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はじめに 

 

 このレポートをダウンロードしていただき、誠にありがとうございます。 

 私は仙台市で小さな整備工場を営む鈴木と申します。工場の会計年度は 90 期。歴史だけ

はある整備工場ですが、その実態はというと・・・（とても言えない）・・・でした。 

 工場は私の代になる少し前から傾き始めており、プラスからのスタートではなく、ゼロ

からのスタートでした。いやむしろ「マイナスからのスタート」だったように思います。

両親の口癖はと言うと「自動車整備は斜陽産業だから」「足元の明るいうちに次の道を探し

ておけ」でした。それを私の代でどうにかこうにか工夫をし、10 年でマイナスをゼロに  

戻しました。そしてこれからプラスにしていこうという段階です。 

 このレポートは、マイナスをゼロに戻し、さらにプラスに転じる方法をまとめています。

これらはすべて実際に私が行ってきたことであり、全部実話です。 

 このレポートをご覧になっているということは、売上に悩む自動車整備工場や鈑金塗装

工場の社長さん、二代目や跡取りの方ではないかと思います。このレポートでマイナスを

ゼロにし、さらにゼロをプラスに転じる参考になればと思います。 

 これらの方法はすでに実践済という方で、さらに「次の一手」を知りたいという方は、

是非最後の章をお読みください。私は信頼できるビジネスパートナーを探しています。  

自社の売り上げを真剣に考え、私の考え方に共感し、一緒に学び、成長してくれる方、   

そのような方からのご連絡をお待ちしております。 

 

 

  



１．マイナスをゼロに 

 

１－１ 漏れてませんか？ 

 

・エアー漏れ 

 

 耳を澄ませば、工場のどこかで「シューシュー」という音が聞こえていませんか？エア

ーツールを使ってもいないのに、定期的にコンプレッサーが動いていませんか？それ  

「エアー漏れ」です。 

 整備工場で使うコンプレッサーですから、三相 200V でしょう。エアーツールを使ってい

てコンプレッサーが動作するならまだ理解できますが、使ってもいないのにコンプレッサ

ーが一日何回も回るという状況は「大いに問題がある」と思います。 

 まずは漏れの箇所を特定してください。ホースの劣化、コネクタのサビ、配管のつなぎ

目、このあたりが危ないでしょう。ヒビが入ったホースは直ちに交換してください。圧力

がかかる部分は、一か所を直すと次に弱い所が壊れ、イタチごっこになりますから、可能

であれば、全交換の方が良いでしょう（エアーホースは ＞＞＞ こちら を参考にして

下さい）。 

 

・雨漏り 

 

 雨のたびに、天井から雨水がポタポタと落ちてきていませんか？工場の鉄骨、特に   

C チャンネルと呼ばれる鋼材が雨どいの役割をして、サビて薄くなってきていませんか？ 

掘り下げピットに雨水が溜まったり、サイドスリップテスターのような埋め込みの設備が

雨水でダメになっていませんか？ 

 工場設備や在庫部品、建物がダメになってしまう前に、対策をしましょう。私は SPF と

呼ばれる木材や波板、セメント等を使って対策を行いました。業者に頼むのも一つの手で

はありますが、できるだけ現金が出ていかないようにしたかったので、車検がない時期に

全部自分で行いました。そうすることで、現金の出費は材料費のみとなります。材料費も

それなりにかかりますが、後で述べる方法を使い、会社に負担をかけずに自分で調達しま

した（トタン波板は ＞＞＞ こちら を参考にして下さい）。 

 

・温風／冷気 

 

 冬はストーブを使うと思います。工場は仕方がないとしても、事務所は温かくしておき

たいですね。でも窓やドア、壁材のすき間から冷気がヒューヒューと入ってくるようでは、

灯油が無駄になるだけです。 

https://nursebeauty.link/?kwd=%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%82%B9
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 私のオススメは「コーキング」です。窓枠とガラスが接する部分の隙間はゴムで塞いで

いると思いますが、このゴムが劣化したり、なくなったりして、すき間が空いてしまうの

です。このすき間をコーキングで埋めていきます。 

 コーキングをしたことがある方ならご存知かと思いますが、結構楽しいのです。いつの

間にか夢中になって、あっちも、こっちもと、すき間を見つけては次々とコーキングして

いる自分に驚くでしょう。値段も安く、簡単にできるすき間対策の一つです（コーキング

は ＞＞＞ こちら を参考にして下さい）。 

 

・二重窓のススメ 

 

 二重窓にすると、熱の遮断や結露の防止につながります。とはいえ、二重窓の工事には

それなりの費用がかかります。そこで私のオススメは「ポリカ中空ボード」です。ポリカ

中空ボードは、値段の安さと加工しやすさが魅力。これをカッターで窓のサイズに合わせ

てカットし、内側から張り付けるのです。窓に密着させるのではなく、１センチ程度の  

隙間を空けるのがポイント。コーキングも併せて実施します（ポリカ中空ボードは ＞＞

＞ こちら を参考にして下さい）。 

 

・エアコンの設置 

 

 断熱ができるようになると、暖房効率が良くなります。これにより灯油代の節約にもな

るでしょう。また、断熱ができていれば、エアコンの設置も視野に入ってきます。平成   

最後の夏は東北地方も大変暑く、屋内でも熱中症の危険がありました。私は７月に事務所

にエアコンを設置し、経理をお願いしている母親や、事務所に来られるお客様に快適に  

過ごしてもらうことができました。エアコンがまだ設置されていないという工場さんは 

＞＞＞ こちら で中古のエアコンを入手しましょう。 

 エアコンの取付工事も、決して難しくはありません。いかに配管を取り付けるかが   

ポイントになります。私は「フレア配管セット」を買ってきて、自分で取り付けました。

フレア配管セットは ＞＞＞ こちら を参考にしてみて下さい。 

 

１－２ ため込んでませんか？ 

 

・新しい風を呼び込むために 

 

 廃タイヤ、バンパーや外装部品、ガラス、鉄くず、書類、古くて使えない道具類、１年

に１回も開かない技術書、半端に余っているスプレー缶。これらは思い切って処分して  

しまいましょう。「いつか使う」と思っても、その「いつか」はまずやってきません。新し
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いものが入ってこないのは、古いものがいつまでも居座っているから。工場に新しい風を

呼び込むためにも、使っていないものはどんどん処分しましょう。 

 

・「自炊」のススメ 

 

 とはいえ、書類や技術書の中には保存が必要なものもあり、簡単に処分するというわけ

にもいきません。そういうものは「電子化」してしまえば、場所を取りません。技術書の

場合は背表紙を裁断し、バラバラの紙にしてしまいます。それを両面スキャナーで読み取

るのです（これを「自炊」と言います）。自炊に関しては ＞＞＞ こちら を参考にして

みて下さい。 

 

・金属買取業者の活用 

 

 ちなみに、アルミホイールはタイヤを外せば、金属買取業者で高く買い取ってくれます

ので、お試しください。私はアルミホイールを売って廃タイヤの処分費用に充てたり、  

二重窓やコーキングの材料費に充てていました。電動式のタイヤチェンジャーをお持ちの

方は簡単だと思いますが、タイヤチェンジャーがない方は手動のタイヤチェンジャーを 

使うという手もあります。いずれにせよ、タイヤチェンジャーがあると作業が楽になり  

ますので、導入を検討してみて下さい。手動のタイヤチェンジャーは ＞＞＞ こちら  

を参考にしてみて下さい。 

 

１－３ モノが多すぎませんか？ 

 

・収納を減らしましょう 

 

 そもそも、モノが多すぎませんか？モノが増えるたびに、収納を増やして対応してきた

かと思いますが、収納そのものが多すぎて工場や事務所が手狭になっているのではあり 

ませんか？モノを減らすためには、まず収納を減らすのです。 

 収納を減らしてしまえば、行き場を失ったモノは処分するしかありません。最後に使っ

たのいつだっけ？次に使う機会ってあるかな？処分に際して色々と考えてしまいますが、

何も考えずに次々と処分してください。それで困ることは・・・たぶんありません。 
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１－４ 薄暗～くないですか？ 

 

・照明を LEDに 

 

 工場や事務所がなんとな～く薄暗くないですか？蛍光灯が点滅していたり、端っこが 

黒く変色していたりしませんか？蛍光灯を取り換えるか、LED にしてしまいましょう。  

専用の器具がなくても、LED の蛍光管に取り換えるだけというタイプもあります。照明が

明るいだけで、不思議と気持ちも明るくなるものです。グロー式工事不要の LED 蛍光管は 

＞＞＞ こちら を参考にしてみて下さい。 

 

・窓ふき、壁紙の張り替え、ポスター類の撤去 

 

 窓は汚れていませんか？窓をきれいにするだけで明るさがだいぶ違います。また可能で

したら、壁紙を明るい色に張り替えましょう。ポスターや賞状の類で窓や白い壁を塞いで

いませんか？〇〇振興会などの業界団体から送られてくるポスターの類は律儀に貼る必要

はありません。全部剥がしてしまいましょう（明るい壁紙は ＞＞＞ こちら を参考に

してみて下さい）。 

 

・思い切って「敷地内全面禁煙」 

 

 整備士や職人さんはタバコを吸う方が多いですね。車内でタバコを吸う方の車を掃除 

すると、窓が黄色く汚れていたり、ハンドルがベタついたりして、気持ち悪いですね。   

事務所でタバコを吸うと、窓や壁紙、照明が黄色く汚れます。これが薄暗い事務所の原因

にもなります。匂いもありますし、健康面でもよろしくないので、思い切って「禁煙」に

してしまいましょう（禁煙のステッカーは ＞＞＞ こちら を参考にしてみて下さい）。 

 

１－５ 多く払ってませんか？ 

 

・電気の契約を見直しましょう 

 

 毎月高い電気料金を支払っていると思います。特に自動車整備工場は三相 200V で契約 

していると思いますが、この契約を見直しすることで、毎月数万円単位で電気料金を節約

することができます。 

 工場の電気の契約には「負荷設備契約」と「主開閉器契約」の２種類があります。簡単

に説明すると、前者は「工場内のモーターが全部同時に動いても落ちない容量」で契約  

する方法です。コンプレッサーがブロロロ・・・と回りながらリフトをウィーンと上げ下

https://nursebeauty.link/?kwd=%E8%9B%8D%E5%85%89%E7%81%AF+LED+%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E5%BC%8F+%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E4%B8%8D%E8%A6%81
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げし、同時にグラインダーで鉄を削りながらもスチームで洗車し、さらにパチパチと   

電溶・・・そんな状況って物理的にあり得るでしょうか？体は一つで、同時に複数の動力

を動かすなんて不可能なのに、そんな不可能な状況で契約をさせられているとしたら、  

どう思いますか？ 

 後者の「主開閉器契約」は別名「ブレーカー契約」とも言い、使いすぎたらブレーカー

が落ちるという契約で、一般家庭にあるブレーカーと同じ契約方法です。ブレーカーが  

落ちないギリギリで契約し、使い過ぎたら落ちる。落ちたらブレーカーを上げて作業再開。

それで何か不具合があるのでしょうか？私の工場ではコンプレッサーとスチームが同時に

動いても落ちない程度の契約に変更しましたが、これまで使いすぎで落ちたことは一度も

ありません。 

 

・NHKは解約できます 

 

 事務所や工場にテレビがないのでしたら、思い切って NHK を解約してしまいましょう。

NHK に電話して「受信機を粉砕処理したので、NHK を解約したい、ワンセグや TV が   

見られるスマホもない」と言えば解約の書類が送られてくるので、必要事項を記入して  

返信するだけです。私も NHK の受信料に関してはモヤモヤしていたのですが、電話一本で

アッサリと解約することができたのには驚きました。思い切ってテレビを処分し、NHK も

解約してしまいましょう。その方が静かだし、お金の節約にもなります。 

 

 

  



２．ゼロからプラスへ 

 

２－１ 「下請け」になってませんか？ 

 

・疲弊する関係は改善しましょう 

 

 下請けになって、便利に使われていませんか？また逆に、下請けの業者さんに納期や  

金額で無理を言っていませんか？もしそういう状態になっていたら、あなたの会社も  

パートナーの会社さんも疲弊し、すり減ってしまいますので、改善していきましょう。 

 

・下請けになって、便利に使われていませんか？ 

 

 大幅な値引きを要求する発注元からのお仕事って引き受けていて気持ちがいいですか？

確かに仕事がないよりはマシかもしれませんが、嫌々ながらも引き受けた仕事は、後から

トラブルになりませんか？ひと手間もふた手間もかかって、通常の何倍もの時間を使って

しまうのではありませんか？ 

 思い切って、嫌な仕事は断って下さい。一時は苦しくなるかもしれませんが、その穴を

埋めるかのように別の仕事が入ってきて、結果として前よりはるかに楽になります。嫌な

仕事を断ることで清々しい気持ちになり、その気持ちに引き寄せられるようにいいお客 

さんがやってくる、私はそれを実感しています。 

 

・下請けの業者さんに無理を言ってませんか？ 

 

 下請けの業者さんに、納期や金額で無理を言っていませんか？「自社ではできない弱い

部分を補ってくれる」と考え、呼び方も「下請け」ではなく「パートナー」にして下さい。

「下請け」だと「できるだけ安く仕上げてくれ」となりますが、「パートナー」であれば  

「できるだけ儲けて下さい」と扱いが変わります。その結果として、パートナーさんの  

仕事の質が上がり、自社の利益にもつながるのです。 

 

  



２－２ 内製化をやめて外注化へ 

 

・実現不可能な「内製化」 

 

 私が会社を継いだばかりのころ、先代の社長からは「内製化しろ」としつこく言われま

した。他社に仕事を割り振らないで、自分の会社で何でもやれという意味ですが、実際に

やってみると、不可能なことが分かります。鈑金塗装やタイヤ、ガラス、電装品など、   

車にかかわる仕事は多岐に渡りますが、それぞれノウハウがあり、経験の蓄積があり、  

専用の設備があるわけです。それをあれもこれもと一つの工場でできるでしょうか？専用

の設備や道具、材料を置いておくスペースがあるのでしょうか？ 

 

・積極的外注化 

 

 私はむしろ「内製化」の逆で「外注化」を進めるべきだと思います。餅は餅屋です。    

電装品の修理は、電装品が得意なパートナーにお任せしてしまう。お任せしている間は  

自分の手元から車が離れますから、その間に他の車の修理ができる、つまり得意なことに

専念できるのです。 

 自分が営業となってパートナーに仕事を割り振り儲けてもらう。そう考えるようになっ

てから、私は仕事が楽になり、身体の負担も、精神的な負担もだいぶ減りました。 

 

２－３ 不要な道具や材料の処分 

 

・不要な道具を処分 

 

 外注化を進めることで、不要な道具や設備も処分できるようになります。私は鈑金塗装

を完全外注化してから、工場に置いてあった鈑金塗装に必要な道具や材料をだいぶ処分し

ました。電溶の機械や炭酸ガス溶接のボンベ、ホース類がなくなったことで工場が広く  

使えるようになり、空いたスペースで新たな業務を始めることができました。 

 

・レンタルから買取へ 

 

 鈑金のために置いてあった大きなアセチレンや酸素のボンベに毎月レンタル料を支払っ

ていましたが、思い切って返却しました。マフラーの穴を塞ぐ程度であれば、ダルマ   

サイズのボンベで十分。レンタルではなく買取にして必要な時に充填してもらうように 

しました。今ではアセチレンガス２本、酸素の小さなボンベ３本で運用していますが、  

これまで困ったことは特にありません。  



３．「管理」してますか？ 

 

３－１ 顧客管理と車両管理 

 

・お客さんは何人？車は何台？ 

 

 お客さんは何人ですか？お客さんの車両は何台ですか？これを正確に答えられるなら、

ちゃんと管理ができているということです。正確に答えられない方は、顧客名簿をキチン

と整理しましょう。また整備工場の方は車両名簿も作成し、その 2 つの名簿を紐づけ   

しましょう。 

 

・なぜ管理するの？ 

 

 なぜお客さんと車両の管理をするのかというと「営業」をかけるためです。お客さんも

管理車両も、黙っていると自然に減少していくものです。年齢を重ねて免許を返上したり、

車両が古くなって乗り換えるなどして、少しずつお客さんも車も減っていくのです。 

営業を行うことで、減少を食い止めたり、逆にお客さんを増やすこともできます。その

ために必要なのが「顧客名簿」と「車両名簿」なのです。 

 

・紙で管理しているからいいよ 

 

 「紙で管理しているからいいよ」という方や、「年賀状ソフトで管理してるよ」という  

方もいらっしゃるかと思います。それも悪くはないのですが、「検索」で苦労していません

か？「あれ？前回お宅に入れたのいつだったがや？」お客様からこのような電話が来た  

時に、30 秒以内に回答できますか？この 30 秒で商機を逃がしていたとしたら、本当にもっ

たいないですよね。 

 「顧客名簿」と「車両名簿」は、後で述べるダイレクトメール（DM）を打つ際には、    

どうしても必要になりますので、今のうちから取り組んでおくと良いでしょう。 

 

・顧客管理システムは Excelで十分です 

 

 顧客名簿も車両名簿も、Excel（エクセル）で十分です。特別なソフトやシステムを導入

する必要はありません。 

Excel にて「顧客シート」を作成し「顧客コード」「顧客名」「住所」「電話番号」「続柄」

の列を作ります。もう１枚「車両シート」を作成し、そこには「車検証記載事項」に加え

て、顧客名簿で入力した「顧客コード」の列を作っておきます。 



さらにもう１枚シートを用意し「車番」で車両情報、顧客情報を呼び出せるように文字

列検索用の関数（VLOOKUP()関数）を設定するだけです。 

 

・自社の情報システムを DIY 

 

 自社の情報システムは、自社で作るのが一番です。車検整備や鈑金塗装のダンドリ、  

仕事の進め方を一番理解しているのは社長さんです。であれば、自社の情報システムは  

社長さん自らが作るのが一番です。Do It Yourself で DIY ですが、I には IT も含まれてい

ます。 

 とはいえ、パソコンは苦手という方もいらっしゃると思います。まずは「こうしたい」

を明確にして、それをパソコンで実現することを考えてみてください。「こうしたい」が  

明確になったら、その答えはネットの中に必ずあります。 

 それでも、どうしても Excel が苦手でして・・・という方は、＞＞＞ こちら に     

ご相談下さい。本気で学びたい方からのご相談でしたら、こちらも真剣にお答え致します。 

 

 

  

https://sbody.info/query/


４．「営業」してますか？ 

 

４－１ 「営業」の必要性 

 

・自分の工場は意外と知られていません 

 

 「営業」していますか？誰もが知っている老舗の工場でしたら営業は不要かもしれま  

せんが、多くの工場さんはそうではないと思います。もしかしたら家族経営で、社員全員

が整備士だったり社員全員が職人で、営業の社員は一人もいないということもありますよ

ね。 

 

・どんなに腕が良くても 

 

 どんなに整備の腕が良くても、どんなに鈑金塗装の達人であっても、それをアピール  

しなければ仕事はやってこないのです。逆に言うと、多少仕事が下手でも、営業をちゃん

としている工場には仕事が舞い込んでくるのです。とは言え、営業専門の社員を雇う余裕

がある工場さんは少ないと思います。ですから整備士や職人が自ら営業をする必要があり

ます。 

 

・「どぶ板営業」は不要 

 

 「営業」というと、一軒一軒コツコツと回って訪問する「どぶ板」と呼ばれる営業方法

をイメージすると思いますが、そうではありません。ダイレクトメール（DM）を作って  

郵送したり、パンフを作ってポスティングしたり、既存顧客から紹介してもらったり、  

ブログや HP でアピールするのです。いずれも閑散期に集中して行ったり、毎日の習慣と

して組み込んでしまうのです。 

 

４－２ 整備工場や鈑金塗装工場の「営業」 

 

・DMを打ちましょう 

 

 顧客名簿、車両名簿があるのでしたら、ダイレクトメール（DM）を作りましょう。DM

も Excel で作れます。うちの工場では、オフィスベンダーで窓付きの封筒を買ってきて、

そこにちょうど宛名と住所が入るように、DM を印刷しています。もちろん全部 Excel です。 

 カラー印刷ができる複合機が一台あるといいですね。私は「ユニマットライフ」という

会社から複合機を購入しましたが、これ一台で劇的に DM 作成が楽になりました。６万円



の複合機を３回に分割して支払ったのですが、トナー４色がおまけでついてきて、大変お

得でした。古いプリンターは全部無料で引き取ってくれましたので、大変助かりました（ユ

ニマットライフに複合機を頼みたいという方は ＞＞＞ こちら にご相談ください）。 

 

・公式サイトを作りましょう 

 

 今では整備工場を探すにも、スマホで音声検索する時代です。そこで検索結果にご自分

の工場が表示されるかどうかがとても重要になってきます。もしまだ公式サイトがないの

でしたら、どんな形でも結構ですので、公式サイトを立ち上げて下さい。工場名、住所、

電話番号、取り扱う業務があれば充分です。文章の中に、地域名や地方名など、検索され

そうなキーワードを盛り込んでおいてください。 

 公式サイトはワードプレス（WordPress）を立ち上げて、そこで運営すると良いでしょう。

広告は入りますが、無料でワードプレスを立ち上げられるサービスもありますので、是非

ご利用下さい。 

 

 

  

https://sbody.info/query/


４－３ 【超重要】三つ折りパンフ作り 

 

・「三つ折りパンフ作成」で得られる「気づき」 

 

 三つ折りパンフを作りましょう。「えーっ！ムリムリ！」と思う方もいらっしゃるかと 

思います。下手でも構いません。まずは経営者ご自身で作ってみて下さい。やってみると

驚くほどの「気づき」があります。 

 三つ折りパンフを作ることで、ご自分の商売を見直すいいきっかけになります。A4 サイ

ズの紙１枚。使えるのは裏と表だけ。紙面が限られていますので、あれもこれもと詰め  

込むわけにはいきません。自社の得意とすること、一番稼げる部分をピンポイントで   

アピールする必要があります。いきおい「絞る」とか「削る」という作業が必要となり   

ますが、その作業を経験することで、自社の「強み」と「弱い所」に気が付きます。 

 

・自社の「強み」と「弱い所」 

 

 「強み」は前面に出してアピールし、「弱い所」は外注などで他社の助けを借りる、そう

いう「気づき」がパンフ１枚を真剣に作ることで得られます。その効果は絶大で、強みを

前面に押し出した営業が展開できるようになります。また弱い所は素直にパートナーの 

助けを借りることができるようになります。 

 

・三つ折りパンフは Wordで十分です 

 

 三つ折りパンフは Word で十分です。下手でも、稚拙でも結構ですから、まずはご自分で

作ってみることです。三つ折りパンフのテンプレートもダウンロードできますから、上手

にアレンジして使ってください。 

 私も以前は Word で三つ折りパンフを作っていましたが、今は行きつけのパソコンショッ

プにデザイン～印刷まで依頼しています。やはり餅は餅屋で、プロにデザインと印刷して

もらったパンフはとてもきれいです。パンフ作成については ＞＞＞ こちら にご相談

頂ければ、力になれるかと思います。 

 

４－４ ポスティング 

 

・ポスティングの効果 

 

 パンフを作ったら、ポスティングもぜひやってみて下さい。ポスティングは必ずしも  

車検や鈑金塗装に結び付くとは限りませんし、もしかしてゴミ箱直行になるかもしれま 

https://sbody.info/query/


せんが、それでも一度は手にして、見てもらえます。ほとんど知られていない工場名が  

記憶の片隅に残り、工場の前を通ったときに「あぁ、ここか」と映像で記憶に刻まれます。 

 種をまかなければ、収穫もありません。必ず芽が出るとは限りませんが、芽が出ると  

信じて種をまくことも大事だと思います。 

 

・ピンポイントで営業できる 

 

 工場の周辺を見渡してください。新しく造成された住宅街や、新築の家が立ち並ぶ地域

はありませんか？その１軒１軒に、車が１台や２台はあるはずです。その車を見て下さい。

車検時期が近づいていたり、タイヤがすり減っていたり、フェンダーにキズがあったり  

しませんか？パンフを数種類作っておいて、タイヤがすり減っている車のある家には  

「タイヤが安い」というパンフを、バンパーにコスリ傷がある車のある家には「安くてき

れいな仕上がりの鈑金塗装」というパンフをポスティングしたら、ピンポイントで    

アピールできるのではないでしょうか？ 

 

・「一戸建て」を狙って 

 

 ポスティングするなら「一戸建て」を狙ってください。集合住宅の方が効率よく    

ポスティングできると思うかもしれませんが、その考え方は捨てて下さい。 

 アパートやマンションと違い、一戸建てでしたら「家」と「車」の対応が取れます。    

これがピンポイントでの営業につながります。マンションやアパートだと、家と車の対応

が取れず、ピンポイントでポスティングができません。そもそもポスティングが禁止され

ていることも多く、管理者からクレームを受けたりすると、その対応で疲れてしまいます

から、やはり一戸建てを狙うのが良いと思います。 

 

  



５．「未来」へ向かって 

 

５－１ 「後継者」を育てていますか？ 

 

・ゴーイングコンサーンとは 

 

 会社を始めたら、形を変え、時代に合わせ、続けていくことが大切だと思います。    

ゴーイングコンサーンという言葉があります。一度会社を始めたら永く続けていくという

意味です。会社は「法人」という人格を持ちます。法人が存続している間は、世の中の   

役に立つ商品やサービスを提供し、雇用を確保し、若い人を育て、税金を納め、事業を   

続けていくのです。それが会社の使命であり、会社を運営する方々の義務だと思います。 

 

・後継者を見つけ育てましょう 

 

そのためには、後継者を育てなくてはなりません。直系の子息を後継者にする方が多い

と思いますが、全くの他人でも構いません。とにかく早い段階で「これは」と思う人を   

見つけ、商売の楽しさ、自由と責任、世の中に貢献すること、雇用を確保すること、    

人を育てること、それを教えていくのです。 

 息子や娘の世代を会社に迎え入れ、新しい風を吹き込ませて下さい。彼らの感覚や、  

ものの考え方は、次にお客様になってくれる世代とマッチしているはずなのです。それが

ゴーイングコンサーンにはどうしても必要なものなのです。 

 

・不易流行（ふえきりゅうこう） 

 

 俳句は「五七五」。これはいくら時代が変わったとしても変わらないものであり「不易」

の部分です。事業主の皆さんは、後継者に対して、この「不易」の部分をしっかりと継承

してください。 

 その一方で、俳句には「季語」があります。これは時代とともに変わるものであり   

「流行」の部分です。俳句が始まった時代には存在しなかったものが今は存在しています。

生まれた時からパソコンやインターネット、スマホが存在している人たちの感覚と、その

親世代の感覚は随分と違いがあります。この「流行」の部分には口を挟まずに、若い人の

感覚に任せるのです。 

 

いよいよ、次の章で最後となります。 

  



６．「次の一手」とは 

 

 最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。 

 

 福島県の浜通り、中通り、および会津地方。福島県内のいずれかの地域で自動車

整備工場や鈑金塗装工場を営み、工場の未来を真剣に考える、そんなあなたのため

にこのレポートを書きました。 

 

私は信頼できるビジネスパートナーを探しています。 

 

 自動車整備士として、あるいは鈑金塗装の職人として、これまで積み上げてきた経

験を活かし、プラスαの要素を追加することで、在庫を持たず、多額の設備投資も必

要としない、新たな業務をご提案します。 

 

 私から提案する「次の一手」、それは↓こちら↓です。 

 

カープライスの車査定 

 

↑クリック↑ 

 

 カープライスに関してはリンク先をご覧いただければと思いますが、私はカープライ

スの査定検査員として月に 10件以上の査定を行い、月に 10万円以上の査定料を頂

いています。 

 10 件の査定依頼があるとしたら、そのうちの９件は出張査定です。驚かれるかと思

いますが、10 件中８件が福島県での査定です。仙台に住む私が、相馬市、南相馬市、

福島市、郡山市、二本松市、会津若松市など、福島県の各地に出張査定に出かけて

いるのです。 

 福島県で出張査定の需要があることはお分かりいただけたと思います。 

  

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2ZNGHF+CZZJKY+3IQI+BXB8Z


このレポートをお読みの方にお願いしたいこと、それは以下です。 

 

カープライスのビジネスパートナーとなり 

福島県内で査定のご依頼があれば 

それに応じて査定業務をして欲しい 

 

 もちろん、査定業務をするためには、車査定に関する研修を受けていただく必要が

ありますし、カープライスと業務提携を結んでいただく必要もあります。スマホやタブレ

ットの操作も必要となります。 

 ある程度の初期投資も必要です。スマホやタブレットの操作は、苦手な方にとっては

参入障壁でしょう。しかし「需要」を考えると初期投資は数か月で回収可能なレベルか

と思います。何より、未来への投資となるでしょう。参入障壁はクリアしてしまえば、 

他社がマネできない強みへと変わるでしょう。 

 

 「おっ！」と思った方、「ピン！」と来た方は、後回しにせず、すぐにご連絡下さい。 

 

私やカープライスの社員が御社に伺い、詳しいご説明をさせていただきます。内容

にご納得がいただけるようでしたら、是非「パートナー」として新たな一歩を踏み出して

ください。 

 

拙速は巧遅に勝ると言います。 

決断の早い方からのご連絡を 

お待ちしております。 

 

 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

 

 

(有)鈴木ボデー工業所 鈴木博之 

hirochen@aikiob.jp 080-5414-6617 

 

 


