自動車循環・再資源化・リサイクルパーツ供給

第58号(2018年3月1日発行）

普通車
税務署(県税)
4月1日
有：月割

取扱い自治体
課税基準日
抹消(廃車)時の税還付

軽自動車
市区町村役所
4月1日
無

自動車税は、毎年4月1日現在で自動車検査証上の所有者に課税される税金です。「そろそろ車を乗り換えようかな」
「乗らない車があるけれど、どうしよう？」とお考えでしたら、3月末日までに抹消登録*1されることをお勧め致します。
原則、抹消登録にはナンバープレートの返納が必要です。ご自身で手続きされる場合は、お帰りの際の交通手段にご注意
下さい。当社では買い取ったお車の抹消登録を代行しておりますが、3月は前述の理由でお車買取りのご予約が殺到致しま
す。引揚げの日取り等、ご希望に添えかねてしまう可能性もございますので、お早目のご連絡をお願い致します。
*1 ナンバープレートと車検証を陸運局へ返納し、自動車の使用を中止すること。『廃車』とも呼ばれます。
ひたちなか工場

自動車買取り お問い合わせ窓口
【お電話】
ひたちなか工場
水
戸
店
つ く ば 店

➿0120-577-814
029-291-3336
029-875-8035

当社HPの
買取ページに
ジャンプします

【インターネット】
ページ下部の『車買取りに関するお問合せフォーム』よりご連絡下さい。
http://www.carepo.jp/publics/index/118/

小林
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奈保子

第4回

今回は、ひたちなか工場 生産管理課 チームリーダーの森田 俊介さんにお話を伺いました。テーマは『ひたちなか工場にお
ける輸出業務とその変化』です。実務担当者として、生の声を聞かせて頂きました。
兼島「ひたちなか工場における『輸出』とは、どんなことを指しますか？」
森田「エンジンやハーフカット*1等を、車の中古部品として海外のお客様へ販売することを指しています。」
兼島「どのくらいの量を輸出していますか？また、昔と今とで、その量に変化はありますか？」
森田「7年前は、年間で約10本のコンテナを輸出していました。今では約70本*2のコンテナを世界各国に輸出しています。」
兼島「7年前に比べ、輸出するコンテナの本数が大きく増えましたが、特別な取り組みがあったのでしょうか。」
森田「海外からの受注を増やす為インターネットを活用し、英会話ができるスタッフも配置しました。また、世界各国の市場
価格や需要が高い部品について、日々情報収集をしました。その結果『国内では廃棄物になってしまう部品でも、海外
では需要が高いケースがある』ということが分かりました。その為ひたちなか工場では、海外からのニーズにも応え
られるよう、輸出部品の生産量を増やす努力をしてきました。その努力が少し
ずつ実を結び始め、輸出するコンテナの本数を増やすことができたのだと思い
ます。」
兼島「今回の取材を通して、市場の変化を見逃さないように情報収集することの大切
さを改めて感じました。今後も市場の研究を続けて、更にご活躍下さい。
ありがとうございました。」
*1…自動車の車体を半分に分断したもの

*2…2017年度実績

鉄 相場

水戸店

兼島 謙司

鉄スクラップ輸出価格は、4カ月振りの前月比下落となりました。
円高の進行や、旧正月に入る中国などの引き合いが一定期間緩和す
る見通しになったためと考えられます。
国内では、東京製鉄が7日入荷分から全拠点買値引き下げを実施し、
さらに東鉄に追随する形で電炉メーカー各社が買値を引き下げるな
ど、輸出価格が国内へも影響しています。
ELV事業部長

◆■クルマのコラム■◆

社員紹介

日本初の自動車「オートモ号」

カーレポートをご覧の皆さん、こんにちは。ひたちなか工場
生産グループ所属の大友です。
突然ですが、『オートモ号』って聞いたことはありますか？
私が自分の車などに名前を付けているわけではありません(笑)
ちゃんと実在した自動車の、正式な名前です。
少し前に東京国立科学博物館へ行ってきたのですが、そこに
展示されていたんです！オートモ号。
自動車業界で働いていますし、自分の苗字と同じ名前の自動
車ですから、大変気になりまして…。家に帰ってからインター
ネットでも調べてみました。
純国産では初の量産車で、大正13年から昭和3年にかけて約
300台生産されたそうです。また、初めて海外に輸出された自
動車で、上海に2台輸出されたそうです。
名前の由来ですが、製作者である豊川 順彌氏の祖先『大伴
氏』と『オートモービル』をかけて『オートモ号』と名付けら
れたとのこと。
知れば知る程、自分の業務や車業界
との縁を感じ「まだまだ頑張ら
なくては！」と思ってしまう、
単純なオートモなのでした。
ひたちなか工場 大友 洋亮

飛田 幸輝

平成29年6月16日入社

ELV事業部
ひたちなか工場
生産管理課 陸送Gr
てるぬま こういち

照沼 広一

1台積みの積載車で、お車の集荷を担当しております。
安全運転と健康管理に努めて参ります。よろしくお願
い致します。
趣

味

旅行

好きな食べ物

豚カツ

嫌いな食べ物

エビ

～君よ、勝田の風になれ。～

涸沼という湖、当県に唯一残った汽水湖です。(海水が流入
している湖です。) 2015年にラムサール条約に登録された
貴重な自然遺産なのです。ラムサール条約では、地域の人々

勝田マラソンに出場しました！
スタート前、健闘を誓うお二人
(左：赤須、右：飛田)

1月28日(日) 勝田マラソンに

の生業や生活とバランスのとれた環境保全を進めるために、

参加致しました。当社からは

湿地の『賢明な利用 (Wise Use：ワイズユース)』を提唱

代表取締役社長の赤須、ELV

しています。『賢明な利用』とは、湿地の生態系を維持しつ

事業部長の飛田が10kmマラソ

つ、そこから得られる恵みを持続的に活用することです。
畔に『いこいの村 涸沼』という施設があります。宿泊して
みましたら、実に素晴らしいです。氷が張っている水の中、
若い漁師がシジミの採取をしていました。(写真右)
感動して、「これからは、無駄をせず大事に食することが
大事」と心から思いました。
大鷲も飛来していました。(写真左)

ンに挑戦しました。
スタート地点となる勝田駅前の商店街は人波で埋め尽くさ
れ、ランナーと応援者の熱気に満ちていました。筆者は応援
者として、初めて会場へ足を運びましたが、集まった人の多
さに驚くばかりでした。
暑過ぎず寒過ぎず恵まれた天候の中、好調なスタートを切

K.

A k a s u ることができました。脚を止めることなく、お二人とも1時
間少々でゴールイン！
清々しい表情で、「この達成感が
マラソンの醍醐味だと思うんだ」
と語るお二人の姿が印象的でした。
完走後、記録証と一緒に

～後日談～

(左)樹の先端に止まった大鷲
(右)シジミ漁をする舟

この日、「マラソンを始めたら、腰痛が良くなった」とい
う話を聞き、少しずつですが筆者も走り始めました。まだ

St.Valentine’s Day

2km程度しか走れませんが、いつか3kmマラソンに出られ
るよう精進致します！
ひたちなか工場

2月14日と言えば、バレンタインデーですね♪

小林 奈保子

ひたちなか工場では毎年、女性スタッフの中で有志を募り、
工場の男性スタッフ全員へチョコレートを贈っています。
今年も女性スタッフ全員が参加し、40名分を用意しまし
た(^^) チョコ菓子などを買い集め、日頃の感謝の気持ちを
込めて一つ一つ包装しました。(写真左)
最近は女性だけでなく男性同士での友チョコ*1も増えてい
るそうですね。3月にはホワイトデーもありますので、普段
なかなか言えない感謝の気持ちなどを伝えてみてはいかがで
しょうか。

今回は、つくば市上横場にある定食屋『筑前』様をご紹
介します。豊富なメニューとリーズナブルな価格が魅力で
す。当社の社員も通っており、「私の一押しはカツ丼とお
刺身です！」とのこと。材料が入荷した時しか食べられな
い『もつ煮込み』も美味しいそうです。また、日替わりラ
ンチは数種類のおかずが楽しめるのでお勧めです。
つくば店

飯島 正義

当社のチラシを設置頂いております

*1…バレンタインデーに同性の友人へ贈るチョコレートのことで、
恋愛感情が伴わないため「義理チョコ」の一種とされています。

ひたちなか工場

小林 奈保子

(上)包装したチョコ菓子
(左)包装作業の様子

『筑前』
茨城県つくば市上横場2573-143
TEL029-838-2077

15分後

夕方16:30頃

富士山
今年も見えました。ひたちなか市の湊公園 夤賓閣跡(いひんかくあと)からの富士山遠望です。直線距離で
約200kmの彼方にある富士山。姿かたちは小さいですが、日本一の風格を感じます。冷え込んだ冬の朝夕に
見ることができます。わずか15分で変化する空の表情も見どころです。
アクセス：カーレポ㈱ ひたちなか工場から車で11分、茨城県ひたちなか市湊中央１丁目１ 湊公園
撮影と文

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/

●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
至日立市
245

ひたちなか
245

果樹試験場
入口

ひたちなか保健所

至大洗町

●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
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至ひたちなか市

カーレポ㈱
つくば店
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部田野

至つくば市内

榎戸

カーレポ㈱
ひたちなか工場
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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
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渡邊 貴宣

店舗のご案内

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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