
For Car shop & Service station.

流通改革のご提案
月間の車検台数が多い修理工場様にピッタリのサービスです。

　委託在庫にしませんか？
Our answer　

クルマ屋さんあるあるネタ

自社在庫

数
が
合
わ
な
い
？

まぁいいか

「棚」の費用程度で始められる！

クルマ屋さんのメリット

チリは積もるほどに
大きな山となる。

merit 1. 資産にはならない
委託在庫のためクルマ屋さんの資産にはなりませ
ん。

merit 2. 仕入れ部品の無駄がない
数が合わない部品の仕入れが無駄になりません。

merit 3. 作業が止まらない
適正在庫数のシミュレーションで円滑作業の実現。

ご用意いただくもの

Shelf
w1800mm×d800mm×h1800mm程
度の 棚があればOK。

METAL RACK
メタルラック
在庫する部品を収納する棚をご用意くださ
い。あとの管理は弊社にて対応いたします。
サイズや場所のご相談はお気軽に！

Analysis
適正在庫数確認の打ち合わせ
時間をください。

Touch on ぱ！
入庫データ分析サービス
過去や未来の入庫車両を分析、また市場での
流通傾向を考慮しながら、修理工場様に適切
な在庫のご提案をいたします。

Let's do it!
～　やってみましょう　～

自社在庫ではなく委託在庫にすることで、煩わしい部品の管理から解放されます。

Direction to aim

必要なとき、
常にあるの実現へ。

------------------- 　流通改革　 -------------------

今のままでいいのか！？

私たちはこの疑問から始まりました。目まぐるしく
変わる環境の変化に未来永劫、有益なサービスをど
のように提供し続けることができるか。パートナー
として認めていただくため、カーユーザー様・整備
工場様、そして弊社の「三方よし」の実現には、旧
態依然であってはならないというひとつの方向性に
たどり着きました。

Improvement points

旧態依然で
あってはならない

改善 1. 部品供給率の見直し
注文からお届けまでの待ち時間、これは明らかにロ
スタイム。整備工場様の工場生産率を真剣に考え見
直しました。

改善 2. 売れ筋パーツの移り変わり
時代の変遷とともに、売れ筋部品も利益率も大きく
変化したため、企業存続の収益構造の見直しをしま
した。

改善 3. ITフル活用による効率化
時間対効果・費用対効果のIT活用は、「電話がつな
がらない」や、伝票入力の「手間」「ミス」などの
問題を解決します。また日曜･祭日･夜間など、いつ
でも部品の定価や納期の情報を得ることができるよ
うに配慮し、整備工場様の利便性向上に努めまし
た。

#01 KTC TOOL

自動車専用ツール

オイルドレーナー「見えるくん」

●上抜き下抜き両方に対応。
●透明シリンダーで排出状態が一目瞭然。
●廃油排出が楽なエア加圧式。
●レベルゲージ付き大容量タンク80リットル。

【自動車専用／!

#02 KTC TOOL

自動車専用ツール

クーラントチャージャー

●軽自動車から普通乗用車・1.5tクラス小型トラックまでの冷却水
注入専用機器。真空引きによりエアを混入させず、すばやく冷却
水を注入できます。
●別売のコーンプラグ L サイズ（AE401-CPL）により、ラジエータ
キャップ内径が34～40mmの外車にも適用します。
●タンクと本体の脱着ができ、別売りのスペアタンク（AE401-
ST）の使用で、異なる冷却水（例：赤系とグリーン系等）の注入
作業に使い分けできます。
●入力エアの圧力調整は不要。真空引きと注入の切替え操作が手
元でできます。
●ダウンフロー式ラジエータ、サイドフロー式ラジエータの両方
に使用可能です。

【自動車専用／!

#03 KTC TOOL

自動車専用ツール

ブレーキブリーダー

●ブレーキ液交換エア抜き作業時のブレーキ液供給機器です。
●リザーバタンクの給入口内径がɸ18～ɸ76の、軽自動車から普通
自動車、2tクラスのトラックに適用します。
●操作の容易なエア駆動式圧送タイプで、連続圧送で作業時間を
短縮します。
●ブレーキブリーダーのタンク内のエア抜きはボタンを押すだけ
です。

ブレーキブリー!

For Car shop.

工場の効率化をご提案
雇用問題の解決策の一つとして労働環境の改善を行うのはいかがでしょうか？　時間のかかる作業、複雑で難易度が高い作業、従来では2人が
必要となる作業。そんな現場の課題をALL KTC製品で解決！

お問い合わせはお気軽に！
ルートセールスも対応可能です



クルマ屋さんあるあるネタ

部品ない

電
話
し
た
け
ど
？

相手でない

システム導入見積はお気軽に！

クルマ屋さんのメリット

入庫数に比例して
通信費は高くなる。

merit 1. 通信費はインターネット
通話した分だけ発生する固定電話ではなくインター
ネットでコストダウン。

merit 2. 30秒で瞬時に在庫確認
委託在庫と弊社在庫を瞬時に検索で固定電話のよう
な待ち時間はありません。
お客様の回線速度によって異なります。

merit 3. 工場回転率向上
部品供給が円滑になるとリフトにあげた車の部品待
ち時間が解消されます。

merit 4. 部品請求漏れを防止
仕入部品伝票を確実に納品書に反映することで請求
漏れを無くします。

merit 5. 受発注ミスを撲滅
口頭でのやりとりと違い受発注ミスを効果的に防止
いたします。

ご用意いただくもの

System
使うほどに適正在庫の精度が
工場回転率があがる！

Broad leaf
パーツオーダーシステム
自動車業界最大手のブロードリーフシステム
を利用した業務改善はアフターフォローも万
全。働き方改革にも大きな力を発揮します。

　システム化しませんか？
Our answer　

Interviews with users

株式会社ｱｸﾃｨﾌﾞｺﾚｸｼｮﾝ様
[ 神奈川･都筑区仲町台 ]

【 Yasunori Matsumoto 】／サービス部 整備リーダー

BLPシステムを導入する前は、見積・
在庫確認に2回の電話、もしくはファ
ックスの連絡が必要でした。しかし導
入後は簡単な操作で、在庫状況・価
格・品番がわかるようになりました。
とても便利で今では無くてはならない
システムです。

Interviews with users

株式会社ｺﾞｰﾗﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ様
[ 神奈川･宮前区馬絹 ]

【 Mika Shibata 】／課長

車検見積に40分、車検作業に1～2時間
かかっていました。BLP導入後は半分
以下の時間で終える事ができておりま
す。使用頻度の高い部品を計画的に在
庫することで、45分車検にも円滑に対
応ができております。

Interviews with users

株式会社小泉自動車整備工場様
[ 神奈川･戸塚区上矢部町 ]

【 Hiroyuki Koizumi 】／代表取締役

都度問い合せを行なっていた部品見積
ですが、BLPシステム導入後、車検時
の正確な部品金額をすぐに調べること
ができるようになりました。これは見
積作成も早いですね。現場スタッフの

を管理する上で役立っています。

Let's do it!
～　やってみましょう　～

働き方改革の第一歩は、全ての作業効率の見直しから！

User voice
利用者様の声をご覧ください

お問い合わせはお気軽に！
ルートセールスも対応可能です

For Car shop.

労働力強化のご提案
修理工場様の深刻な人手不足問題にピッタリのサービスです。

国際貢献と企業の活性化

30万人超え
実習期間最長5年

---------- 　可能業種は増加中　 ----------

今後も拡大が見込まれます

日本で培われた技能を開発途上国へ移転することに
より、経済発展を担う「人づくり」に寄与するとい
う、国際協力の推進を目的とした制度です。実習生
を受入れた企業においても、外国企業との関係強
化、経営の国際化や社内の活性化などのメリットが
あり、注目度が高まっています。

自ら情報収集

企業活動に
一時停止はないから

--------- 　パーツセンターにて　 ---------

実際に採用をしています！

発見 1. 言葉や価値観の問題
言葉を翻訳してくれる機械はありますが、日本語を
正しく話さなければ翻訳がされないといった問題に
直面しました。そんなエピソードも実際に体験した
からこそです。

発見 2. 住居や通信環境の問題
複数人の採用の場合、住宅はひとつでいいのとか、
彼らが望む住環境、例えばネット接続などなど。実
際の外国人技能実習生の声に耳を傾けました。

発見 3. メンタルケア
少し言い過ぎかもしれませんが、日本の労働者は
「今を生きる」ために働き、外国人技能実習生は
「夢」のために覚悟を持って異国の地で働いている
気がしました。とはいえ辛く悲しい時もあるでしょ
う。この国で仕事ができたこと、文化交流という気
分転換などのケアも必要ですね。


