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オートハンズ通信

㈲丸西自動車 ≪長崎県諫早市≫

52

（有）丸西自動車

住 所：長崎県諫早市多良見町元釜565-1
電 話：0957-44-1549
F A X：0957-44-1826

人氏へ引き継がれ︑平成８年６
月︑九州運輸局指定の民間車検指
定工場を取得されました︒今年で
創業 周年を迎えられる老舗であ
ります︒同社のスローガンは︹安
心︑安全︑親切丁寧︺をモットー

一意
直到

︵佐藤宏幸︶

にお客様とのコミュニケーション
を通じて︑信頼関係を築かれ︑部
品︑用品の販売にも取り組んでお
られ︑新車販売︑車検入庫が大幅
に増え順調に業績を伸ばされてお
ります︒最近︑エコカーブームが
進み︑ハイブリッド車︑電気自動
車︵EV︶が多くなり整備内容も
大きく変化しています︒スキャン
ツール︑テスターなどのツールを
使用しての整備︑修理が多くなっ
ています︒整備技術向上のため︑
整備振興会の勉強会等︑参加され
知識と応用力を身に付け︑信頼出
来る整備工場と︑︹地域一番店︺
になるように頑張られています︒
同社が昨年から取り組んでおられ
るのは︑タイヤ︑エアコンフィル
ターの販売です︒お客様の愛車を
トラブルから守る為︑すり減った
タイヤの早めの交換︑スタッドレ
スタイヤへの交換を提案し︑また
車内の脱臭︑消臭効果があるエア
コンフィルター交換促進に取り組
み︑お客様の快適︑安心のカーラ
イフを提供されています︒これか
らも付加価値ある商品︑サービス
を提案されていくと思います︒私
たち部品商は︑㈲丸西自動車様が
︹地域一番店︺になるようにサポ
ートさせて頂きたいとの思いで
す︒今後︑益々のご活躍を祈念し
ております︒
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平成がいよいよ終わる︒この
年はまさに激動の時代だった︒バ
ブル崩壊に始まり︑﹁デフレ﹂の
進行︑２度の大震災︑オウム真理
教事件︑さらにグローバル化など
による格差の拡大︑少子高齢化に
よる人口減少︑インターネットや
スマートフォンの普及といった社
会環境・産業構造の急激な変化が
起こった▼この 年で日本はどの
ように変わったか︒︻世界時価総
額ランキング上位 社︼を見ると
平成元年︑ＮＴＴが首位︑日本興
業銀行２位︑以下日本の各都市銀
行︑トヨタ︑日産︑新日鉄︑日
立︑松下等々金融︑電機︑製造メ
ーカーが名を連ね︑いわゆる﹁モ
ノ﹂消費を支える日本企業が 社
ランクインしていた︒そして︑平
成 年では︑アップルを先頭に︑
アマゾン等︻ＧＡＦＡ︼と呼ばれ
る四大企業が上位を占め︑いわゆ
る﹁コト﹂消費を進めるテクノロ
ジー企業が多数名を連ね︑日本企
業はトヨタ１社のみ︒この 年の
変遷が如実に示されている▼ちな
みに︑自動車の国内需要の推移を
見ると︑平成元年︑740万台だ
ったが︑ 年520万台︑今後と
もこの水準で推移すると予想され
ている︒次の 年︑コト消費の流
れの中で︑﹁クルマ﹂もコネクテ
イッド︑自動運転︑シェアリン
グ︑電動化と言った変動・変化に
直面していくが﹁変化はチャン
ス﹂アフターマーケット市場は
我々が担っていく決意で頑張って
いきたい︒
︵斉藤修一︶
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長崎県︑諫早市 三方を有明
海︑大村湾︑橘湾と海に囲まれ︑
一年を通して温暖で︑四季折々の
豊かな自然に恵まれた街でありま
す︒諫早市多良見町は︑とても甘
くておいしいみかん﹁伊木力みか
ん﹂で有名な産地であります︒今
回︑ご紹介します元気印のお客様
は㈲丸西自動車様です︒１９６７
年６月︑多良見町元釜にて自動車
整備業として西山満一氏により創
業されました︒当時は︑小型車４
台分のスペースで営業されていた
そうです︒平成元年には事務所兼
ショールームを新設され︑平成７
年４月には︑代表取締役を中嶋和
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がんばる会社訪問
印!!
元気
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スプリングの振動を吸収する

振動エネルギーは継続される

振動エネルギーを熱に交換

伸びようとすれば伸ばさない力

縮もうとすれば縮ませない力

油の流れ･圧力

入力する力

■ ショックアブソーバーの働き

スプリング

ショックアブソーバー
（ダンパー）

※懸架スプリングと
並列に配置される

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。

・サスペンションだけバタバタと跳ねる

・ロールスピードが速くなる

・揺り返しが大きくなる

・リアタイヤ接地性悪化で制動力も低下

・回避ステアリング操作も不安定

〒367-0223

本社・工場

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

想されています︒しかしながら国
内の自動車保有台数は約7︑
800万台︵自動車検査登録情報
協会より︶と横ばいであり︑車齢
が伸びてきている事がデータでも
証明されています︒国内保有の６
割が初年度登録から７年が経過し
ており︑平均的な年間走行距離に
換算すると︑半数が交換の適齢期
を迎えています︒今までの主力交
換部品が過渡期を迎えている今︑
ショックアブソーバー交換を提案
致します︒安定した需要が有り︑
近い将来整備工場の主力交換部品
の仲間入りを果たしていることで
しょう︒﹃止まる・曲がる・走
る﹄に加え︑﹃安心・安全・快
適﹄を実現する重要機能部品で有
るショックアブソーバー︑車の整
備はまず︻足元︼からお願い致し
ます︒

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

代理店

株式会社 アクセス

アルプス工業株式会社

ＫＹＢエンジニアリング
アンドサービス株式会社

・車体が上下、揺れや振動が止まらない

SKILL

ショックアブソーバーの役割

︵情報提供︶

【車体での動作イメージ】

learn a

スプリングの役割

・車体を支える（車高を決める）
・振動を吸収しエネルギーを保存

ショックアブソーバー

タイヤとの関連性
タイヤはほとんどのドライバー
が一度は交換した事がある最もポ
ピュラーな交換部品です︒そんな

スプリング

スプリング

す︒
減衰力はスプリングが伸びようと
自動車が絶えず変化する路面の すると︑伸ばさない方向へ︑縮も
上をスムーズに走れるのは人間の うとすると縮ませない方向へ発生
膝の様な働きをするサスペンショ します︒
技術コラム vol.44
ン
が
あ
る
か
ら
で
す
︒
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減衰力発生のメカニズム
ポーツの花形︑スキー競技の﹃モ
減衰力の発生メカニズムを竹製
ーグル﹄をご存じでしょうか？大
小のコブを膝の動きで吸収しスキ の水鉄砲で説明してみましょう︒
タイヤが偏摩耗を起こしていた⁝︒ ー板を雪面から離しません︒スキ 水鉄砲でピストンをゆっくり押し
ショックアブソーバーの重要性 まず最初にアライメントのズレを ーヤーの膝は理想的なサスペンシ た場合と早く押した場合を考える
ハイブリッド車︑電気自動車の 疑います︒しかし本当にそれだけ ョンの役割を見事に果たしている と︑早く押した場合の方がより大
きな力が必要なのはご存じの通り
普及に加え︑先進安全技術搭載車 でしょうか？タイヤの偏摩耗にも のです︒
両の増加で自動車を取り巻く環境 ショックアブソーバーが大きく関
通常︑ショックアブソーバーは です︒また︑同じスピードで押し
は大きく変わろうとしています︒ わっています︒走行中︑車体は常 スプリング︵ばね︶と組合せて使 た場合︑水の出口が小さいほど力
が必要になります︒この抵抗力が
この様な環境下でもショックアブ に姿勢変化を起こしており︑その 用します︒
ソーバーは必ず搭載される重要な 姿勢を一定に保つ機能が有るショ
スプリングの主な役割は①車体 シ ョ ッ ク ア ブ ソ ー バ ー で ﹃ 減 衰
機能部品です︒﹃走る・止まる・ ックアブソーバーが劣化すると姿 を支える︵車高を決める︶②路面 力﹄と呼ばれます︒ショックアブ
曲がる﹄を決定付ける機能部品で 勢を保つ事が出来ずタイヤに過度 からの衝撃を吸収する︵衝撃を抑 ソーバーの場合は密閉された状態
有るにも関わらず整備では見落と な負担がかかり偏摩耗の原因とな える機能は無い︶に対し︑ショッ で水の代わりに油が入っており︑
されるケースが多いです︒交換部 っています︒タイヤ交換の次はシ クアブソーバーの役割は﹃スプリ 水鉄砲の穴の代わりにピストンバ
品の過渡期を迎えようとしている ョックアブソーバーを点検して下 ングが吸収した振動を抑える﹄の ルブに穴があけられています︒こ
昨今︑全ての車両でショックアブ さい︒せっかく交換したタイヤを が主な役割となります︒スプリン の穴は﹃オリフィス﹄と呼ばれて
ソーバーの点検・交換を行う事が 長持ちさせてみませんか？
グの動きを抑える力の事を﹃減衰 います︒
出来ます︒快適なカーライフを提
力﹄と呼びます︒減衰力とはある
ショックアブソーバーの働き 振動に対して︑一定状態まで収束 ショックアブソーバー交換の勧め
案するためには定期的な部品交換
ショックアブソーバーはサスペ させる力の事で振動を減衰させる
日本国内において新車販売台数
が必要でありショックアブソーバ
ーの点検・交換は50︑000㎞ ンションを構成する部品の一つで 力で有る為︑減衰力と呼ばれます︒ は成熟期を迎え︑今後も苦戦が予
〜をお勧めしています︵４本また
は左右２本交換︶︒しかし︑﹃廃
車まで１度も交換した事が無い﹄︑
﹃事故による１本交換﹄︑多くの
車両が機能の低下した状態で走行
しているケースが多々見受けられ
ます︒ショックアブソーバーの劣
化症状として﹃フワフワ感が強く
なる﹄︑﹃コーナーでロールが大
きくなる﹄︑﹃ブレーキの制動距
離が伸びる﹄︑﹃子供が車酔いす
る﹄︑﹃ハンドリングのレスポン
ス悪化﹄などが具体例です︒
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路面からの入力（ショック）を吸収（アブソーブ）するのはスプリングであり、
ショックアブソーバーはスプリングの振動をダンピングさせるものであるため、
ダンパーとも呼ばれている。

■ ショックアブソーバーの原理

・スプリングの動きを押さえる「力」の事を「減衰力」と言います。

・減衰力は、スプリングが伸びようとすると、伸ばさない方向へ
又、縮もうとすると、縮ませない方向へ発生します。
スプリングの動きとは正反対の力を発生させることで揺れを抑える。

・昔の水鉄砲と同じ原理

■ ショックアブソーバーが劣化すると…

カーエアコンが真夏に活躍するの
はもちろんですが︑車内を快適な温
度に保ち︑クリアな視界を確保する
ためにも一年中活躍しています︒そ
んなエアコンの冷媒であるＲ１３４
ａは︑システムの経年劣化やホース
からの透過などにより次第に減少︑
または漏れ出し︑エアコンの効きが
悪くなってしまいます︒そこで修理
に持ち込まれる訳ですが︑修理の見
積もりをするためには︑まずは漏れ
や故障原因の調査が必要です︒Ｒ１
３４ａは無色無臭で︑漏れに関して
は目視での判定は難しく︑原因の特
定も簡単ではありません︒とりあえ
ず漏れ出したガスやオイルの補充を
して様子を見る場合もありますが︑
これでは修理とはなりません︒そこ
で︑このＤｒ．Ｌｅａｋが非常に有
効な商材となります︒
Ｄｒ．Ｌｅａｋには︑Ｒ１３４ａ
のガス︑潤滑油に加えてカーエアコ
ンのガスの漏れ止め剤︑漏れた場所
を確認するための蛍光剤が入ってい
ます︒よって︑小さ
な穴からのスローリ
ークなら 〜 分で
ほとんど止まり︑そ
の効果は半永久的に
続きますのでこれで
修理完了となります︒また︑これで止まらない漏れ
の場合には︑蛍光剤により容易に漏れ箇所を特定で
き︑部品交換の見積もりを正確に行えます︒お客様
を待たせることなく初期対応ができて︑その後の本
格修理となった場合にも漏れ箇所が特定しやすくな
り︑エアコン整備に大変便利なアイテムです︒
このブランドは︑日産など世界 のカーメーカー
で新車出荷時のラインで採用されているので︑新車
にも安心してお勧めできます︒エアコン不調ではな
くても︑事故修理の際に︑エアコンのガスチャージ
に合わせて予防的にこのＤｒ．Ｌｅａｋを使用され
ている鈑金工場もあり︑季節を問わず︑お勧めでき
る商品です︒なお︑電動コンプレッサーを搭載した
ハイブリッド車／電気自動車には使用できませんの
でご注意ください︒
︵柳瀬幸一︶
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hot-selling product

Ｄｒ．Ｌｅａｋ（ド ク タ ー リ ー ク ）

ずぼ ら 料 理
普段料理の本などを買っては手順通
りまねて作ったりするのですが︑食
材の種類も多いのに加えて普段あま
り使わない調味料もあり︑買っては
みたものの賞味期限が切れて廃棄と
なり無駄が多くなっていました︒も
っと材料︑調味料等がシンプルで短
時間に簡単に作れるレシピは無いも
のかと以前から思っていました︒紹
介する料理は決して激うまとは言え
ませんし︑見た目も何だと思われる
かもしれません︒しかし︑簡単︑シ
ンプル︑そこそこ美味しいと三拍子

本屋大賞といえば全国の書店員さんがいちばん売
りたい本に投票して選ばれる賞。そして今年の本屋
大賞の第一位は辻村深月の「かがみの孤城」でし
た。しかしながらこの作品は若者向けで、残念なが
ら私は途中でリタイヤしてしまいました。そして、
第２位に選ばれたのがこの「盤上の向日葵」です。埼玉、天木山の山中
から発見された白骨遺体と共に見つかった将棋の駒は時価600万は下ら
ないとされる名品であった。この駒を唯一の手がかりに必死の捜査の末
に刑事がたどり着いた場所は将棋の最高峰竜昇戦が行われている山形県
天童市。物語はここから始まります。実業界で大成功を収めながらその
地位を捨て、プロになった東大卒のエリート棋士の彼は本当に人殺しな
のか、話は竜昇戦と平行して彼の過去から現在までを描きながら進んで
いきます。将棋を知らない私でも一気に読み切れました。是非映像化も
して欲しい作品のひとつです。
（杉村隆行）

お米とエリンギ、松茸のイン
スタントお吸い物を用意して
下さい。お米一合に対して、
お吸い物一袋が良いかと思い
ます。まずはエリンギを細か
くカットして下さい。全ての
食材を混ぜ合わせ土鍋で炊飯
します。その際、お酒やみり
ん、しょうやめんつゆなどを
少々加えて味を落ち着かせて
下さい。ただし入れすぎると
松茸の香りが負けてしまう恐
れがあるので少々で結構かと
思います。エリンギの食感で
松茸気分を味わってみて下さ
（花ヶ崎 巧）
い。
著者／柚月裕子（中央公論新社）

そろった絶妙な料理です︒これから

BEST SELLER

なんちゃって 松 茸 ご 飯
盤上の向日葵

連載でお届けしますので興味のある

LL-DR100使用方法 YouTube動画 https://www.youtube.com/watch?v=f12HRHS8mzA
LL-DR200使用方法 YouTube動画 https://www.youtube.com/watch?v=rsk4Cn-g8GI

方は一度試してみて下さい︒

LL-DR200
LL-DR100
LL-DR1
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Hot selling !! 今売れ商品

カーエアコン用蛍光剤・潤滑油入り漏れ止め剤

27
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おススメの本

会長

いつもご愛読ありがとうございます。今回新春特別企画といたしまして全国に

おりますメンバーが厳選した各地域おすすめのグルメを、厳正なる抽選の上12
名様にプレゼントさせていただきます。ふるってご応募ください。
尚、応募は オ ー ト ハ ン ズ W E B http://www.autohands.com より必須
事項を記入の上お願いいたします。また、勝手ながらオートハンズメンバーと
お取引いただいているお客様に限定させていただきます。
※応募締切2月末日・抽選3月吉日
※当選者の方にはメンバーよりお届け

この新しい年が︑関係各社︑
お取引各社皆様と共に発展す
る年になる事を祈念いたしま
して︑新年のご挨拶とさせて
いただきます︒

哲也）

西山浩一

（北

２０２１年にはレベル４の
自動運転が実用化されるので
はないかと言われています︒
車は所有から時間単位のリー
スになり︑呼び出せば車のほ
うからやってくる︒事故も起
きないので警察も保険も必要
最小限になる︒車同士がつな
がって連絡を取り合い情報共
有されビッグデータとして蓄
積される︑そう遠くない未来
かもしれません︒ただ小学生
の時に遊園地でワクワクしな
がら乗ったゴーカートと同じ
ようなときめきが車の運転に
はあります︒将来︑車にかか
わる我々の仕事はますます高
度化し省力化されるでしょう
が︑どのような形であれメイ
ンテナンスが無くなることは
考えられません︒我々オート
ハンズグループも整備業に携
わる皆様方と共にこれからの
時代の変遷にしっかりかかわ
っていきたいと思います︒

彼の仕事ぶりは実直で正確で我慢強く、
まさに安定感の塊です。プライベートでは
ボウリング（ハイスコア253点）で流通団
地40周年記念大会の優勝に貢献し、他には
バス釣り（53cm）、サッカー、食べ歩き、
と多趣味です。これからも趣味と仕事に頑
張るナイスガイであり続けてください！

２０２５年には大阪万博の
開催が決定し︑前回の１９７
０年開催時の映像が度々流れ
ています︒その当時の夢の技
術が今では当たり前になって
いることに今更ながら気づか
されます︒今後ますます加速
するＡＩ・自動化並びに無人
化は人間の生活環境を好転さ
せることは間違いない技術で
はありますが︑無くなってい
く仕事も数多く発生していく
と思われます︒この環境の変
化の中でうまく順応していく
対応力を身に着けていきたい
と考えています︒

株式会社北光社の社員を紹介します。入
社13年目、鴨島営業所の藤本隆太君です。
営業マンとしてお客様の厚い信頼がありま
すが、それだけでなく危険物屋外貯蔵倉庫
の担当者として毎月100本以上のドラム缶
の入出庫を担当しています。まさに縁の下
の力持ちです。さらに「すごい会議」では、
社内コーチを務め、また商品チラシの製作
担当としても活躍しています。

新年 ごあいさつ

頑張ってます！

VOLUME 44

新年あけましておめでとう
ございます︒旧年中はオート
ハンズ会員各社へのご愛顧を
賜り厚く御礼申し上げます︒

キラリ

ここ数年は毎年激甚災害に
指定されるような大きな災害
が発生していますが︑昨年も
中国地方を中心に襲った西日
本豪雨災害・北海道では震度
７を観測した北海道胆振東部
地震や台風の上陸等︑毎月何
かしらの災害報道を目にする
１年でした︒被災された皆様
方には心よりお見舞い申し上
げたいと思います︒

2019. WINTER

オイル下がりはエンジンの敵です!!

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＞

㈱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）
㈱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）
㈱村中パーツ（福井県）

