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有限会社ハセガワ重建車輌 ≪福井県吉田郡≫
40

NHKの﹃ゆく年くる年﹄で全
国的にも有名な︑曹洞宗大本山永
平寺︒そんな歴史︑伝統と自然豊
かな福井県永平寺町が原点の有限
会社ハセガワ重建車輌様を紹介さ
せていただきます︒昭和 年︑現
社長の祖父長谷川則高氏が︑長谷
川モータースを興されました︒そ
の後︑整備業に加えロードサービ
ス業を拡大され︑平成 年4月長
谷川和則社長︑長谷川弘幸専務に
事業を継承され現在に至っておら
れます︒平成 年福井市内に営業
所を開設され︑ロードサービスの
拠点とし現在大型レッカー車3台
を筆頭に大中小の積載車︑ラフタ

24

本 社：福井県吉田郡永平寺町諏訪間2-23
電 話：0776-63-2035
U R L：http://hjs-wrecker.com/

ークレーンを含む 台以上の車両
を有し県の内外を問わず︑365
日 時間対応されています︒その
一方で︑原点である整備・車輌販
売・鈑金塗装においても年々業績

有限会社ハセガワ重建車輌
20
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を上げておられ︑特に中古車販売
と鈑金塗装事業はグループ会社の
㈱ハセガワブラザーズが担当さ
れ︑社内でのすみわけも確立され
ています︒﹃レッカーサービスに
おいて︻接客・技術・迅速対応︼
をお客様の視点に自らを置いて︑
本当に求められているものやサー
ビスを提供する︒﹄をモットーに
社長︑専務のリーダーシップのも
と︑メカニック・レッカー・フロ
ントの各スタッフとも実に明る
く︑礼儀正しく︑気持ちよくお客
様の対応にあたっておられます︒
社員教育等で心がけておられる事
はと尋ねると︑特別な事はしてい
ないが︑社内でのあいさつに気を
使っているとの事でした︒〝おは
よう・気付けてのー・ご苦労様･
･･〟当たり前のことを自然にで
きるように︒また︑全体会議で直
接伝える〝お客様から頂いた声〟
は社員のモチベーションアップに
つながるとも︒厳しい現場での作
業も多い中︑常に楽しく明るい会
社でありたいというのが社訓の様
に根付いています︒昨年には 時
間受付レンタカーのアルク㈱を
JR福井駅・JR金
沢駅近くにオープン
され元気一杯のハセ
ガワグループ様︑
益々注目度アップ必
至です︒

えないよう配慮することは︑喫煙者

煙﹂によって他人の健康に影響を与

一意
直到

︵北川裕二︶
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いつい愛煙家のひとりごとをつぶや

いてしまう▼２０２０年の東京オリ

ンピックに向けて︑厚労省は受動喫

煙防止策として健康増進法改正案を

国会に提出するそうだ︒この法案で

は︑飲食店などの建物内では︑喫煙

室でしかタバコは吸えないことにな

る︒小さなバーや居酒屋に喫煙室を

設置することはできないであろう︒

酒を飲みながら︑なじみのバーでタ

バコをくゆらすことができなくなる

のだ︒一番タバコがおいしいのは︑

食後の一服であるがそれも難しくな

る︒愛煙者の精神的健康も考慮して

もらえたらなあ⁝▼日本の喫煙所は

狭い小部屋で︑薄暗く︑イスもな

く︑立って吸わせる施設であること

が多く︑建物の外部に遠く外れて吹

きさらしの場所に設置され︑ゆった

りとタバコを楽しませる雰囲気の喫

煙所は極めて少ない︒喫煙者は︑害

毒をまき散らす悪人と見なされるよ

うになってしまったと思わされてし

まう▼もちろん︑タバコを吸う者近

くにいる人が煙を吸い込む﹁受動喫

のエチケットである︒タバコの箱に

記されているように︑タバコは健康

に悪影響を与える嗜好品であろう▼

同好の友は言う︒﹁俺たちは禁煙す

るような意志薄弱なことはしまい

な﹂︒自らは意志薄弱とは思いつ

つ︑やめるストレスが寿命を縮め

る︑そんな自分勝手な理屈をこね

︵斉藤修一︶

て︑電子タバコを吸うこの頃であ
る︒
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オイル下がりに強い
高性能エレメント

Kaida

開田工業株式会社

総販売元：㈱山商エンタープライズ
＜お問合せはオートハンズ各社へ＞

SKILL

オイル下がりはエンジンの敵です!!

learn a

エアコンフィルター

取り付けた場合︑実験開始直後の
ターの広告でよく目にしたり︑聞
実験概要は次の通り︒
段階でPM2・5の数値は約 ％
こえてくるフレーズだ︒そこで１
つの疑問が浮上する︒﹁エアコン ❶PM2・5レベルの小さな粒子 にまで減少︑さらに時間の経過と
を 車 内 に 充 満 さ せ ︑ 車 内 の ともに︑その数値は下がり続けた︒
フィルターは本当に︑花粉や
技術コラム vol.37
PM2・5数値を３０００㎛／ その効果は︑使用済の汚れたエア
PM2・5を除去するのか？﹂
コンフィルター使用した場合やエ
㎥とする︒
﹁もし本当なら︑お客様に今以上
アコンフィルターを取り付けない
におすすめできるのに⁝﹂
❷エアコンをONにし車内を内気
場合と比較すると一目瞭然である︒
循環にした上で︑PM2・5の
●エアコンフィルターは本当
数値が︑どのように変化するか ●今がチャンス エアコンフ
●気づいていましたか？
●エアコンフィルターは付加
に微粒子を除去するのか
を次の3パターンで記録する︒
価値商品ではない
ィルター交換で顧客満足度
花粉拡散期がやってきた︒日本
﹁ここがはっきりすれば︑今以
を向上させる
近年では︑活性炭を用いた脱臭 上にお客様へ︑提案できる﹂その ・GREEN﹁Prime﹂を取
気象協会の発表によると︑今年の
スギ+ヒノキの花粉飛散予測は︑ 機 能 の 採 用 に は じ ま り ︑ 今 や 声にお応えすべく︑今回メーカー
エアコンフィルターをおすすめ
り付けた場合︒
九州︑四国︑近畿︑東海地方を中 PM2・5の捕捉や抗ウイルス・ 主導のもと︑次のように実車を用 ・使用済エアコンフィルター︵約 すると︑お客様に﹁余計なものを
心に︑西日本の多くの地域で昨年 抗アレルゲン機能をプラスするな いて︑実験を行った︒用意するも
おすすめして嫌な顔をされる﹂と
1年︶を取り付けた場合︒
の倍以上の飛散を予測している︒ どエアコンフィルターの高性能化︑ のは︑①新品のエアコンフィルタ ・エアコンフィルターを取り付け 思うかもしれない︒しかし︑エア
コンフィルターは︑お客様により
花粉症は︑各種統計で﹁日本人の 多機能化が著しいが︑先述の通り︑ ー ︵ 今 回 は ︑ G R E E N ブ ラ ン
ない場合︒
３人に１人が悩まされている﹂と ユーザーが﹁より快適なカーライ ド 高機能タイプ﹁Ｐｒｉｍｅ﹂
快適なカーライフを送っていただ
●エアコンフィルターは車内 くお手伝いができるアイテムであ
言われており︑まさに﹁国民病﹂ フ﹂を求めていることを考えると︑ を使用︒本品は︑フィルター本来
を快適にすることが証明さ ることは間違いない︒今回の実験
エアコンフィルターの進化は︑付 の役割である﹁微粒子除去﹂にこ
の代表格と言える︒
れた
そんな中︑ホコリやチリのみな 加価値機能の押しつけではなく︑ だ わ り を 持 っ て 開 発 さ れ た ︶ ②
を通して︑その思いが確信に変わ
結 果 は 次 の 通 り ︒ ︵ グ ラ フ 参 り︑一人でも多くのお客様に快適
ら ず ︑ ス ギ や ヒ ノ キ の 花 粉 ︑ ユ ー ザ ー の ニ ー ズ に 応 え る べ く PM2・5測定器の２つ︒
照︶GREEN﹁Prime﹂を な車内空間をお届けできればと思
PM2・5等の微粒子までもブロ ﹁正常進化﹂を遂げていると言え
う︒エアコンフィルターの拡散期
ックし︑車内への侵入を防ぐ﹁エ る︒
アコンフィルター﹂は︑自動車関
が到来している今こそ︑交換促進
●提案力に磨きをかける
に取り組み︑お客様の顧客満足度
連における花粉症対策商品の筆頭
を図るチャンスである︒
と言えるだろう︒
エアコンフィルターは︑ユーザ
ーが自分の目でフィルターの汚れ
情報提供▼日発販売株式会社
●エアコンフィルターの位置 を確認できることから︑整備工場
づけ
にとっても提案しやすい製品のひ
エアコンフィルターが目詰まり とつである︒また︑エアコンの効
しても︑車の基本性能である﹁走 きが良くなる︑車内の空気が新鮮
る﹂﹁曲がる﹂﹁止まる﹂に支障 になり︑嫌な臭いもなくなるなど︑
を及ぼすことはないうえ︑定期点 フィルター交換の効果をユーザー
検項目に﹁エアコンフィルターの が直接体感しやすいことも販促を
状態確認﹂という項目もない︒し 行う上で大きな利点だ︒市場全体
かし︑だからと言って整備作業を で︑着実にエアコンフィルター交
放置していいのだろうか？
換の認識とその動きが高まってい
今日において︑﹁快適﹂は﹁安 るとはいえ︑保有台数から試算す
全﹂と並ぶユーザーの求める重要 ると︑交換が定着している割合は︑
キーワードである︒言い換えれば︑ 約４割︒つまり︑まだ約６割の車
快適装備のひとつであるエアコン がエアコンフィルターの市場性と
フィルターの点検と交換はユーザ して眠っている︒﹁花粉を除去﹂
ーの求める﹁整備の本道﹂と言え ﹁PM2・5対応﹂など︑これら
る︒
のうたい文句は︑エアコンフィル
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微粒子除去についての実験結果

PM2.5数値
（㎛/㎥）

取り付けない

使用済フィルター

GREEN：Prime

時間（min）
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hot-selling product

NR16 クーラントチャージの案内

今回の今売れ商品はクーラント性能復
活剤︑クーラントチャージの紹介です︒
皆様ご承知のとおり︑エンジンを冷却
するクーラントには各種の金属系防錆剤
が配合されており︑これらの防錆剤は走
行時の熱と酸化により徐々に劣化してい
きます︒また夏場など高気温時や山道︑
高速道路など走行車は更に劣化が進みま
す︒
クーラントチャージは耐熱︑耐久性︑
消泡性能を復活させ︑クーラントの性能
を復活させるために開発されたクーラン
ト性能復活剤で︑長寿命クーラントに使
用されている有機酸系の防錆剤や消泡剤
を高濃度に配合しています︒
現在のクーラント市場において長寿命
クーラントの普及による交換サイクルの
長期化や時間車検などの普及で交換率の
低下が見られます︒またカーディーラー︑
SS︑量販店︑多種多様な業者様の車検
参入により低価格車検店が増加し︑台当
たり単価が低下傾向です︒
これらを少しでも補うためのLLC
に対するプラス１商品としてご案内い
たします︒

●車検費用の台当り単価UP
●作業時間の短縮
●廃クーラントの経費節減

健康一口メモ
気になる病気や健康について﹁一口メモ﹂にまとめていきます

著者／佐藤愛子

（株式会社 小学館）

示されます︒
﹁栄養機能食品﹂とはビタミン
やミネラルの補給のために利用さ
れる食品でその機能の表示をして
販売される食品です︒普段の食事
から栄養素を十分とることができ
ない場合の補助として利用するも
ので個別に審査されたものではあ
りません︒
これらのものは法律の上で
﹁薬﹂ではなく﹁食品﹂として定
義されているので︑病気の治療や
予防に用いる物ではありません︒
あくまでも健康が気になっている
人が自分に合った食品を選択する
ための食品です︒それぞれの特徴
を知ってより良い食品を選択しま
しょう︒

著者の佐藤愛子さんは大正12年生まれで、昭和44年『戦いすんで日
が暮れて』で、第61回直木賞をはじめ、近年では平成27年『晩鐘』で
第25回紫式部文学賞を受賞、エッセイの名手としても「役に立たない
人生相談」などがあります。本書は「女性セブン」2016年4月9日号〜
2016年6月2日号に連載されたものです
本書では日々感じる老いへの不満や、昭和時代の良き思い出、近年の
30代、40代の考え方について新聞の人生相談から思考を巡らせてみる
話、母親から聞いていた誕生日が戸籍のそれと違う話など愉快に読み進
めることのできるエッセイです。
90歳を超えた著者の、現在の世の中に対する思い、不満、疑問、面
白い出来事や、怒りの収まらない出来事を大変興味深く斬り込んでいま
す。皆さんも一読されて溜飲を下すかそんなものかなと思うか、90に
もなればそんな苦労もあるかとか、たくさんのことを感じ取っていただ
けると思います。

ていて︑その製品の持つ保健の効
果を表示することのできる食品で
す︒﹁国﹂が科学的根拠のもと︑
有効性や安全性について審査をす
るので特定の保健の効果が科学的
に証明されています︒
﹁機能性表示食品﹂とは﹁企業
の責任﹂の下でその製品の持つ保
健の効果を表示することのできる
食品です︒トクホと違い国が個別
に審査しているものではなく安全
性と有効性の科学的根拠に関する
情報を消費者庁へ届けることで表

﹁トクホ︵特定保健用食品︶﹂

九十歳。何がめでたい

﹁トクホ︵特定保健用食品︶﹂
や﹁機能性表示食品﹂︑﹁栄養機
能食品﹂などという言葉をＣＭな
どで耳にしませんか？今回はそれ
ぞれの違いについて説明していき
たいと思います︒
これらの食品はいわゆる健康食
品やサプリメントとは違い根拠を
もって効果が設定されています︒
一定の条件を満たした食品のみが
表示することが出来るのです︒
﹁トクホ︵特定保健用食品︶﹂
とは個々の製品ごとに許可を受け

おススメの本
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VOLUME

Hot selling !! 今売れ商品

長寿命クーラントも性能が劣化します︒
車検時の注入が効果的です︒

︵杉村隆行︶

（布施茂雄）
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FESTIVALS
〜岐阜県大垣市〜

JAPAN

紹介

autohands meeting report

日

例会便り

去る3月

3rd

日︑毎年恒例の
18

回国際

ーションも年々活発になり大変有

ーも顔なじみが増え︑コミュニケ

は年に1度の開催ですが︑メンバ

的な議論となりました︒実務者会

の具体的な販促事例を中心に積極

グストップ用のバッテリーの各社

エアコンフィルターとアイドリン

れからの売れ筋商材であります︑

た商材に付いての意見交換と︑こ

また翌日は前日の展示会で見つけ

の売れ筋商材の発掘を行いました︒

工具からケミカルまで幅広く明日

を特に実務者は精力的に見学し︑

Ｏ2017を見学︑広い会場の中

オートアフターマーケットＥＸＰ

にて開催されています第

日は昨年同様に東京ビッグサイト

8名で東京にて開催しました︒初

実務者会をメンバー8名︑実務者

17

意義な時間を共有出来たと皆で喜

㈱名神（岐阜県）／常北部品㈱（茨城県）／㈱タイヨー（京都府）／三栄輪業㈱（熊本県）

Meeting

︵杉村隆行︶

㈱村中パーツ（福井県）

ご当地
宝光院節分会はだか祭
42

REPORT 2017
SPRING
んだ次第です︒

株式会社 アクセス

アルプス工業株式会社

〒367-0223

本社・工場

in

我が社の営業部課
長の宇都出（うつ
で）君を紹介します。
現在37歳で、学生
時代は野球部で活躍
し、今も、社会人ク
ラブに入り活動して
おり、野球観戦も大
好きな青年です。
20歳で入社して
以来17年間、誠実
に仕事に打ち込み、
何事にも「中立」で正しいことをするのが、モ
ットーで日々研鑽し、邁進しています。
野球で培ったチームワーク力を発揮し、目配
り、気配りで信頼と絆を築き上げ、お客様から
指名を頂く程になり、また、話すのが大好きな
所と、面倒見の良い所もあってか、後輩からも、
親しみやすく、頼りになる存在となっています。
その包容力に惹かれた奥様と３年程前に、結
婚し、翌年には、ご子息も誕生し、続いて、同
僚の社員達にも、ご子息が３人も誕生し、弊社
ベビーブームの先駆けとなりました。
和気藹々の雰囲気の中、かけがえの無い家族が
増え、皆が充実している姿を見ているとこれか
ら全員で頑張り守っていかなければならないと
思います。
（黒川 毅）

15

U RI
M ATS

ざ わ い ・ 厄 を 杭 瀬 川 ︵ く い せ が が有名な﹁みそぎ川渡り﹂です︒
わ︶に入って身を清め︑厄除開運 午後3時頃より心男遷座︒川渡り
を祈願するという伝統の行事です︒ のみそぎの後︑本堂前で厄男から
午前8時の大般若経輪読に始まり︑ 選ばれた心男︵ 歳の厄男︶と副
豆うち式が行われます︒午後1時 心男︵ 歳の厄男︶を担ぎ出して
になると裸男が出場し︑掛け声を 練り歩きます︒そしていよいよク
上げながら走り︑本堂の前でもみ ライマックス︒副俵利剣木の争奪
合い︑宿に帰り休息するのを2回 が行われます︒裸男の集団の中に
その米俵が投げ込まれます︒
繰り返します︒
男たちは俵を引きちぎり︑
3回目に約 人
俵の中に詰められた籾殻を
の裸男達が肩を
まきちらしながら︑中の利
組み︑声を掛け
剣木を奪い合い︑今年の福
ながら同院周辺
男が決まるのです︒
を一周した後︑
今年はオリエンタルラジ
境内横を流れる
オの藤森さん
杭瀬川に勢いよ
が参加して更
く飛び込み︑胸
に盛り上がっ
までの寒水をか
たこの奇祭︑
き分けて︑歓声
一見の価値有
と共に水しぶき
りですよ︒
を上げ一気に約
︵柳瀬幸一︶
100ｍを渡り
切ります︒これ
25
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はだか祭といえば︑愛知県稲沢
市で行われている国府宮はだか祭
が全国でも有名ですが︑今回は︑
岐阜県大垣市の宝光院はだか祭を
紹介いたします︒
毎年2月3日の節分の日に執り
行われるこの祭りは︑一年間のわ
（京都府）

営業所／旭川・札幌・仙台・盛岡・郡山・足立・江東・多摩
日本橋・大阪・岡山・福岡・熊本・鹿児島・沖縄
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当社はフィルター製造の専門メーカーとして
自動車用、建設機械用、工作機械用、
純水装置用、クリーニング用など
さまざまな分野で社会に貢献しています。

埼玉県本庄市児玉町田端390
TEL 0495-72-3131㈹
FAX 0495-72-3554

㈱北光社（徳島県）／直方自動車商事㈱（福岡県）／㈱伏見商会（京都府）

㈱フセパーツ（広島県）／㈱寿（長崎県）／㈱南海部品商会（沖縄県）／㈱杉村商会（和歌山県）

