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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。



01

純正部品
純正部品が信頼と安心のクオリ
ティで応えます

国産･外車OKOK！
横浜商工では国内外問わず、純正部品
の取り扱いをおこなっております。お
気軽にお問い合わせください。

02

優良部品
費用対効果の高い高品質をお届
けいたします。

現行･旧車OKOK！
費用対効果の高い優良部品を確かな知
識と共にお届けいたします。お困りの
際はお気軽にご相談ください。

03

ｵｲﾙ販売
クルマの血液はオイル、体内は
いつもきれいに！

環境宣言！
使用状況や環境などなど、カーユーザ
ーのニーズにあったオイルを豊富に準
備しております。

04

ﾊﾞｯﾃﾘｰ販売
重要な役割を担うバッテリー

高性能対応
「低排出ガス」の☆の有無・アイドリ
ングストップなどに合わせてバッテリ
ー選びも重要になりました。不明点は
お気軽にお問い合わせください。

05

ﾀｲﾔ販売
量販店のほうが種類が多く価格
が安い！？

意外性で勝負！
ハンコック代理店の当店は、国内の有
名メーカーも全て取り扱っておりま
す。ぜひお問い合わせください！

06

ﾘﾋﾞﾙﾄﾊﾟｰﾂ
欲しいと思ったその部品・・・
必ずあるはず！？

全国から探します！
全国のネットワークから、ご希望に沿
った部品をお探しいたします。まずは
お気軽にご相談を！

07

ﾘｻｲｸﾙﾊﾟｰﾂ
あったらいいなその部品・・・
必ずあるはず！？

全国から探します！
車両保険改正に伴い、クルマの修理の
実費負担が増加しています。カーユー
ザー様のあらゆるニーズにお応えしま
す。

08

ｹﾐｶﾙ販売
人に環境に調和する

性能･環境･品質
多くの分野と製品と、新商品や歴史あ
る商品と、お客様のニーズに合うもの
をお届けいたします。

09

ｶｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
クルマのアクセサリー

ドレスアップ！
カーエレクトロニクスに関するあらゆ
る部品・材料・ソフトウェアをご用意
しております。

10

ﾊﾝﾄﾞﾂｰﾙ販売
料理職人でいえば「包丁」職人
のこだわりは「ツール」から

職人気質
自分の技能を信じて誇りとし、納得で
きるまで念入りに仕事をする実直な性
質。そんな気持ちを奮い立たせるツー
ルを。

11

大型整備機器
人がやらなければならないこ
と、機械にできること。

役割分担
職人の腕に頼らなければならないこ
と、それ以外は機械にまかせてみませ
んか？

12

故障診断器
もはや必需品ではなくなりまし
た

車検工具！
メーターパネルに表示される「警告
灯」が解除されなければ、その車輌は
車検を受けることができなくなりまし
た。

13

大型鈑金設備
自動車はハイテクの玉手箱

現状復帰！
ハイテクの玉手箱である自動車の性能
は、どれだけ現状復帰させられるかが
大きなポイント。鈑金設備のご用命は
当店で！

14

塗装ﾌﾞｰｽ
「直す」から「見せる」へ、お
客さまへのイメージアップ。

カラバリ豊富！
当店がお届けする塗装ブースは、水性
塗料にも対応した次世代型塗装ブース
です。きりりとした外観、コンパクト
ながら働き者です！

15

副資材
作業工程に必要とされる商品

消耗品色々！
たとえば、薬品やガス・マスキングテ
ープ等の消耗品はすべておまかせ！

For Car shop.

【本流】取扱品目のご案内
パートナーとして認めていただくこと、いままでもこれからも。

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

16

塗料販売
様々な規制に対応

環境対応OKOK！
VOC・CO2の両方を削減できる環境対
応自動車用塗料をはじめ、お客様のニ
ーズに合わせた商品をご提案します。

Interviews with users

Marushin commerce.
[  ]

印象
来日2年のクェンさん。目的は母国の
家族を支援することだという。日本の
印象は、とにかく言葉が難しいとのこ
と。しかし周りのサポートにより仕事
は円滑に進んでいるという。

困ったこと
異国の地だけに休日は時間を持て余し
てしまうことも多々あるそうだ。経済
大国だけあって日本はとても便利であ
ること、今回の経験を将来の自分に活
かしたいと熱く語ってくれた。

【 Technical interns 】／ベトナム

勤務態度などとても真面目です。将来の自分のビジョン
があるせいか、いい意味で貪欲に仕事を吸収している印
象があります。国籍は関係なく成長する人の共通点は、
「やる気」と「好奇心」だと思いますが、彼は成長のあ
らゆる要素を兼ね備えている気がしました。

Interviews with users

Car beauty service.
[ 神奈川･相模原 ]

印象
グエン･ホン･フォンさん。職場のみな
さんがとても優しく丁寧に仕事を教え
ていただけることに驚いてる。周りの
サポートで、どんどん仕事を吸収でき
る環境には、日本に対しての大きな印
象だと語ってくれた。

困ったこと
とにかく日本語が難しいらしい。細か
い部分のニュアンスや、日本語にあっ
てベトナム語にない表現など、思いを
上手く伝えられないことが多く苦労し
ているそうだ。

【 Technical interns 】／ベトナム

まず真面目ですね。仕事を覚える意欲が高く、今ではタ
イヤ交換・オイル交換・ワイパーゴム交換と大切な戦力
として活躍してくれています。意思の疎通には努力と工
夫が必要ですが、それは時間経過と互いの信頼関係の構
築でカバーできていくものだと思います。

Interviews with users

Please tell me the company name.
[ 神奈川･横浜 ]

印象
ダンクォックバオさん（パット交換作
業）、グエンヴァンナムさん(コーティ
ング）。母国に家族を残し、明るい未
来のため懸命に働いている。日本は近
未来的な建物が自然に溶け込み素晴ら
しいと語ってくれた。

困ったこと
共通してベトナム人であれば、日本語
が難しいと感じるでしょう。仕事の質
を高めたいが、微妙な内容を理解でき
ないことも多いですね。今は親切なス
タッフに支えられてることに感謝で
す。

【 Technical interns 】／ベトナム

どんなに疲れていても嫌な顔をせずに仕事に接する姿勢
に、忘れていた大切なものを思い出させられました。挨
拶も元気に行い、我々社員も見習う部分も大きいです
し、今のスタッフにも大きな刺激になっています。技術
を習得して彼らの明るい未来の役に立てればと思いま
す。

　検討してみませんか？
Suggestions from us　

User voice
日本で働く目的や楽しみ

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


