




第１部　全国大会 司会 ： 松田　理奈

1 物故者黙祷

2 開会宣言 四国ブロック長　 ㈱マプト 代表取締役 新屋敷　剛

3 ＤＲＰネットワーク 　代表挨拶　 ＤＲＰネットワーク㈱ 代表取締役 津島　信一

4 加盟店工場会　　　　　　会長挨拶・役員紹介 ㈲三好 代表取締役 三好　正美

5 ご来賓挨拶
アクサ損害保険株式会社 代表取締役社長 様

楽天損害保険株式会社 損害サービス本部 執行役員本部長 大澤　祐一 様

一般社団法人日本損害保険代理業協会 副会長 小平　髙義 様

6 ＤＲＰネットワーク本部報告 ＤＲＰネットワーク㈱ 取締役会長 岡本　貞雄
2019年度成果報告・2020年度営業計画報告

7 加盟店工場会　3委員会報告

①　組織強化委員会 ㈲オートサービス東栄 代表取締役 遠藤　弘治

②　技術・教育委員会 エヌビーワークス㈱ 専務取締役 岡野　弘太郎

③　戦略委員会 ㈱オートガレージ 代表取締役 岡　壮彦

8 入庫誘導紹介台数表彰
①　代理店表彰

③　代協表彰
④　表彰者を代表してご挨拶

代表取締役 髙縁　勝一 様

⑤　記念撮影

9 リサイクル部品及び車両部アワード表彰

③　表彰者を代表してご挨拶
車両部アワード　第１位 ㈲シミズオート 代表取締役 清水　秀雄

④　記念撮影

10 加盟店工場会功労者　感謝状並びに記念品贈呈
①　功労者を代表してご挨拶 相模鈑金工業㈱ 代表取締役 嶋津　清
②　記念撮影

11 テュフ認証加盟店工場及び新規加盟工場紹介
①　テュフ認証工場 紹介
②　新規加盟工場と紹介者 紹介

　　　　 　―　休憩　２０分　－

12 記念講演
「クルマの進化と今後のアフターマーケット」

代表取締役社長 松永　博司 様

13 閉会宣言 九州ブロック長 ㈲山本自動車 代表取締役 山本　貴史

　　　　 　―　休憩　３０分　－

創立20周年記念　令和２年度ＤＲＰネットワーク全国大会式次第　第１部
日時：令和２年　２月２６日（水）１３：００～１６：３０

於：帝国ホテル　富士の間

ハンス・ブランケン

②　企業代理店表彰

代理店入庫誘導紹介台数　第１位 有限会社コーエン損害保険 

①　リサイクル部品活用優秀加盟店工場 表彰　
②　車両部アワード・2019 　加盟店工場 表彰

株式会社ジェイシーレゾナンス　

委員長　

委員長　

委員長　



第２部　懇親会 司会　： 松田　理奈

1 開会挨拶 ㈲オートサービス東栄 代表取締役 遠藤　弘治

2 ご来賓挨拶
衆議院議員 平沢　勝栄 様

日本カーソリューションズ株式会社 取締役副社長 髙島　俊史 様

一般社団法人　日本自動車工業会 常務理事 和迩　健二 様

3 乾杯ご挨拶
部長 渡辺　伸一 様

4 ご歓談

5 大抽選会 司会 　全国大会実行委員 ㈲狩野鈑金工業所 代表取締役社長 狩野　由幸

6 ＤＲＰネットワーク株式会社　社員紹介 ＤＲＰネットワーク㈱ 取締役会長 岡本　貞雄

7 ご歓談

8 中締め ㈲幸進ボデー 代表取締役 田中　昌幸

創立20周年記念　令和２年度ＤＲＰネットワーク全国大会式次第　第２部
日時：令和２年　２月２６日（水）１７：００～１９：００

於：帝国ホテル　孔雀の間

加盟店工場会副会長

全国大会実行委員長

営業推進部モーターチャネル推進チーム三井住友海上火災保険株式会社
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創立20周年記念
令和２年度

ＤＲＰネットワーク全国大会

出席者名簿



ご来賓　出席者リスト 【50音順・敬称略】

NO 会社名 部署　役職名 出席者名

1 あ あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 埼玉支店　川口支社　支社長 根本　清志

2 アイランス有限会社 田中　淳

3 一般社団法人　青森県損害保険代理業協会 直前会長 藤原　広洋

4 有限会社秋山保険事務所 代表取締役 秋山　隆

5 アクサ損害保険株式会社 代表取締役社長 ハンス・ブランケン

6 アクサ損害保険株式会社 損害サービス本部　執行役員ＣＣＯ 原田　保

7 アクサ損害保険株式会社 損害サービスフィールドサポート部　部長 岡田　博行

8 アクサ損害保険株式会社 広報部　課長 菅沼　可緒里

9 アクシデントヘルパー安心の森 代表 東條　照夫

10 アクシデントヘルパー安心の森 東條　勝

11 株式会社アクティオ レンタカー課　課長 笹本　守

12 株式会社アクティオ 東京レンタカー出張所　所長代理 本橋　孝裕

13 株式会社アマノエンタープライズ 代表取締役 天野　泰孝

14 い 株式会社イエローハット ピットサービス推進部　部長 伊藤　彰伸

15 株式会社イエローハット ピットサービス推進部　係長 千葉　秀康

16 一般社団法人　石川県損害保険代理業協会 会長 浜上　洋之

17 株式会社石崎 専務取締役 石崎　司

18 一般社団法人　茨城県損害保険代理業協会 理事 仁平　光男

19 一般社団法人　岩手県損害保険代理業協会 会長 遠藤　真喜男

20 え 有限会社エグチ 代表取締役 江口　裕人

21 ＳＢＩ損害保険株式会社 損害サービス業務部　ネットワーク管理課　課長 長谷川　弥彦

22 ＳＢＩ損害保険株式会社 損害サービス業務部　ネットワーク管理課　マネジャー 高梨　淳史

23 一般社団法人　愛媛県損害保険代理業協会 副会長 稲澤　眞一

24 株式会社エム・オー・エー基金 保険部　部長 松井　和彦

25 お 一般社団法人　大分県損害保険代理業協会 会長 町田　直子

26 一般社団法人　沖縄県損害保険代理業協会 理事　広報委員長 大城　拓

27 株式会社オリエンタル中村 保険部　部長 井坂　鉄司

28 か 一般社団法人　鹿児島県損害保険代理業協会 副会長 田中　拓

29 一般社団法人　鹿児島県損害保険代理業協会 事業委員長 齊藤　泰裕

30 一般社団法人　神奈川県損害保険代理業協会 会長 雨宮　豊

31 一般社団法人　神奈川県損害保険代理業協会 専務理事 藤原　治郎

32 一般社団法人　神奈川県損害保険代理業協会 神奈川みらい支部　支部長 山本　弘子

33 一般社団法人　神奈川県損害保険代理業協会 横浜中支部　支部長 徳山　信昭

34 一般社団法人　神奈川県損害保険代理業協会 みなと支部長 吉原　剛

35 一般社団法人　神奈川県損害保険代理業協会 湘南支部　支部長 藤田　康晴

36 一般社団法人　神奈川県損害保険代理業協会 理事　県西支部長 清田　顕彦

37 関東自動車共済協同組合 神奈川県支部　課長 石井　和明

38 関東自動車共済協同組合 東京事業本部　係長 佐久間　翔

39 関東自動車共済協同組合 東京事業本部　主任 桐生　大地

40 関東自動車共済協同組合 埼玉県支部　 羽田　涼

41 関東自動車共済協同組合 損害調査部　係長 馬場　裕美

42 き キッセイ商事株式会社 代表取締役社長 三澤　修

創立20周年記念　令和2年度 ＤＲＰネットワーク全国大会　　　　
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43 キッセイ商事株式会社 保険部　部長 百瀬　淳

44 一般社団法人　京都損害保険代理業協会 会長 小橋　信彦

45 く 一般社団法人　熊本県損害保険代理業協会 会長 中村　文治

46 一般社団法人　熊本県損害保険代理業協会 理事　組織委員長 伊藤　裕朗

47 こ 有限会社コーエン損害保険 代表取締役 髙縁　勝一

48 コグニビジョン株式会社 営業部　特命担当課長 佐藤　徹哉

49 さ 一般社団法人　埼玉県損害保険代理業協会 会長 清水　克俊

50 一般社団法人　佐賀県損害保険代理業協会 会長 吉岡　勝美

51 一般社団法人　佐賀県損害保険代理業協会 副会長 石井　将史

52 株式会社サポートワンあいづ 取締役会長 廣田　治夫

53 し 株式会社自動車新聞社 取締役編集長 三浦　勝也

54 衆議院議員 平沢　勝栄

55 株式会社新日本保険新聞社 東京支社　次長 金井　秀樹

56 せ 株式会社せいび広報社 取締役　編集長 八木　正純

57 セコム損害保険株式会社　 損害サービス業務部　部長 小林　篤

58 セコム損害保険株式会社　 本店損害サービス第二部　部長 東　真一郎

59 全日本高速道路レッカー事業協同組合 理事長 亀山　善之

60 全日本高速道路レッカー事業協同組合 副理事長 加藤　紀明

61 そ ソニー損害保険株式会社 損害サービス業務部　ネットワーク課　グループリーダー 新井　修

62 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 リテール営業推進室　特命課長 松田　永

63 た タイムズコミュニケーション株式会社　
法人事業本部　パートナーサポート部　副本部長兼
パートナーサポート部長 渡辺　義一

64 タイムズコミュニケーション株式会社　 法人事業本部　パートナーサポート部　チームリーダー 宮﨑　真

65 株式会社タイヨー 代表取締役社長 水田　茂

66 有限会社髙橋保険事務所 代表取締役 髙橋　由雄

67 髙橋保険事務所 代表 髙橋　雅敏

68 ち 一般社団法人　千葉県損害保険代理業協会 会長 小口　泰伸

69 一般社団法人　千葉県損害保険代理業協会 専務理事 今西　英人

70 Chubb損害保険株式会社 損害サービス本部　副本部長 大坪　照生

71 Chubb損害保険株式会社 損害サービス本部　次長 堀　泰光

72 チューリッヒ保険会社 損害サービス企画部　マネージャー 茂呂　英彦

73 チューリッヒ保険会社 損害サービス部　上席主任 野中　次郎

74 チューリッヒ保険会社 損害サービス部　アジャスター 赤沼　親

75 と 有限会社東海千葉保険 専務 栗田　秀美

76 東京海上日動火災保険株式会社 東東京支店　専業第2チーム　課長代理 草深　伸一郎

77 東京ガスオートサービス株式会社 代表取締役会長 竹之内　明男

78 東京ガスオートサービス株式会社 メンテナンス推進部　担当部長 小田嶋　登

79 一般社団法人　東京損害保険代理業協会 会長 磯　利二

80 一般社団法人　東京損害保険代理業協会 副会長 黒澤　史和

81 一般社団法人　東京損害保険代理業協会 副会長 廣瀬　城児

82 一般社団法人　東京損害保険代理業協会 副会長 岩瀬　憲昭

83 一般社団法人　栃木県損害保険代理業協会 理事・企画環境委員会委員長 小板橋　聡

84 一般社団法人　栃木県損害保険代理業協会 理事　監事 鴇田　知宏 
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85 一般社団法人　富山県損害保険代理業協会 理事 井澤　伸生

86 な 一般社団法人　長崎県損害保険代理業協会 会長 甲山　智親

87 一般社団法人　長崎県損害保険代理業協会 相談役 田川　宏

88 に 株式会社日刊自動車新聞社 代表取締役社長 髙橋　賢治

89 株式会社日刊自動車新聞社 編集局　記者 梅崎　信孝

90 日新火災海上保険株式会社 事業推進部　執行役員 横山　尚之

91 日新火災海上保険株式会社 事業推進部　担当部長 有馬　健一郎

92 日新火災海上保険株式会社 事業推進部　推進グループ　課長 中村　大輔

93 日新火災海上保険株式会社 事業推進部　推進グループ　担当課長 内匠　敦彦

94 日新火災海上保険株式会社 事業推進部　推進グループ　 笹本　ちひろ

95 一般社団法人　日本損害保険代理業協会 副会長 小平　髙義

96 一般社団法人　日本損害保険代理業協会 副会長 横山　健一郎

97 日本カーソリューションズ株式会社 取締役副社長 高島　俊史

98 日本カーソリューションズ株式会社 執行役員　昭和営業本部長 安部　大助

99 日本カーソリューションズ株式会社 サービス・事務本部　本部長 梶本　俊彦

100 日本カーソリューションズ株式会社 リスクマネジメント部　部長 髙橋　聡

101 日本カーソリューションズ株式会社 リスクマネジメント部　次長 須佐　浩司

102 一般社団法人　日本自動車工業会 常務理事 和迩　健二

103 一般社団法人　日本自動車整備振興会連合会 理事 伊藤　正信

104 一般社団法人　日本自動車整備振興会連合会 事業部　課長代理 與戸　敬

105 ふ フェニックスサービス株式会社 常務取締役 柿谷　英樹

106 一般社団法人　福井県損害保険代理業協会 専務理事 板倉　行規

107 一般社団法人　福岡県損害保険代理業協会 理事　副会長 大塚　昭彦

108 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

109 株式会社ブライト 代表取締役 倉本　哲成

110 株式会社プロトリオス 出版・研修事業部　取締役 小川　直紀

111 株式会社プロトリオス 出版・研修事業部　係長 樋口　祥三郎

112 ほ ホームネット株式会社 取締役会長 江﨑　眞一

113 ホームネット株式会社 顧客サービス事業部　取締役　事業部長 市川　佳也

114 株式会社保険ステーション 代表取締役 今藤　貫徳

115 株式会社保険ステーション 専務取締役 西部　信一郎

116 株式会社保険毎日新聞社 取材部　記者 樋口　泰樹

117 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

118 ま マーシュ　ジャパン株式会社
ビジネスディベロップメント　アンド　スペシャルティリスクス
バイス　プレジデント 赤石　益輝

119 マーシュ　ジャパン株式会社
ビジネスディベロップメント　アンド　スペシャルティリスクス
アカウント　エグゼクティブ 鈴木　優大

120 み 三井住友海上火災保険株式会社 營業推進部モーターチャネル推進チーム　部長 渡辺　伸一

121 三井住友海上火災保険株式会社 營業推進部モーターチャネル推進チーム　課長 伊藤　祐一

122 三井ダイレクト損害保険株式会社 常務執行役員 井上　哲郎

123 三井ダイレクト損害保険株式会社 損害サポート業務部　ゼネラルマネージャー 大原　正樹

124 一般社団法人　宮城県損害保険代理業協会 理事 庄司　博

125 一般社団法人　宮城県損害保険代理業協会 事業委員会　副委員長 高橋　法広

126 一般社団法人　宮崎県損害保険代理業協会 会長 中原　公一
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127 や 一般社団法人　やまがた損害保険代理業協会 会長 中野　伸二

128 一般社団法人　山梨県損害保険代理業協会 会長 小野　嘉一郎

129 ゆ 株式会社ユニオン保険サービス 代表取締役 宇都宮　時彦

130 ら 楽天損害保険株式会社 損害サービス本部　執行役員　本部長 大澤　祐一

131 楽天損害保険株式会社 損害サービス業務部　ネットワーク管理課　部長 柴山　英明

132 楽天損害保険株式会社 損害サービス業務部　企画課長 高石　翔太

133 楽天損害保険株式会社 本店法人営業部　部長 茂木　宣佳

134 楽天損害保険株式会社 本店法人営業部　法人営業二課　課長 栗本　陽平

135 り 株式会社リクロスエクスパンション 代表取締役 中嶋　崇史

来賓 - 4



ご協賛会社　出席者リスト 【50音順・敬称略】
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1 あ アールレックス株式会社 代表取締役 石川　将輝

2 アールレックス株式会社 所長 三上　敦史

3 株式会社アイエス総合 営業部　マネージャー 佐藤　純一

4 い 株式会社ＥＢＥ 本部　営業部　執行役員 新城　謙

5 株式会社ＥＢＥ 本部　営業部　執行役員 馬場　広次

6 株式会社ＥＢＥ 東日本営業部　第3グループ　マネージャー 平瀬　順一

7 イサム塗料株式会社 東京支店　販売部　部長 齊藤　滋治

8 イサム塗料株式会社 営業企画部　塗料事業部　車両塗料グループ　係長 北出　友輔

9 株式会社イスコ 専務取締役 五十貝　潤

10 株式会社ｉｆレンタサービス 代表取締役 水谷　優志

11 株式会社イヤサカ 営業推進部　取締役 営業推進部長 木村　泰一郎

12 株式会社イヤサカ 本社 営業部　部長 柏　浩一

13 え 株式会社エコライフ 代表取締役 菊池　直武

14 株式会社エス・エス・ジー 事務局長 古田　欽一

15 お 株式会社オートパーツ伊地知 代表取締役副社長 伊地知　龍二

16 か 株式会社川島商会 代表取締役 川島　準一郎

17 株式会社川島商会 営業部　社長付　営業部課長 宮島　功次

18 関西ペイント販売株式会社 自動車補修塗料販売本部 営業開発部　課長 佐藤　哲也

19 く 有限会社クリーン 営業部　本部長 村岡　誓

20 株式会社栗田工業 専務取締役 栗田　文昭

21 株式会社栗田工業 東京営業所　営業所長 栗田　浩平

22 け ケイディ株式会社 ＬＸ事業部　西日本エリアマネージャー 田中　まり

23 ケイディ株式会社 ＬＸ事業部　東日本エリアマネージャー 福崎　雅之

24 こ 小柳商事株式会社 取締役社長 小柳　英樹

25 小柳商事株式会社 営業統括サブマネージャー 柴澤　利明

26 さ 株式会社サンエイ 営業部　課長 飯田　裕二

27 株式会社三洋商店 カーリボン事業部　フロント 波田野　綱紀

28 し 株式会社ＪＣＭ ＪＯＣＡＲ事業部　マネージャー 川崎　崇

29 株式会社ＪＡＲＡ 部品販売グループ　グループ長 飯野　忠大

30 株式会社ＪＡＲＡ 部品販売グループ　グループ長代理 松元　龍二郎

31 す 有限会社スタンド・アップ・ダブル 代表取締役 伊藤　守

32 せ 有限会社セカンドパーツ 代表取締役社長 吉岡　貴子

33 有限会社セカンドパーツ 部長 山本　勝也

34 て テソロ・ジャパン株式会社 代表取締役 馬場　義久

35 テュフ ラインランド ジャパン株式会社 運輸交通部　営業チームリーダー 柏木　貴志

36 と 株式会社トラック市 代表取締役会長 白石　昇

37 株式会社トラック市 代表取締役社長 小川　広太郎

38 な 中村オートパーツ株式会社 本社　執行役員 常務 狩野　誠

39 株式会社南海プランナー 代表取締役 笠井　泰宏

40 に 日本ペイント株式会社 ＡＲＩ販売部　マネージャー 大西　正則

41 日本ペイント株式会社 ＡＲＩ販売部　リーダー 大山　真吾

42 日本ロードサービス株式会社 業務管理本部コールセンター　センター長 中嶋　崇人

創立20周年記念　令和2年度 ＤＲＰネットワーク全国大会　　　　
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43 は 原田塗料株式会社 代表取締役 原田　忠明

44 株式会社バンザイ 営業部　取締役 部長 山本　正明

45 株式会社バンザイ 営業情報企画部　部長 小野　浩一

46 ひ 日立キャピタルオートリース株式会社 レンタカー推進部　部長 六鹿　芳輝

47 株式会社ビッグウェーブ 代表取締役 服部　厚司

48 ふ 株式会社ブロードリーフ 本部営業部　部長 寺奥　武史

49 株式会社ブロードリーフ 本部営業部　 鈴木　規純

50 株式会社プロトリオス 代表取締役社長 田上　紀久

51 株式会社プロトリオス 営業本部　常務取締役 福本　尚基

52 株式会社プロトリオス 営業本部　執行役員 松崎　弘和

53 ま マテックス株式会社 営業本部サービス部　担当部長 矢口　晴敏

54 や 株式会社ヤナセオートシステムズ Ｐ＆Ａ推進部　部長 内田　学

55 株式会社ヤナセオートシステムズ ＢＰ推進部　部長 早川　卓史

56 ゆ 株式会社ユーパーツ オペレーション部　部長 山口　城治

57 株式会社ユーパーツ オペレーション部　埼玉支店　主任 照屋　淳一

58 ろ ロックペイント株式会社東京本社 代表取締役専務 池谷　裕司

59 ロックペイント株式会社東京本社 車両塗料事業部　副事業部長 髙野　弘行

60 ロックペイント株式会社東京本社 車両塗料事業部　エリアマネージャー 髙橋　伸佳
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Ｎｏ 都道府県 ＩＤ 役職 氏名

1 北海道 01001 日丸自動車工業有限会社 代表取締役 安保　嘉

2 北海道 01004 株式会社広川自動車工業 営業部長 広川　博

3 北海道 01009 株式会社谷口自動車板金工業 ○ 会長 谷口　善昌

4 北海道 01013 有限会社Ｔ’ｓ　ＷＯＲＬＤ 取締役 米澤　泰介

5 北海道 01026 有限会社共和自動車 ◇ 代表取締役 佐々木　規之

6 北海道 01029 東北海道ホンダ株式会社 代表取締役社長 濱屋　俊明

7 北海道 01029 東北海道ホンダ株式会社 取締役 金澤　智

8 北海道 01033 有限会社ボデーショップ・カドワキ 代表取締役 門脇　貞男

9 北海道 01046 株式会社ホシボデー 代表取締役 星　猛雪

10 北海道 01047 牧口車体工業有限会社 取締役 牧口　広

11 青森県 02015 有限会社カークリニック八戸 代表取締役 岩藤　利啓

12 岩手県 03014 有限会社小川原自動車鈑金 ○ 営業部長 森川　賀志正

13 岩手県 03019 株式会社ゼアー 代表取締役 小林　千二男

14 宮城県 04001 有限会社サンライズオート 代表取締役 黄海　春男

15 宮城県 04002 株式会社オートガレージ ☆◇ 代表取締役 岡　荘彦

16 宮城県 04005 有限会社サイトーボディー ○ 代表取締役 齋藤　正弘

17 宮城県 04009 星自動車塗装工業株式会社 専務取締役 星　卓弥

18 宮城県 04010 有限会社オートフレンド 代表取締役 鑓水　一弘

19 宮城県 04011 有限会社コウヨウ自動車工業 代表取締役 菊地　正樹

20 宮城県 04012 株式会社みなとモーター 会長 阿部　貞夫

21 宮城県 04013 有限会社鹿野塗装工業所 代表取締役 鈴木　正行

22 宮城県 04014 有限会社松森自動車商会 専務取締役 海上　雄

23 宮城県 04017 株式会社オートウェイズ 代表取締役 新野　知二

24 宮城県 04018 有限会社遠藤自動車塗装【仙台市】 取締役社長 遠藤　雅範

25 宮城県 04019 遠藤自動車工業有限会社【名取市】 代表取締役社長 遠藤　英雄

26 宮城県 04020 おおいずみ自動車株式会社 代表取締役 大泉　芳弘

27 秋田県 05013 山崎自動車工業株式会社 代表取締役社長 山﨑　正和

28 山形県 06001 有限会社小松自動車 代表取締役 小松　明

29 山形県 06002 司ボデー株式会社 代表取締役社長 佐藤　紀晃

30 山形県 06005 有限会社ボディセンター 代表取締役 佐藤　正幸

31 山形県 06011 株式会社ミサワ車体 代表取締役 三沢　徳眞

32 山形県 06016 サトウ車体整備株式会社 代表取締役社長 佐藤　俊廣

33 山形県 06017 白谷ボデー株式会社 代表取締役 白谷　幸一

34 福島県 07006 有限会社平野モーターサービス ○ 代表取締役 平野　隆夫

35 福島県 07010 有限会社いわき自動車鈑金塗装 代表取締役 角田　満

36 福島県 07014 有限会社ボデーショップサトウ 代表取締役 佐藤　文彦

37 福島県 07021 株式会社亀井自動車塗装 代表取締役 亀井　淳

38 福島県 07025 有限会社ボディショップ早川 代表取締役社長 早川　一二

39 福島県 07026 カーショップフクシマ株式会社 代表取締役 木伏　幸蔵

40 福島県 07028 株式会社富田オートセンター 専務取締役 若杉　正樹

41 福島県 07034 有限会社今野車体整備工業 取締役 今野　峯生

42 茨城県 08002 ＤＲＰネットワーク株式会社茨城営業所 取締役 今泉　克也

創立20周年記念　令和2年度 ＤＲＰネットワーク 全国大会　　

会社

加盟店工場会：◎会長　　☆副会長　　◇ブロック長　　○地区部長
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43 茨城県 08015 有限会社平井自動車 代表取締役 平井　俊行

44 茨城県 08031 有限会社トマトファクトリー 代表取締役 黒澤　英雄

45 茨城県 08035 有限会社三和自動車 ○ 専務取締役 鈴木　勇次

46 茨城県 08037 有限会社ライト　ボディーショップビューティー 代表取締役 岩谷　光

47 茨城県 08038 有限会社山伸自動車工業 山中　佳典

48 茨城県 08039 トータルカーステーション　ケアーズ鹿嶋店 チーフマネージャー 深澤　裕輝

49 茨城県 08042 有限会社吉崎モータース 代表取締役 吉﨑　昌憲

50 茨城県 08043 ＡＵＴＯ　ＦＩＥＬＤ 代表 平野　浩司

51 茨城県 08045 有限会社アイオート 代表取締役 大高　潤一郎

52 栃木県 09001 有限会社新東自動車工業 代表取締役 石塚　弘一

53 栃木県 09004 坂本車体整備工業株式会社 代表取締役社長 坂本　欽視

54 栃木県 09015 福田車体工業株式会社 ○ 専務取締役 福田　雅英

55 栃木県 09021 有限会社井川モータース 代表取締役 井川　雅俊

56 栃木県 09023 有限会社加藤鈑金 代表取締役 加藤　孝規

57 栃木県 09025 安藤自動車工業有限会社 代表取締役 安藤　康之

58 栃木県 09026 有限会社ＡＢＳ 代表取締役 秋山　成之

59 栃木県 09028 有限会社山田自動車工業 取締役 山田　誠一

60 群馬県 10002 株式会社永井自動車 代表取締役 永井　良治

61 群馬県 10005 有限会社ＫＯＩＫＥ 代表取締役 小池　智明

62 群馬県 10007 有限会社伊勢崎ボデー 代表取締役社長 島田　秀男

63 群馬県 10018 有限会社堀内自動車ボデー 代表取締役 堀内　勇

64 群馬県 10029 株式会社ヨコタ　ホリデー車検高崎 ○ 取締役常務 横田　圭吾

65 群馬県 10030 株式会社小幡ボデー 専務 栁澤　徹昌

66 群馬県 10031 ボディーショップ若林 代表取締役 若林　伸幸

67 群馬県 10032 ＢＰ・カネコ　有限会社カネコ 代表取締役 金子　光晴

68 群馬県 10033 株式会社Ｇｏｏｄ 代表取締役 鈴木　昭彦

69 埼玉県 11011 有限会社小林塗装 代表取締役 小林　真一

70 埼玉県 11013 印出自動車有限会社 代表取締役社長 印出　孝男

71 埼玉県 11014 有限会社与野自動車整備工場 代表取締役 平石　日出夫

72 埼玉県 11018 有限会社荒井自動車 代表取締役 瀧澤　昌良

73 埼玉県 11022 有限会社石井自動車鈑金塗装工業所 代表取締役 石井　真

74 埼玉県 11028 株式会社ボディーサービスモリタ 代表取締役 森田　裕

75 埼玉県 11029 有限会社相模自動車 代表取締役 本木　淳一

76 埼玉県 11031 株式会社稲垣自動車 代表取締役 稲垣　英男

77 埼玉県 11035 有限会社サクライ自動車工業 代表取締役社長 櫻井　誠

78 埼玉県 11038 有限会社アサカワ自動車 代表取締役 浅川　一

79 埼玉県 11040 有限会社ボディーショップ輝 ◇ 代表取締役 北田　輝久

80 埼玉県 11041 有限会社オートワークス雅 ○ 代表取締役 熊谷　雅宏

81 埼玉県 11044 有限会社斉藤自動車鈑金塗装工業 代表取締役 高橋　秀行

82 埼玉県 11047 有限会社コーディアル 代表取締役 黒田　佳功

83 埼玉県 11048 株式会社ボディショップ櫛田 代表取締役 稲葉　恵里香

84 埼玉県 11054 株式会社カーボディショップ長谷部 代表取締役 長谷部　伸一

加盟店工場会：◎会長　　☆副会長　　◇ブロック長　　○地区部長
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85 埼玉県 11056 有限会社ハラコーモータース 代表取締役 原田　高昌

86 埼玉県 11057 有限会社ボディー・リメイク 代表取締役 羽毛　太

87 埼玉県 11059 ９roveＲ（クローバー） 代表 大野　晃由

88 埼玉県 11061 株式会社ＡＬＦＡ 代表取締役社長 福島　好孝

89 埼玉県 11061 株式会社ＡＬＦＡ フロント主任 遠藤　覚

90 埼玉県 11063 株式会社吉徳 代表取締役 吉野　正毅

91 埼玉県 11064 株式会社Ｋ＆Ｋ 専務取締役 磯野　慎司

92 埼玉県 11065 株式会社ワイズリョウファクトリー 代表取締役 矢島　修

93 千葉県 12001 あんぜんカーサービス 代表取締役社長 米田　慎太郎

94 千葉県 12002 有限会社ナカジマ自動車鈑金工業 代表取締役 中嶋　忠司

95 千葉県 12004 オートボデー・イシカワ 石川　直樹

96 千葉県 12008 第一自動車工業株式会社 鈴木　正一

97 千葉県 12012 有限会社石毛鈑金工業 代表取締役 川邉　健一

98 千葉県 12013 花門車体工業株式会社 専務 山口　秀晃

99 千葉県 12014 株式会社ケーズファクトリー 鈴木　浩司

100 千葉県 12023 有限会社今井自動車 社長代理 渡邉　昭彦

101 千葉県 12024 有限会社アンビル自動車工業所 取締役 安蒜　宗成

102 千葉県 12028 株式会社ホシクキ自動車 代表取締役 高山　定照

103 千葉県 12033 有限会社伊藤自動車 取締役 伊藤　良

104 千葉県 12035 中西オートリペアー 代表 中西　翔太

105 千葉県 12038 株式会社ビッグワンオート 大里　幸江

106 千葉県 12039 有限会社小金谷自動車工業 取締役 小金谷　恒久

107 千葉県 12040 有限会社太田鈑金 代表取締役 太田　直樹

108 千葉県 12041 有限会社山本自動車工業 代表取締役社長 山本　淳也

109 千葉県 12044 有限会社イシイオートサービス 石井　正宏

110 千葉県 12045 株式会社ボディーショップ　ホンジョウ 代表取締役 本城　茂

111 千葉県 12047 カツシカオート 取締役 柳元　一也

112 千葉県 12048 有限会社狩野鈑金工業所 代表取締役 狩野　由幸

113 千葉県 12049 有限会社宮城自動車 取締役 宮城　信也

114 千葉県 12050 有限会社馬場自動車工業 代表取締役 馬場　弘

115 東京都 13013 株式会社ミヤイボデー舟渡工場 矢田　元貴

116 東京都 13016 京浜自動車協業組合 代表理事 大石　円

117 東京都 13019 株式会社松田自動車整備工場 BP担当 松田　峻

118 東京都 13020 有限会社シミズオート 代表取締役 清水　秀雄

119 東京都 13024 有限会社ツカサ自動車興業 ○ 中務　朋弥

120 東京都 13025 東和整備株式会社 代表取締役 佐藤　武夫

121 東京都 13029 ミツワ自動車株式会社 松永　武志

122 東京都 13030 有限会社エムズ・ファクトリー 取締役 西村　きょうこ

123 東京都 13034 山本自動車工業株式会社 代表取締役 山本　信行

124 東京都 13035 ヒルズ・テクノプレイス 代表取締役社長 鈴木　篤史

125 東京都 13036 東都自動車工業株式会社 代表取締役 後藤　和敏

126 東京都 13039 株式会社吉崎ボデー 代表取締役 吉崎　直司
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127 東京都 13040 渡辺自動車株式会社 専務取締役 渡辺　一美

128 東京都 13044 有限会社幸進ボデー 代表取締役 田中　昌幸

129 東京都 13045 有限会社マイスター 代表取締役社長 吉田　伸之

130 東京都 13046 斉藤鈑金株式会社 サービスフロント 斉藤　潤

131 東京都 13048 株式会社アルスオートボデー 専務取締役 落合　睦子

132 東京都 13051 有限会社土谷自動車 取締役 土谷　雄一

133 東京都 13052 株式会社ユースフル 代表取締役 榎本　茂雄

134 東京都 13052 株式会社ユースフル 柴原　航介

135 東京都 13053 有限会社平野オートボディー 元八王子店　店長 吉岡　徹

136 神奈川県 14001 相模鈑金工業株式会社 代表取締役 嶋津　清

137 神奈川県 14006 ＡＭ自動車工業株式会社 代表取締役 青木　一孝

138 神奈川県 14008 アーバンガレージ 代表 羽鳥　久雄

139 神奈川県 14010 有限会社オートサービス東栄 ☆ 代表取締役 遠藤　弘治

140 神奈川県 14011 神奈川協立自動車株式会社 代表取締役 當房　秀秋

141 神奈川県 14012 有限会社新倉自動車 代表取締役 新倉　等

142 神奈川県 14014 株式会社アダチオート 代表取締役会長 安達　正俊

143 神奈川県 14020 エジック株式会社 本部長 佐々木　要三

144 神奈川県 14024 株式会社セイロモータース 工場長 平原　健太郎

145 神奈川県 14025 有限会社勝俣自動車鈑金工業 専務取締役 勝俣　立也

146 神奈川県 14026 三幸興業株式会社 代表取締役 奥脇　幸二

147 神奈川県 14028 有限会社井出鈑金 代表取締役 井出　直人

148 神奈川県 14029 有限会社キリシマ自動車 代表取締役 小川　勇一

149 神奈川県 14031 有限会社オンリーワン 取締役社長 髙瀬　健一

150 神奈川県 14033 有限会社松井自動車工業 サービスフロント 松本　拓也

151 神奈川県 14038 玉川自動車工業株式会社 ○ 代表取締役 稲葉　義一

152 神奈川県 14044 有限会社鈴岩電機 代表取締役 鈴木　一正

153 神奈川県 14045 有限会社ヤマヨ久保田商会 代表取締役 海原　錦也

154 神奈川県 14046 有限会社トーニチユニオンサービス 代表取締役 菅原　玲雄奈

155 神奈川県 14047 有限会社タナフェンダー 取締役社長 田中　昭裕

156 神奈川県 14048 株式会社Ｅ-ｔｅｃｈ 代表取締役 遠藤　浩章

157 新潟県 15004 有限会社渡部商事 代表取締役 渡部　三郎

158 新潟県 15006 カトウ自動車 代表 加藤　賢一

159 新潟県 15009 株式会社宮内自動車整備工場 代表取締役 恩田　伸一

160 新潟県 15016 ヤマダガレージ 代表 山田　友樹

161 新潟県 15018 有限会社東亜自動車工業 代表取締役 長谷川　浩一

162 新潟県 15020 株式会社カーテック 代表取締役社長 村越　保

163 富山県 16003 株式会社たつみ自動車 ◇ 代表取締役 島田　渉

164 富山県 16007 カーリボン　竹原自動車 代表 竹原　賢一

165 富山県 16008 有限会社高雄自動車 代表取締役社長 池内　康二

166 富山県 16010 有限会社冨尾自動車 代表取締役社長 冨尾　茂樹

167 石川県 17002 株式会社大日自動車販売 代表取締役 橋浦　勇巳

168 石川県 17003 株式会社兼六鈑金塗装工場 ○ 代表取締役 山本　久佐志
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169 石川県 17004 カードック友星 専務取締役 久保出　久盛

170 石川県 17008 有限会社タダムラ自動車鈑金 取締役 忠村　章宏

171 石川県 17011 株式会社ヤマモト自工 代表取締役 山本　義裕

172 石川県 17013 有限会社カーリペア・オオハタ 代表取締役社長 大畑　和人

173 福井県 18002 谷口自動車工業株式会社　羽水支店 代表取締役会長 谷口　省吾

174 福井県 18003 有限会社マルダイ自工 代表取締役会長 野尻　洋一

175 福井県 18007 浅穂塗装有限会社 ○ 代表取締役 浅田　繁穂

176 山梨県 19005 有限会社オートボディキー 代表取締役 市川　清

177 山梨県 19006 有限会社ＫａＺｕ ○ 代表取締役 岩間　和浩

178 山梨県 19010 有限会社プロテクト 代表取締役 荒井　憲治郎

179 山梨県 19012 長田自動車鈑金塗装 代表 長田　昌夫

180 長野県 20001 株式会社オートエクステリア 代表取締役 柳澤　慶昭

181 長野県 20010 有限会社志摩自動車鈑金 代表取締役 志摩　三男

182 長野県 20013 株式会社金箱ボデー ○ 代表取締役 金箱　学

183 長野県 20017 株式会社フジカーランド上田 取締役会長 羽田　直巳

184 長野県 20018 株式会社アクティブ 取締役 矢﨑　道俊

185 長野県 20019 有限会社小林ボデー工業 宮本　友之

186 長野県 20021 株式会社エレメンツ 代表取締役 北村　尚也

187 岐阜県 21005 有限会社オートライフ マネージャー 江口　友浩

188 岐阜県 21007 ケイズモータース 取締役マネージャー 河村　健太郎

189 岐阜県 21011 株式会社大原自動車工業 代表取締役 大原　孝司

190 岐阜県 21016 株式会社タカバン 代表取締役 新井　典仁

191 岐阜県 21017 有限会社大光塗装 ○ 代表取締役 武藤　勝也

192 岐阜県 21021 有限会社丸泰自動車工業 工場長 宮崎　克彦

193 岐阜県 21022 株式会社アクアフィールド 代表取締役 水野　智久

194 静岡県 22004 有限会社オートボデー福原 代表取締役 福原　久和

195 静岡県 22007 株式会社望月塗装工業所 専務取締役 望月　一樹

196 静岡県 22015 有限会社和田自動車工業 取締役 和田　新作

197 静岡県 22019 有限会社ビクソン 代表取締役社長 大石　陽平

198 静岡県 22023 辰興自動車有限会社 代表取締役 鈴木　充

199 静岡県 22026 協同組合カーメイク三島 代表理事 渡邉　富夫

200 静岡県 22026 協同組合カーメイク三島 統括部長 菊地　直樹

201 愛知県 23002 ヤリミズ自動車株式会社　司店 代表取締役 社長 鎗水　啓介

202 愛知県 23003 有限会社河田自動車 代表取締役 河田　高宏

203 愛知県 23005 有限会社日翔鈑金塗装 代表取締役 岩井　春次

204 愛知県 23015 有限会社名和自動車 代表取締役 柏木　隆宏

205 愛知県 23024 今井板金工業所 代表 今井　一雄

206 愛知県 23024 今井板金工業所 専務 西村　直樹

207 愛知県 23026 株式会社イワセ自動車工業所 代表取締役 岩瀬　圭一

208 愛知県 23029 株式会社昭和自動車　 専務取締役 陰地　智生

209 愛知県 23036 有限会社ジャスト 専務取締役 鈴木　操

210 愛知県 23038 有限会社豊自動車 代表取締役社長 胡桃澤　照司
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211 愛知県 23042 株式会社古田鈑金工芸 ○ 代表取締役 古田　篤史

212 愛知県 23043 エヌビーワークス株式会社 ☆◇ 専務取締役 岡野　弘太郎

213 愛知県 23045 有限会社アマノリミテッド 代表取締役 天野  弘一朗

214 愛知県 23046 株式会社ティー・アール・シー 代表取締役 江島　正人

215 愛知県 23047 有限会社ＦＬＡＴ 取締役 山形　弘志

216 愛知県 23048 有限会社ディーレンジ 専務 靏田　勝

217 愛知県 23049 有限会社ヴァリアス 代表取締役　 伊藤　正則

218 愛知県 23050 株式会社赤坂自動車 代表取締役 赤坂　渉

219 愛知県 23051 ＧＡＲＡＧＥ　ＤＡＩＳＨＩＮ 代表取締役 大脇　伸二

220 愛知県 23052 株式会社川田自動車 代表取締役 良川　尚俊

221 愛知県 23053 興和自動車株式会社 代表取締役 鈴木　市朗

222 愛知県 23054 有限会社ゴトウ自動車 代表取締役 後藤　敏雄

223 愛知県 23056 株式会社広田自動車 代表取締役社長 鈴木　学

224 愛知県 23057 株式会社ｉｆサポート　名古屋工場 代表取締役 杉山　伸一

225 三重県 24010 株式会社鈴鹿ＢＰセンター 代表取締役社長 岸　誠人

226 三重県 24011 木村自動車 ○ 専務 木村　昌弘

227 三重県 24012 株式会社中平鈑金塗装 取締役副社長 中平　喜泰

228 三重県 24013 リアルエムズボディー 代表 高瀬　健一

229 三重県 24014 株式会社ｉｆサポート　桑名工場 部長 前川　栄次

230 滋賀県 25002 有限会社杉江自動車 代表取締役 杉江　幾継

231 滋賀県 25005 稲垣自動車工業有限会社 取締役 稲垣　修

232 滋賀県 25006 有限会社峰ボデーショップ 代表取締役 森地　利夫

233 滋賀県 25010 株式会社雄琴自工 代表取締役 平松　正好

234 滋賀県 25012 株式会社寺田自動車 ○ 取締役 清水　孝与史

235 京都府 26002 株式会社エーシースペースタムラ 専務取締役 田村　直毅

236 京都府 26012 有限会社ガレージ シミズ ○ 取締役 清水　正美

237 京都府 26013 御池自動車株式会社 日置　祥吾

238 大阪府 27008 有限会社Ｓ．Ｔ．Ｙオート 代表取締役 山本　保

239 大阪府 27009 株式会社ボデーショップ枚方 ○ 代表取締役 大塚　隆弘

240 大阪府 27018 寿自動車工業株式会社 ◇ 専務取締役 浅野　史和

241 大阪府 27022 カーライフサポート株式会社 代表取締役 相楽　士朗

242 大阪府 27024 有限会社ケーワイ自動車鈑金塗装工業所 代表取締役 内田　肇

243 大阪府 27029 有限会社コーワコーポレーション 代表取締役 稲岡　邦章

244 大阪府 27030 株式会社カーサービスシンワ 代表取締役社長 鎌倉　眞一

245 大阪府 27031 株式会社ＭＡＲＴＩＮ 代表取締役 木下　彰人

246 兵庫県 28003 伸英鈑金工業 代表者 児玉　和也

247 兵庫県 28006 有限会社オートテック平岡 代表取締役 平岡　茂美

248 兵庫県 28019 株式会社ヤマモトガレージ 代表取締役 山本　渉

249 兵庫県 28024 株式会社河本鈑金工業所 代表取締役社長 泉田　如大

250 兵庫県 28028 有限会社北島カーサービス 専務 北島　太造

251 兵庫県 28034 株式会社山田自動車 代表取締役 山田　力

252 兵庫県 28038 株式会社ＢＡＮＫＩＮＧ ○ 代表取締役 加納　央樹
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253 兵庫県 28041 株式会社桜鈑金工業所 代表取締役 助野　誠

254 兵庫県 28042 倉垣鈑金工業所 代表者 倉垣　義幸

255 兵庫県 28046 Ｋｅｎ’ｚ　ＣＲＡＦＴ 代表 吉村　健一

256 兵庫県 28047 株式会社長澤自動車工業所 代表取締役社長 長澤　豊信

257 奈良県 29002 山本自動車 代表 山本　兼司

258 奈良県 29003 尾浦自動車株式会社 ○ 代表取締役 尾浦　豊彦

259 奈良県 29010 株式会社ミスタートンカチ 代表取締役 中村　悟

260 奈良県 29012 株式会社マイスター 代表取締役 竹野　寧男

261 和歌山県 30010 株式会社谷地自動車 代表取締役 谷地　秀和

262 鳥取県 31008 有限会社木本自動車 ○ 代表取締役 木本　政治

263 岡山県 33002 有限会社伊東鈑金塗装 伊東　成芳

264 岡山県 33012 有限会社オートボデーエム ○ 取締役 古賀　雅一

265 岡山県 33013 有限会社竜王鈑金 ◇ 専務取締役 福田　泰三

266 岡山県 33017 株式会社池田鈑金塗装 代表取締役社長 池田　潤

267 広島県 34001 株式会社ゼロワン 代表取締役 北迫　浩高

268 広島県 34009 株式会社ナカムラ 営業統括部長 西村　和則

269 広島県 34017 株式会社クルマックス 代表取締役 車田　和美

270 山口県 35014 スズキアリーナ下関西 代表取締役社長 山本　幸治

271 山口県 35017 株式会社ＴＡＭＡＲＵ 代表取締役社長 横岡　摂樹

272 山口県 35021 東洋ボデー株式会社 ○ 代表取締役 石井　哲也

273 徳島県 36001 株式会社ボデーショップ平松 専務取締役 平松　剛

274 徳島県 36008 有限会社オートアンドパル 代表取締役 多田　勇夫

275 香川県 37005 大矢鈑金塗装工業 専務 大矢　正博

276 香川県 37012 株式会社小泉自動車工業 ○ 代表取締役社長 小泉　直也

277 愛媛県 38006 株式会社マプト ◇○ 代表取締役 新屋敷　剛

278 愛媛県 38007 有限会社キャピタル自動車 取締役社長 礒崎　裕章

279 福岡県 40006 有限会社伸自動車 代表取締役 吉村　潔

280 福岡県 40012 ケイズボディーショップ 代表 加倉　英三

281 福岡県 40014 カーメイク本園 ○ 代表 本園　巌

282 福岡県 40016 昌加自動車工業有限会社 代表取締役 金山　政嗣

283 福岡県 40022 有限会社福岡車輌サービス 常務取締役 二田　亜紀

284 福岡県 40027 有限会社カーボデー飯塚 専務取締役 清水　愛子

285 福岡県 40030 株式会社バンオートボディ 代表取締役 伴　昌一郎

286 福岡県 40031 株式会社髙城自動車 代表取締役社長 西本　博

287 福岡県 40032 株式会社松尾自動車 代表取締役 中村　竜博

288 福岡県 40038 太田自動車鈑金株式会社 代表取締役 太田　春彦

289 福岡県 40040 株式会社ガレージ真 代表取締役社長 池田　真一郎

290 福岡県 40041 株式会社四ケ所鈑金塗装 代表取締役 四ケ所　敬輔

291 福岡県 40043 有限会社カオモータース マネージャー 加尾　真弘

292 佐賀県 41005 有限会社窪田自動車 代表取締役 窪田　隆弘

293 佐賀県 41010 有限会社オートボディ２２４ ○ 代表取締役 江﨑　和生

294 佐賀県 41012 有限会社兵庫自動車 代表取締役社長 野口　聖
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会社

295 佐賀県 41017 株式会社真栄鈑金塗装工業 代表取締役 真子　晴一

296 長崎県 42001 株式会社フクダモータース 福田　公美

297 長崎県 42003 東長崎車体合同会社 ＣＯＯ 梅本　泰行

298 長崎県 42005 田川自動車鈑金 代表取締役 田川　和彦

299 長崎県 42023 有限会社木下車輌整備 ○ 代表取締役 木下　直幸

300 熊本県 43020 株式会社ジョイドライブ 代表取締役社長 中村　守

301 熊本県 43020 株式会社ジョイドライブ ○ チームリーダー 東　祐太郎

302 大分県 44012 有限会社山本自動車 ◇○ 代表取締役 山本　貴史

303 大分県 44022 カーボディオオキ株式会社 代表取締役社長 大城　圭造

304 大分県 44023 有限会社三川自動車 代表取締役 三浦　修治

305 宮崎県 45008 有限会社カーメイクアップ平野 ○ 平野　亮二

306 宮崎県 45019 スプレイズ 代表 木迫　竜也

307 鹿児島県 46002 有限会社福倉自動車鈑金塗装工場 ○ 専務取締役 福倉　実

308 鹿児島県 46005 有限会社三好 ◎ 代表取締役 三好　正美

309 鹿児島県 46006 有限会社迫自動車鈑金塗装 代表取締役 迫　利治

310 鹿児島県 46007 株式会社岩崎自動車鈑金塗装 代表取締役 社長 岩﨑　範康

311 鹿児島県 46012 有限会社上園自動車鈑金塗装 代表取締役 上園　文三

312 鹿児島県 46019 株式会社柴田自動車 柴田　光子

313 鹿児島県 46023 有限会社久永ボデー 代表取締役 久永　義伸

314 沖縄県 47007 又吉鈑金 ◇ 代表 又吉　紀文
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