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4月14日(土) 今年度の経営方針説明会を開催しました。今年度より、
弊社の経営理念が変わります。代表取締役社長の赤須より、新しい経
営理念と所信の発表がありました。

新経営理念

“無限の可能性で後世に伝える挑戦を”

赤須「多様性という価値観が叫ばれる昨今、不透明感漂う時代を見据
えながら次世代経営を考えた時、これから模索の経営に突入する
ことが感じられます。先代から後を任された私は、歴史が構築し
てくれた実績と秘められた潜在能力で、カーレポという会社の成
長を促したいと思っております。～中略～

弊社が取り組むそれ

ぞれの分野で、多くの方々に喜んでいただけるよう社員一同努め
てまいりますので、今後とも皆様のあたたかいご支援を賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます」

カーレポは、これからも現状に満足することなく進歩し続けます。
本紙をご覧の皆様にも見守っていただけたら幸いでございます。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。
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日 時： 2018年9月1日 (土) ※小雨決行
場 所： カーレポ㈱ ひたちなか工場
催し物 (予定)
自動車解体ショー、縁日、屋台、ドリンク販売、
じゃんけん大会、中古車・中古部品相談会 ほか

◇鉄相場
◇クリーン大作戦！
◇ヨシナシゴト ～徒然なるままに～
◇Run！Run！日立さくらロードレース
◇小集団活動 ～花壇製作～
◇カーレポの輪 －協力店のご紹介－
◇CarepoGallery

第6回

今回は、水戸店 フロントGr グループリーダーの櫻本尚子さんにお話を伺いました。
テーマは『中古部品の需要』です。部品販売員としての声を聞かせていただきました。
兼島「10年前と現在で、どんな変化がありましたか？」
櫻本「私個人の見解ですが、10年前の中古部品市場は『安くて品質もそれなり』が主流
でした。しかし最近では『安くて品質も良いもの』が流通し、お客様からも高品質を
求められることが増えたと思います。中古でも良品は多いという認識が広がり、新品に負けないほどの需要が出てきた
と感じています。リビルト品*1や社外新品*2も多種多様なので、お客様の関心やニーズがさらに高まっていると思います」
兼島「これまでと比べ、ニーズにも変化があると思いますが、対策などはしていますか？」
櫻本「中古部品の需要やお客様のニーズは、時代ごとに様々だと思います。その時代に合った対応をするために、部品だけ
でなく車の構造の知識をつけることが必要だと思っています。お客様にご満足いただける商品を提供するために必要な
ことですし、車は日々進化しているので、常に勉強することが対策だと思っています」
兼島「日々、どんな心構えで業務に取り組んでいますか？」
櫻本「私にとって、部品との出会いは一期一会なんです。部品探しのご依頼をいただいた時、専用のシステムを使って探す
のですが、中古部品には『全く同じ』という商品はありません。だから、お客様の要望に合った商品が見つかると喜び
を感じます。その喜びが醍醐味だと思って取り組んでいます」
お客様からの問い合わせ、中古部品の在庫状況…

すべてのタイミングが一致した瞬間に、最高の商品との出会いがある。

終始笑顔でお話しくださった櫻本さん。取材を通して、その笑顔の裏側には想像できない努力があったことを感じました。
今後もご活躍下さい。ありがとうございました。
*1 中古品を新品同等の性能になるまで再生した部品
*2 正規ディーラー製品ではない部品
水戸店

鉄相場

兼島謙司

中国で電炉鋼の生産が急増しています。違法鋼材 “地条鋼” 撲
滅を契機に、電炉の再稼働などをして余剰した鉄スクラップの活用
を行っています。その結果2017年の生産量は、過去最高となる7,749
万㌧（前年比32.6%増）を記録しています。さらに中国は4月19日、
「2019年以降の雑品輸入を完全禁止にする」と発表しました。その
影響もあり、スクラップの輸出環境は厳しい状況になってきていま
す。韓国の電炉でもスクラップ在庫が100万㌧を超え、買い控えが発
生しています。ベトナムや台湾なども同様の傾向があり、アジア全
体でスクラップの余剰感が強まっているため、日本からの輸出価格
が大きく下落しています。例年、大型連休前後の市況は低迷する傾
向にあるため、連休明けはさらに下落する可能性が考えられます。
ELV事業部長

飛田幸輝

先日、ひたちなか工場周辺を清掃してまいりました。通行時に見て、ごみが
あるのは分かっていたのですが…
いざ清掃に入ると「こんなものまで？」と思ってしまうような、大型のごみも
ありました (*_*;
今回は営業車の軽バンをお共に、川崎・小林の2名で活動しましたが、開始2
時間で積みきれないほどの量になりました。それでもほんの一部なので、定期
的に清掃したいと思います。
「この辺、前よりきれいになったかも」
と感じる方がいたら嬉しいです。工場へお越しの際は、道沿いにご注目くださ
い！
最後に一言…

STOP！ポイ捨て (T_T)/”

（上）ごみ拾いの様子
（中）大型のごみ

風呂いすやビデオデッキなどもありました。

（下）散乱しているごみ

Run！Run！
日立さくらロードレース
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国府跡*4 を散策してみたのでした。

今を遡るに十数世紀、流星が現れて

11

又消える様に郷土の歴史を考察する時
つくばね

があっても損はあるまい。
ふ ど き

月 日㈰、日立駅
前で『第 回 日立
さくらロードレー
ス』が開かれました。
弊社フェイスブッ
クでも紹介しました
が、代表取締役社長
の赤須が ㌔㍍の部
に参戦致しました。
スタート前、「練
習で膝を痛めてし
まってね …
」と 話 し
ていたのですが、
時間 分の好タイム

常陸風土記の丘

ころもで
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「筑波嶺に黒雲かかり、衣手ひたちの

へんさん

国」*5

各地に風土記が編纂されたのは遡る

K.Akasu

こと1300年、元明天皇が各地に命じた
しょうちょく

風土記編纂の詔勅

*1
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18

1

による。現在、
*1 天皇の意思を表示した文書の総称。

五箇所の風土記が残るうち、我らが

*2 道が真っすぐに続いている土地のこと。

『常陸国風土記』も厳然と残っている。 *3 律令制下、諸国に置かれた政庁やその区画。
編纂以前の数百年に渡り、地理、地形、
住人、自然の動植物が記録されており、

現代の『都道府県庁』に近い意味を持つ。
*4 ここでは国衙の跡地を指す。
*5 常陸国の成り立ちを表したことわざ。

大変貴重である。この欄でこれから少

常陸国風土記にも記されている。

今月は、常陸国の始まりから。
みこと

太古の昔、ヤマトタケルの尊が東国
にやってきた。足柄山を越へると、平
で真っすぐに、ひたひたと歩を進める

で無事ゴールしまし
た。膝もどうにか大
丈夫だったようで、
ホッとしました。
今回驚いたのは、
小学五、六年１・８
㌔㍍の部。 位の子
は 分台でした。
㌔㍍を 分で走る私
は、それを聞いて恥
ずかしくなってしま
いました。めげずに
頑張ります 涙
( )

常陸風土記の丘

しずつ紹介をしてみようと思う。
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1

ひたみち

事が出来、『直道*2 』から『常陸の
国』となった。

2

国府跡入り口

また、尊が井戸を掘らせ水をすくっ
たところ、袖が水に浸されたので、
『ひたる』から『常陸の国』と名づけ
られたとか、なかなか面白い事が書か
れています。
こくが

風土記の始まりは国衙*3 であった今

『小さなお弁当屋さん ランチママ』様
ボリューム満点の日替わり弁当はなんと

430円！定番のお弁当はもちろん、ピラフ・

スパゲティなどもあり種類が豊富です。お

昼時の店内はお客様で賑わっています。
お弁当購入でサラダや味噌汁サービスな

ど、嬉しいおまけも。
近くを通った際は、ぜひお立ち寄りくだ

さい！
当社パンフレット
設置店
苗植え前の花壇

〒305-0051 つくば市二の宮3丁目17-7
TEL 029-856-0041 営業時間10時～14時
日曜・祝日定休

日替り弁当の一例

小集団活動の一環で、ひたちなか工場正門の

看板前を花壇にする計画があります。半年以上
前から綿密に計画を立て、ようやく苗を植える

ますが、これはこれで可愛らしい

2

ですね♪

年経つと約 倍の大きさに
なるので、来春が楽しみです。

上の写真をよく見ると、左上の
一画に空きがあります。実は、廃

タイヤで作製した鉢を置く予定に
なっています。こちらには、芝桜

の開花期が終わった後でも季節の
花を楽しめるように、別の花を植

え替えていく計画です。工場へお
越しの際は、ぜひご覧になってく

ださい。

1

ことができました。

色、合計１０５株の芝桜を植えました。
まだ植えたてなので株の間が空いてしまってい
4

小集団活動
～ 花壇製作～

の石岡に他ならない。常陸風土記の丘、

阿弥陀寺のしだれ桜
阿弥陀寺は、額田城跡地内にあります。親鸞
ゆかりの寺で、こちらのしだれ桜は徳川光圀公
が寄贈したと伝えられています。
樹齢300年を越える大樹なので、一目見よう
と、各地からたくさんの人が訪れています。
アクセス：那珂市額田南郷375
K.Akasu

カーレポ株式会社
〒310-0801 水戸市桜川一丁目8番29号
TEL：029-300-2525 FAX：029-300-2424
ホームページもご覧ください。
http://www.carepo.jp/

店舗のご案内
●ひたちなか工場 自動車買取
〒312-0005 茨城県ひたちなか市新光町552-55
TEL：029-264-2929 FAX：029-264-2424

ご意見・ご要望も
お待ちしております。
mitohonbu@carepo.jp
（担当：広報委員会）
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●つくば店 自動車買取
〒305-0853 茨城県つくば市榎戸433-7
TEL：029-875-8035 FAX：029-875-8036

ひたちなか
245

果樹試験場
入口

●水戸店 自動車買取・販売、部品販売
〒 310-0826 茨城県水戸市渋井町588-9
TEL：029-291-3336 FAX：029-291-3338
至ひたちなか市
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