ニュースＤＲＰネットワーク ニュース No.5
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ネットワン君レンタカー（ＤＲＰレンタカー）を今秋にリリース予定ネットワン君レンタカー（ＤＲＰレンタカー）を今秋にリリース予定
① ＮＣＳ

➡

➡ＤＲＰ本部

➡

➡加盟店工場様➡エンドユーザーのスキームです。
② コンセプトは月極（マンスリー）レンタカーを主体とする中期間レンタカーです。
③ スタートの車種はアクア（中古車）・軽自動車（新車）・軽自動車 4ＷＤ（新車）
　 を想定。全国 47都道府県にて各数台のレンタカーを配置予定。
④ ターゲットユーザーは有料代車、法人、個人の中期利用客先。
⑤ 配備料を圧縮する事により、加盟店工場様にて収益が確保できます。
⑥ ＤＲＰ本部でホームページを作成し、加盟店工場様へ集客紹介いたします。
⑦ 料金体系（仮）

【ＤＲＰネットワーク株式会社　車両事業部】
新車・中古車・オートリース担当：　中井・荒井
tel： 03-3673-5551　 fax：03-5622-6153
mail : nakai@5552.co.jp　携帯 090-6046-1918

 月極料金（税別） Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 

 アクアクラス 150,000 円 98,000 円 78,000 円 

7月中 商品内容確定➡8.9月 加盟店工場様へ案内・申込
➡10月 プレオープン➡11月 全国スタート予定

ネットワン君レンタカー
原価 35,000 円（仮）

70,000 円（仮）

月間収益予想：35,000 円

これからも安全・安心のために技術を支えます。
ボディの
診断と安全!

�������
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次世代自動車（ASV）の時代。自動運転を視野に、より精度
の高いアフターサービスが求められています。自動車、
大型車まで幅広い新しい技術を、MSJアカデミーで一緒に
勉強していきましょう。 SPANESI 

3次元計測
システム
TOUCH

トラック･バスジグ式修正システム 多機能リフト 修正機SERIE

ボディのセンター±０
設定が簡便！

エイミング作業に
伴うボディの診断
と修正をサポー
ト！

自動運転の時代へ。精度の高いボディで
安全を確保！

入庫誘導紹介台数累計30万台達成おめでとうございます
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