
環境問題から自動車リユースパーツへの関心が高まっています。 子供たちの未来のために整備修理にはリユースパーツを
活用しましょう。 そんなリユースパーツの知りたいこと、地域のお店の情報が満載です。 
リユースパーツを使った修理をしたいと思った時に、すぐ問い合わせができるのでとても便利です。

リユースパーツを使
った自動車修理のす
べてがわかる
ビデオ(ＮＧＰ制作)

リユースパーツの
活用事例
具体的な事例と修理金額

NGPベルマーク運動
サポーターを募集
ご賛同して活動していただ
ける方を募っています

ＮＧＰ日本自動車リサイクル事業協同組合／株式会社NGP
〒108-0074 東京都港区高輪３－25－33 長田ビル2F TEL 03－5475－1208

http://www.ngp.gr. jp/

自動車リサイクルの話
使用済み自動車の引取りか
ら解体、再資源化・リユース
パーツの環境効果を動画で
ご案内しています

リユースパーツを使用した
修理事例動画、廃車の買取
り「廃車王」などをご案内

160420

100
この印刷物はエコマーク認定の100%再生を
使用し、大豆油インキで印刷されています。

リユースパーツの
品質/保証
製品の種類・価格など

掲載店のサービス・
キャンペーンなど
掲載店は親切で丁寧な対
応を心がけています
おトクなサービスがあれ
ばぜひご利用ください

リユースパーツを活
用するお近くの修理
工場を探そう！
リユースパーツを積極的に
活用する信頼ある全国の工
場の情報が掲載されています

地球とお財布に優しい自動車修理地球とお財布に優しい自動車修理

NGP日本自動車リサイクル事業協同組合
株式会社NGP
NGP日本自動車リサイクル事業協同組合
株式会社NGP

子どもたちと学校を

応援しよう!
NGPはリユースパーツで
ベルマークを支援しています

子どもたちと学校を

応援しよう!
NGPはリユースパーツで
ベルマークを支援しています

PC・スマートフォン
から検索できます http://www.eco-hiroba.net/

検索エコひろば

ＮＧＰリユースパーツの
売上げの一部は
交通遺児
育英会に
寄付されて
います

環境に貢献できるって本当？

安く修理できるの？

答えはこちら！

どこに行けばリユース
パーツで修理できるの？

品質はどうなの？

リユースパーツって何？

「NGPリユースパーツ」の疑問に答えます！

どこに行けばリユースパーツで修理できるの?

エコひろばの優良工場でNGPリユースパーツ
を使った修理ができます。A

Q



リユースパーツって何?

CO2

NGPは富山県立大学・明治大学と共同でリユースパーツを
使用した際のCO2削減効果の
研究を行っています。

詳しくはコチラ　URL  http://www.nepp.jp/

NGPエコプロジェクト

アンケートは2015年5月に公表された社団法人日本損
害保険協会の「自動車リサイクル部品活用に関するアン
ケート(回答者9,892名)」の調査結果です

修理費が安かった 83.1%

環境への貢献 30.9%

修理内容に満足 16.5%

品質・安全性に満足 13.5%

工場の対応に満足 23.6%な い
64％ 満　 足

97.2％

不 満
2.8％

あ る 
36％

修理期間に満足 10.7%

満足だった理由( 複数回答 )リサイクル部品
使用の有無

使用した感想

安く修理できるの?

リユースパーツを使用することで
修理費用を節約することができます。
さらに作業時間も短縮できます。

※外装部品を事例として部品代の表示をしています。塗装代・取付工賃など
　は含まれていませんので正確な見積りは修理工場にお問い合わせください。

ボンネットの交換

バンパーの交換

フロントフェンダー交換

新 品 部 品 価 格

リユースパーツ価格

70,400円

20,000円

新 品 部 品 価 格

リユースパーツ価格

21,000円

11,500円

新 品 部 品 価 格

リユースパーツ価格

39,000円

13,000円

三菱 ミニカトッポ

ニッサン エルグランド

トヨタ クラウン

修理部品の料金比較

新品部品生産時
CO2 排出量

リユースパーツ生産時
CO2 排出量

リユースパーツを使用
することでCO2削減効
果が生まれます。

使用済み自動車からまだまだ
活用できる部品を取り出し製
品化したものがリユースパーツです。

NGPリユースパーツは豊富な在庫(常備在庫120
万アイテム)で、ほとんどの修理に対応できます。

■厳正な品質検査・機能検査を実施
■保証も付いています

み ほ ん

NGPのすべての製品には品質を保証する

「ギャランティシール」が貼布されています。

厳格な「NGP検査基準」を合格した製品で

あることの証です。

　 ※NGPはベルマークの協賛会社としてギャラ

　　 ンティシールにベルマークをつけています

信頼の証 「ギャランティシール」

上記以外の部品および保証の詳細は「NGPホームページ」をご参照ください(http://www.ngp.gr.jp/)

保証
対象

保証
内容

エンジン・
ミッション

機能部品 外装部品電装部品

出荷日より１ヶ月間
代品交換または返品の
受付

商品到着後7日間まで
（商品確認期間）
代品交換または返品
の受付

出荷日より６か月間
または走行距離
10,000kmまで※
代品交換と工賃負担
※一部の大型貨物を除く

出荷日より３か月間
または走行距離3,000kmまで
代品交換と工賃負担

オルタネーター・ターボチャージャー
スロットルボディ・スターター
キャブレター・噴射ポンプ
パワステポンプ
ACコンプレッサー　

バンパー・ガラス・ドア
ボンネット・フェンダー
ほか

スピードメーター・オーデ
ィオ・パワーウィンドウ
電動ドアミラー　ほか　

NGPは｢NGP商品化登録基準｣に沿った厳正な品質検査・機能
検査に合格した良質なリユースパーツだけを提供しています。

信頼いただける品質です。

約70kgのCO2削減効果があります
　　　　 　　   　　(Ver.NGP2004)

たとえば「フロントドア」
（1300cc 小型車）

約70kgのCO2削減効果があります
　　　　　　　　    (Ver.NGP1604)

たとえば「フロントドア」
（1300cc 小型車）

杉の木1本は
年間14kg※のCO2
を吸収するといわれ
ていますので、杉の
木約５本分のCO2
吸収量に相当し
ます

CO2

リユースパーツは
新品部品と比べ
て低価格です。

この差が
CO2 削減効果
です！

すごーい

リサイクル部品活用アンケートの回答より

97.2%97.2%97.2%
※リサイクル部品は大きく分けて｢リユースパーツ｣ ( 中古部品 ) と「リビルトパーツ」（再生部品）に分けられます

事例3

事例2

事例1

品質はどうなの? 環境に貢献できる
って本当?

NGPリユースパーツは

ここが違う！
NGPリユースパーツは

ここが違う！

NGPについて
使用済み自動車の適正処理及びリサイクル
パーツの生産・販売をしています。

■国内唯一の経済産業大臣認可の事業協同組合
■NGPグループは188拠点、141社の全国ネット
　ワークとして活動しています

■NGPリユースパーツの保証基準(抜粋)

A
Q

A
Q

A
Q

A
Q

※出典：「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省／林野庁

地球とお財布に優しい自動車修理地球とお財布に優しい自動車修理

リサイクル部品で修理した

お客さま満足度
※リサイクル部品で修理した

お客さま満足度
※

安心な品質 環境にやさしい環境にやさしい経済的な価格安心な品質 環境にやさしい環境にやさしい経済的な価格



リユースパーツって何?

CO2

NGPは富山県立大学・明治大学と共同でリユースパーツを
使用した際のCO2削減効果の
研究を行っています。

詳しくはコチラ　URL  http://www.nepp.jp/

NGPエコプロジェクト

アンケートは2015年5月に公表された社団法人日本損
害保険協会の「自動車リサイクル部品活用に関するアン
ケート(回答者9,892名)」の調査結果です

修理費が安かった 83.1%

環境への貢献 30.9%

修理内容に満足 16.5%

品質・安全性に満足 13.5%

工場の対応に満足 23.6%な い
64％ 満　 足

97.2％

不 満
2.8％

あ る 
36％

修理期間に満足 10.7%

満足だった理由( 複数回答 )リサイクル部品
使用の有無

使用した感想

安く修理できるの?

リユースパーツを使用することで
修理費用を節約することができます。
さらに作業時間も短縮できます。

※外装部品を事例として部品代の表示をしています。塗装代・取付工賃など
　は含まれていませんので正確な見積りは修理工場にお問い合わせください。

ボンネットの交換

バンパーの交換

フロントフェンダー交換

新 品 部 品 価 格

リユースパーツ価格

70,400円

20,000円

新 品 部 品 価 格

リユースパーツ価格

21,000円

11,500円

新 品 部 品 価 格

リユースパーツ価格

39,000円

13,000円

三菱 ミニカトッポ

ニッサン エルグランド

トヨタ クラウン

修理部品の料金比較

新品部品生産時
CO2 排出量

リユースパーツ生産時
CO2 排出量

リユースパーツを使用
することでCO2削減効
果が生まれます。

使用済み自動車からまだまだ
活用できる部品を取り出し製
品化したものがリユースパーツです。

NGPリユースパーツは豊富な在庫(常備在庫120
万アイテム)で、ほとんどの修理に対応できます。

■厳正な品質検査・機能検査を実施
■保証も付いています

み ほ ん

NGPのすべての製品には品質を保証する

「ギャランティシール」が貼布されています。

厳格な「NGP検査基準」を合格した製品で

あることの証です。

　 ※NGPはベルマークの協賛会社としてギャラ

　　 ンティシールにベルマークをつけています

信頼の証 「ギャランティシール」

上記以外の部品および保証の詳細は「NGPホームページ」をご参照ください(http://www.ngp.gr.jp/)

保証
対象

保証
内容

エンジン・
ミッション

機能部品 外装部品電装部品

出荷日より１ヶ月間
代品交換または返品の
受付

商品到着後7日間まで
（商品確認期間）
代品交換または返品
の受付

出荷日より６か月間
または走行距離
10,000kmまで※
代品交換と工賃負担
※一部の大型貨物を除く

出荷日より３か月間
または走行距離3,000kmまで
代品交換と工賃負担

オルタネーター・ターボチャージャー
スロットルボディ・スターター
キャブレター・噴射ポンプ
パワステポンプ
ACコンプレッサー　

バンパー・ガラス・ドア
ボンネット・フェンダー
ほか

スピードメーター・オーデ
ィオ・パワーウィンドウ
電動ドアミラー　ほか　

NGPは｢NGP商品化登録基準｣に沿った厳正な品質検査・機能
検査に合格した良質なリユースパーツだけを提供しています。

信頼いただける品質です。

約70kgのCO2削減効果があります
　　　　 　　   　　(Ver.NGP2004)

たとえば「フロントドア」
（1300cc 小型車）

約70kgのCO2削減効果があります
　　　　　　　　    (Ver.NGP1604)

たとえば「フロントドア」
（1300cc 小型車）

杉の木1本は
年間14kg※のCO2
を吸収するといわれ
ていますので、杉の
木約５本分のCO2
吸収量に相当し
ます

CO2

リユースパーツは
新品部品と比べ
て低価格です。

この差が
CO2 削減効果
です！

すごーい

リサイクル部品活用アンケートの回答より

97.2%97.2%97.2%
※リサイクル部品は大きく分けて｢リユースパーツ｣ ( 中古部品 ) と「リビルトパーツ」（再生部品）に分けられます

事例3

事例2

事例1

品質はどうなの? 環境に貢献できる
って本当?

NGPリユースパーツは

ここが違う！
NGPリユースパーツは

ここが違う！

NGPについて
使用済み自動車の適正処理及びリサイクル
パーツの生産・販売をしています。

■国内唯一の経済産業大臣認可の事業協同組合
■NGPグループは188拠点、141社の全国ネット
　ワークとして活動しています

■NGPリユースパーツの保証基準(抜粋)

A
Q

A
Q

A
Q

A
Q

※出典：「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省／林野庁

地球とお財布に優しい自動車修理地球とお財布に優しい自動車修理

リサイクル部品で修理した

お客さま満足度
※リサイクル部品で修理した

お客さま満足度
※

安心な品質 環境にやさしい環境にやさしい経済的な価格安心な品質 環境にやさしい環境にやさしい経済的な価格



環境問題から自動車リユースパーツへの関心が高まっています。 子供たちの未来のために整備修理にはリユースパーツを
活用しましょう。 そんなリユースパーツの知りたいこと、地域のお店の情報が満載です。 
リユースパーツを使った修理をしたいと思った時に、すぐ問い合わせができるのでとても便利です。

リユースパーツを使
った自動車修理のす
べてがわかる
ビデオ(ＮＧＰ制作)

リユースパーツの
活用事例
具体的な事例と修理金額

NGPベルマーク運動
サポーターを募集
ご賛同して活動していただ
ける方を募っています

ＮＧＰ日本自動車リサイクル事業協同組合／株式会社NGP
〒108-0074 東京都港区高輪３－25－33 長田ビル2F TEL 03－5475－1208

http://www.ngp.gr. jp/

自動車リサイクルの話
使用済み自動車の引取りか
ら解体、再資源化・リユース
パーツの環境効果を動画で
ご案内しています

リユースパーツを使用した
修理事例動画、廃車の買取
り「廃車王」などをご案内

160420

100
この印刷物はエコマーク認定の100%再生を
使用し、大豆油インキで印刷されています。

リユースパーツの
品質/保証
製品の種類・価格など

掲載店のサービス・
キャンペーンなど
掲載店は親切で丁寧な対
応を心がけています
おトクなサービスがあれ
ばぜひご利用ください

リユースパーツを活
用するお近くの修理
工場を探そう！
リユースパーツを積極的に
活用する信頼ある全国の工
場の情報が掲載されています

地球とお財布に優しい自動車修理地球とお財布に優しい自動車修理

NGP日本自動車リサイクル事業協同組合
株式会社NGP
NGP日本自動車リサイクル事業協同組合
株式会社NGP

子どもたちと学校を

応援しよう!
NGPはリユースパーツで
ベルマークを支援しています

子どもたちと学校を

応援しよう!
NGPはリユースパーツで
ベルマークを支援しています

PC・スマートフォン
から検索できます http://www.eco-hiroba.net/

検索エコひろば

ＮＧＰリユースパーツの
売上げの一部は
交通遺児
育英会に
寄付されて
います

環境に貢献できるって本当？

安く修理できるの？

答えはこちら！

どこに行けばリユース
パーツで修理できるの？

品質はどうなの？

リユースパーツって何？

「NGPリユースパーツ」の疑問に答えます！

どこに行けばリユースパーツで修理できるの?

エコひろばの優良工場でNGPリユースパーツ
を使った修理ができます。A

Q


