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茨城トヨペットの 「自動車ディーラーは男性の職場」というイメージがあるけれど、茨城トヨペットはフロア
スタッフ・営業職・サービス・事務職などあらゆる場面で女性スタッフが活躍している会社です。
茨城トヨペットはこれからも男女ともに働きやすい職場環境づくりを意欲的に取り組んで
いきます。

■管理職（店長、ＧＭ、課長、サービスマネージャー）対象の教育研修は別に定めています。

●中堅社員研修　セルフコントロール手法とリーダーシップについて学ぶ
●思考力向上　ビジネスパーソンに必要な論理的な思考能力を身につける

●キャリア・デザイン【Ⅱ】　定年後も再雇用される為に必要な現有能力を確認する年金の基礎知識、再雇用チャレンジ制度についての理解を促進する

●キャリア・デザイン【Ⅰ】　自立に向けた10年後の職場生活を踏まえたキャリア開発のシナリオ作りの知識と技術の習得を目指す

●キャリア・ディベロップメント　自分の中核能力を理解し、今後どのように組織に貢献できるかを考える

教育研修体系概要（一般スタッフ対象）
年齢目安 研修講座名

55歳～

45歳～50歳前後

30歳～40歳前後

24歳～26歳

23歳～25歳

22歳～24歳

21歳～23歳

20歳～22歳

5年次

4年次

3年次

2年次

1年次 ●メンタルヘルス【基礎】　各種ストレスに対するセルフケアのポイントを理解する

●キャリア・プランニング　自分の可能性を広げる為のキャリア形成に関する基本的な考え方を身につける
●CSマインド　お客様満足度（CS）を高める為に必要な考え方と実践ポイントを理解する

●コミュニケーション強化【知識】　ビジネスコミュニケーションの基本を身につける

●キャリア・メイキング　キャリア開発に必要な考え方とスキルを習得し、これからのキャリアビジョンを考える

当社の求める人材像 常に豊かな人間性と向上心をもち、
社会の発展に貢献できる人材へ 2.人と人のつながりを大切にし、自ら考え主体的に行動できる力!!　3.幅広い見識を持ち、常に前向きにチャレンジできる力!!1.短期的視点に限らず、中長期的な視点で仕事に取り組める力!!

子育てサポート企業」として 
くるみんマークに認定
　次世代育成支援対策推進法に基
づき、一定の基準を満たした企業は
「子育てサポート企業」として、厚生
労働大臣の認定（くるみん認定）を
受けることができます。この認定を
受けた企業の証が、「くるみんマー
ク」です。
　茨城トヨペットでは、
2016年2月に認定を
受けています。

ワーク・ライフ・バランスの推進
　茨城トヨペットでは、組織の活性化と総労働
時間短縮を図るための勤務体系づくりとして、
本社では「フレックスタイム勤務」、営業店舗で
は「時間差勤務」を導入しております。
　また「働き方改革」に先駆けて、2017年8月より
「計画年次有給休暇制度（年間6日間）」を導入して
おります。計画的に有給休暇の申請をする事で
家族や友人と旅行に出かけるなど、心身の疲労感
をリフレッシュする良い機会として活用されてい
ます。
　このように、仕事と生活のバランスのとれた“ワー
ク・ライフ・バランス”の実現を推進しております。

安全衛生委員会の設置
　茨城トヨペットでは、2007年12月より労働
安全衛生法等、関連法令及び当社の就業規則
第78条（安全衛生管理体制）に基づき「安全衛
生委員会」を設置しました。
　当委員会では、当社における安全衛生の充
実を図り、社員の安全と健康を確保するととも
に快適な職場環境の形成を促進することを目
的としています。
　2019年4月より「働き方改革」の一環とし
て、社員が効率的に働き、しっかり休むための
各部署の取り組みを展開し、全体の意識向上
を図る議論にも積極的に取り組んでいます。

　私は、主に接客応対や電話応対、経理
業務などをしています。そして今は転勤やいろいろな業
務経験を経て、試行錯誤しながらも日々仕事のやりがい
を感じています。
　プライベートでは３児の母。結婚や出産をしても働き
続ける女性に憧れ、私もその選択をしました。会社では
ライフスタイルに合わせて時短勤務にしたり、戻れる居
場所があるのはありがたいことでした。働きながら子育
てするのは不安でしたが、家族や職場の方々にいつも助
けてもらっています。
　家族と休みが合わないこともありますが、大型連休な
どは家族揃って出かけるのが楽しみです。そして子供達
がくれる心のこもった手紙やイラストが私の宝物です。
　これからも自分らしく、笑顔で元気なワーキングマ
ザーとして精一杯頑張ります。

　車の営業＝男性の仕事というイメージの方、たくさんい
らっしゃると思います。
　実際のところ、男性に比べて女性の営業の方は少ないです。
　しかし、その中で自分にできることを考え行動し続けて
いけば、自然と自分らしい働き方になるのかな、と思ってい
ます。
　この車を買ってよかった、このお店で買ってよかった、
あなたから買ってよかった、そう思っていただけるお客様を
一人でも増やすことが、私の仕事のやりがいかな、と思います。
　　　　仕事をしていく上で、男女の差を感じることはあり
　　　ますが、それがマイナスになることはほとんどありま
　　　せん。上司や先輩にサポートしていただきながら働け
　　　る環境に感謝しています。
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　私は数少ない女性メカニックとして
日々、お客様の大切なお車を預り整備しております。
　入社時は慣れないことばかりで毎日が不安でしたが、
先輩方が優しく指導してくれた事で仕事が楽しいと思
えるようになりました。分からないことがあれば丁寧に
教えてくださったり、作業で困っているときには、声を
かけていただくなど優しい先輩に助けてもらいました。
　また、私が仕事をする中でモチベーションが上がる出
来事があります。それは、お客様から「女性の整備士さ
んって凄いね」「男の人達に負けずに頑張ってね」など
と、直接言っていただけることがあり、そんな触れ合い
がとても励みになります。
　休日は家族や友だちと旅行に行ったり、食べ歩きなど
をして満喫しています。仕事と休日が充実できるこの環
境が今後も続くよう、これからもお客様のお車を一生懸
命真心こめて整備していきたいです。

常総中妻店
サービス課

水島 スタッフ

U-Carセンター下妻店
営業課

森川 スタッフ

つくば学園の森店
営業課

柳田 スタッフ

本社 営業支援部
営業活動推進課
奥村 スタッフ
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　現在の主な業務は、自動車保険に関わる書類の確認や店舗
スタッフの問い合わせ対応をしております。
　時には私の知識不足で店舗スタッフやお客様にご迷惑を
おかけしてしまうこともありますが、周囲のメンバーにサポー
トしていただきながら楽しく仕事をしております。また、店舗
スタッフとのやりとりする中で「ありがとう！」「助かった！」と
言っていただける時が、私にとって仕事へのやりがいを感じる
瞬間です。これからも感謝の気持ちを忘れずに仕事に励みた
いと思います。
　　　　また、自分らしい働き方としては、フレックスタイム
　　　勤務（業務計画にあわせて就業時間・始終業時刻を
　　　一定のルールの中で選択が可能なこと）を活用してい
　　　ます。残業時間を減らすことで、友達や家族と過ごし、
　　　プライベートも充実しています。
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茨 城 ト ヨ ペ ッ ト  C S R 活 動 履 歴 （ 概 略 ）

1956年（昭和31年） 11月　水戸市五軒町に会社創立

活動履歴 備　考

本社現在地に移転

ふれあいグリーンキャンペーン開始

茨城トヨペット杯ゲートボール大会開始

本社・水戸千波店　新社屋完成

ISO推進事務局開設

環境マネジメントシステム取組開始

ISO14001　文書審査及び初回審査

水戸千波店・大宮バイパス店でＩＳＯ認証取得　

茨城トヨペット杯小学生ドッジボール大会開始

ISO14001 定期審査、新たに本社及び8店　認証取得

2代目プリウス発売

ISO14001 定期審査、新たに10店　認証取得

ISO14001 更新審査　登録更新、新たに2店　認証取得

レクサスつくば開店

ISO14001 定期審査

ISO14001 2004年度版(改訂規格)に移行

市町村合併により一部店舗名称変更

ISO14001 定期審査、新たに1店　認証取得

全社で環境マネジメント取り組み開始

セーフティーキャンペーン開始

ISO14001 更新審査（2回目）、新たに4店　認証取得

環境目標に「販売実績に応じて盲導犬基金へ寄付」を追加

第1回介助専門士養成講習実施

茨城エコ事業所に全店認定

ISO14001 定期審査、新たに2店　認証取得

3代目プリウス発売

古紙リサイクル開始

日本盲導犬協会へ前年実績からの積立金を寄付

第2回　介助専門士養成講習実施

ISO14001 定期審査、新たに1店　認証取得

日本盲導犬協会へ前年実績からの積立金を寄付

第3回　介助専門士養成講習実施

太陽光発電を導入したひたちなか昭和通り店オープン

ISO14001 更新審査（3回目）、新たに1店　認証取得

東日本大震災発生

日本盲導犬協会へ前年実績からの積立金を寄付

トヨタ原体験プログラム開始

コンパクトハイブリッド　アクア発売

ISO14001 定期審査

太陽光発電を導入した神栖知手店オープン

日本盲導犬協会へ前年実績からの積立金を寄付

ISO14001 定期審査、新たに4店　認証取得

ウェルキャブステーション　つくば西大橋店に設置

この年から毎年実施、これまで43回 ➡P 0 8

➡ 関連ページ

➡P 09

➡P10

➡P11

➡P11

➡P11

➡P 09

➡P11

➡P19

➡P11

➡P11

➡P11

➡P11

➡P11

➡P11

➡P11

➡P11

この年から毎年実施、これまで29回

この年から毎年実施、これまで17回

本社、日立田尻店、日立森山店、石岡東大橋店、下館神分店、古河東牛谷店、牛久南店、江戸崎店、岩井バイパス店

大津港店、大子バイパス店、笠間大鳥居店、下妻店、石下バイパス店、神栖店、守谷松並店、（Ｕ）日立田尻店、（Ｕ）6号水戸店、テクノセンター

募金を含め2,918,439円寄付

募金を含め3,029,731円寄付

勝田昭和通り店、潮来店

レクサスつくば

この年より毎年各店舗に備蓄水保存開始

笠松運動公園店、小川野田店、６号取手店、つくば西大橋店

41名受講

竜ヶ崎出し山店、ひたち野うしく店

募金を含め2,432,350円寄付

32名受講

PiPitサントル千波店

募金を含め2,914,673円寄付

29人受講

ひたちなか昭和通り店

募金を含め2,775,174円寄付

この年より毎年実施

募金を含め2,839,407円寄付

日本盲導犬協会へ前年実績からの積立金を寄付 募金を含め3,073,579円寄付

募金を含め2,984,476円寄付

土浦荒川沖店、つくば東大通り店、土浦並木店、神栖知手店

つくば学園の森店

日本盲導犬協会へ前年実績からの積立金を寄付

➡P11

➡P11

➡P11

募金を含め3,001,086円寄付日本盲導犬協会へ前年実績からの積立金を寄付

関東・東北豪雨により鬼怒川堤防決壊

ISO14001 定期審査

1964年（昭和39年）

1976年（昭和51年）

1990年（平成2年）

1991年（平成3年）

2001年（平成13年）

2002年（平成14年）

2003年（平成15年）

2004年（平成16年）

2005年（平成17年）

2006年（平成18年）

2007年（平成19年）

2008年（平成20年）

2009年（平成21年）

2010年（平成22年）

2011年（平成23年）

2012年（平成24年）

2013年（平成25年）

ISO14001 更新審査（4回目）

ISO14001 更新審査（5回目）

2014年（平成26年）

2015年（平成27年）

ISO14001 定期審査、新たに1店　認証取得2019年（平成31年）

日本盲導犬協会へ前年実績からの積立金を寄付

4代目プリウス発売

太陽光発電、多目的スペース、災害時用井戸を導入したつくば学園の森店オープン

LPGハイブリッド搭載 ジャパンタクシー発売

日本盲導犬協会へ前年実績からの積立金を寄付

募金を含め3,286,992円寄付日本盲導犬協会へ前年実績からの積立金を寄付

（Ｕ）6号みのり店、（Ｕ）下妻店、レクサスCPOつくばISO14001 定期審査、新たに3店　認証取得2016年（平成28年）

ISO14001 定期審査・移行審査2018年（平成30年）

2017年（平成29年）

すみません・・・
　　また来ます

よろしかったら
新しいプリウスを
ご試乗なさい
ますか？

ママからメッセージが
きたぞ！

ナニナニ？

・・・・・・

あなたに、「つながる安心」を
トヨタのコネクティッドサービス

ドライバーとつながる
DCM
（専用通信機）
DCM
（専用通信機）

トヨタのコネクティッドサービスとは

トヨタのコネクティッドサービスは、クルマと「トヨタスマートセンター」が通信でやりとりすることで
安心・安全、快適・便利なサービスをご提供するトヨタのつながるサービスです。

クルマはどこまで人に寄り添えるか、どこまで幸福に貢献できるのか。
未来の愛車のあり方を考えるTOYOTAのこたえ。 
それがトヨタのコネクティッドサービスです。
曖昧なリクエストにもお応えするオペレーターサービスや、
遠隔で安全を守る"セキュリティサービス"。
クルマが、あなたとのドライブをもっと楽しく、快適に、安全にしていきます。

クルマがトヨタスマートセンターと通信でつながり、安心・安全、快適・便利なサービスをご提供します。「エージェント」はクルマとドライバーが対話する新しい関係を実現しまし
た。また、様々なアプリをお客さまが選択してカーナビにインストールできる「Apps（アップス）」や、安心・安全を基軸とした「オンラインケア」の各種サービスが心ときめく快適・
便利なドライブをお約束します。さらに、スマートフォン向けアプリで24時間365日お客さまのカーライフをサポートします。
※トヨタのコネクティッドサービスをお使いいただくためには、T-Connectへの申込み、クルマでの利用開始操作が必要となります。

CONNECTED CAR
コネクティッドカー

プリウスは全車にDCM（専用通信機）
を標準装備。ネットワークにつながる

コネクティッドカーです。

CONNECTED SERVICE

社会とつながる
TOYOTA CONNECTED SOCIAL PROJECT

街とつながる
CONNECTED SAFETY

CONNECTED SERVICEについて詳しくは店舗スタッフにお問い合わせ下さい。

オペレーターサービス
24時間365日、専任のオペレーターが
さまざまな情報を調べてくれます。

eケア
（走行アドバイス）

マイカーSecurity
（うっかり通知）

ドライブ診断
マップオンデマンド・
ハイブリッドナビ

エージェント（音声対話サービス）
ナビに話しかけるだけで、目的地や情報を
手軽にスピーディーに検索できます。

LINEマイカーアカウント
SNSアプリ「LINE」を介して、出発前に
知りたい情報を教えてくれます。
 ■“LINE®”は、LINE株式会社の商標または登録商標です。

ヘルプネット®
（エアバッグ連動タイプ）
 ■“ヘルプネット®”は、株式会社 
　日本緊急通報サービスの登録商標です。

CONNECTED SERVICE
16

17 18 19



環境保全
活動

茨城トヨペットの
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看板

■解約した古い携帯電話の
お引き取り

■盲導犬募金箱
の設置

■アルミ缶・スチール缶・
オイルフィルタ等を
「カンクラッシャー」にて
圧縮して保管

部品庫
■廃棄物の削減、省資源を目的とした
トヨタかんばん方式による
在庫部品管理

■センサー付タイマーで
無駄な電力使用を削減

休憩・会議室
■CO2削減のため、
未使用場所・昼休み・休憩
時間等の消灯を徹底

廃油タンク
■日常点検で毎日廃油の漏れ、
保管量を確認

■使用したオイルが
漏れないように
工夫しています

■燃料消費削減のための
「待ち車検」の推進

ゴミ置場
■日頃より廃棄物置場の 4S
（整理・整頓・清掃・清潔）・分別を推進
■各廃部品は廃棄物置場にある
それぞれの容器に分別・細分化して保管
■指定業者にて適正処分
■産業廃棄物管理票（マニフェスト）で
処分を確認

サービスエンジニア
■整備技能向上を図るため
全エンジニアが「トヨタ技術検定」
1級取得を目指し取り組む

テクノショップ
■日頃から「汚さない作業」と、
「汚したらその場で清掃」の徹底
■オイルをこぼしてしまった時は
ウエスですぐ拭き取る
■定期的にオイル流出等緊急事態
を想定した訓練を実施
■自社鈑金工場での内製化を推進

社用車
■CO2排出量の削減を目的として
社用車にハイブリッドカーを使用

■運転は「エコドライブ」を徹底

■特定施設（エアコンプレッサー・
門型洗車機）の騒音で近隣に迷
惑をかけていないか点検実施

■その他夜間照明・臭い・埃等で
迷惑をかけていないか点検

ショールーム
■お客様のお車の燃費性能維持を目的とした
「スマイルパスポート」の販売

■積極的に蛍光灯の
リサイクルを実施

地域コミュニケーション

■「こども110番の店」事業を展開
■毎月1回地域周辺のゴミ拾いを実施

油水分離槽
■工場から出る排水はこちらで
油分と水に分離

■毎週、汚れ・油浮きを点検・
定期清掃実施

事務所

■CO2削減のためエアコン温度の
設定及び管理
（クールビズ・ウォームビズの実施）
■事務用品はグリーン商品を
積極的に購入　

■個人情報はシュレッダー処理
■積極的に古紙のリサイクルを実施 古紙の

リサイクル

クールビズ

茨城トヨペットは
地球のため、未来のため、
子どもたちのために
毎日実践しています！

環境報告 地球環境の保護と
豊かな社会を
実現するために

かけがえのない地球環境を守り、次の世代へと残し
ていくことが現在を生きる私たちの重要な使命だと
考えます。
茨城トヨペットはより環境にやさしい企業を目指し、
自然とのふれあいやクリーンアップ活動等に取り組
んでいます。

「茨城エコ事業所」
シンボルマーク

社用車をハイブリッドに ………………………

茨城エコ事業所認定 …………………………

2018年度環境指向型事業場表彰 ………………
　関東運輸局より、環境対策への取
り組みが積極的で優良な事業場と
して、つくば東大通り店が関東運輸
局長賞を受賞しました。2018年10月
23日（火）に表彰式が行われ、石川
店長が表彰を受けました。

お店周辺の清掃活動 …………………………
　茨城トヨペットでは各お店周辺の
清掃活動を展開しています。
　始業前にスタッフ有志が集い、地
域社会福祉活動の一助となるべく
清掃活動を行っています。

水戸千波湖周辺 清掃活動 ………………………
　茨城トヨペットは地域社会福祉
活動の一環として、毎年行われる水
戸市民祭り「黄門まつり」での千波
湖畔花火大会開催翌日の早朝、約
80名の社員がボランティアとして
清掃活動を行っています。

　茨城トヨペットは地球環境保護活
動の一環としてCO2排出量の削減
に取り組んでいます。社用車として、
「プリウス」や「アクア」などハイブ
リッドカーを多数使用しています。

　茨城エコ事業所登録制度は、事業所の規模や業種
等に関わらず、環境に配慮した取組を行う事業所を、
茨城県が「茨城エコ事業所」として登録して、その取
組を広く県民の皆様に紹介することにより、環境に
配慮した取組の普及・啓発を図り、環境への負荷の少
ない循環型社会づくりに寄与することを目的として
います。茨城トヨペットは、2008年10月14日付けで
茨城エコ事業所として登録認定されました。





設立
代表取締役社長
資本金
従業員
事業内容

営業状況（2019年3月期）
売上高
新車販売台数
車両総整備台数

394.9億円
8,114台
253,217台

U-Car小売台数
車検整備台数

3,137台
33,378台

1956（昭和31）年11月1日
幡谷定俊
5,000万円
741人（2019年4月現在）
新車販売、中古車販売、自動車買取、自動車整備、
保険代理店業、通信機器販売、通信設備施工、
レクサス事業、カーシェアリング事業

本社／水戸千波店本社／水戸千波店

茨城トヨペット株式会社 会社概要

新車

N E W  C A R 新車販売
充実のラインナップを県内全域で
販売。幅広いカテゴリーの中から
“あなたにピッタリ”が必ず見つかる!

U-Car販売
豊富な在庫から
あなたにぴったりのクルマが
きっとみつかります！

U-Car

U S E D C A R

サービス
県内200人以上のエンジニアが
お客様の大切なお車をトヨタの
確かな技術でサポートいたします。

サービス

S E R VI C E クレジット
「TOYOTA TS CUBIC CARD」で
豊かなカーライフを
ご提案いたします。

クレジット

C R E D I T

保 険
万が一のための各種損害保険で、
お客様のくらしを
サポートいたします。

保険

 IN
S U R A N CE 携帯電話

専門のスタッフが、au携帯電話の
説明から、新規登録・機種変更・
アフターサービスまで、きめ細か
にお客様をサポートします。

ケータイ

M

O B I L E P H O N

E
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車検・点検・整備は当社HPからお申し込みできます。

茨城トヨペットホームページをご覧ください!

https://www.ibaraki-toyopet.co.jp/

環境活動の国際規格、
ISO14001認証取得

茨城県内のトヨタ系ディーラー唯一のISO取得。茨城トヨペットは
これからも積極的に環境問題に取組んでいきます。

※レクサスつくば、レクサスCPOつくばを除く。

★ISO認証店舗（適用範囲：自動車の販売、整備及び修理）

県内全域に及ぶ安心のネットワーク
茨城トヨペットは
お客様のカーライフを
県内全域に及ぶ
安心のネットワークで
トータルサポートいたします。

茨城トヨペットは全店で
au携帯電話がご購入いただけます。
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大子町大子町
北茨城市北茨城市

高萩市高萩市

日立市日立市

常陸太田市常陸太田市
常陸大宮市常陸大宮市

城里町城里町
那珂市那珂市 東海村東海村

ひたちなか市ひたちなか市
水戸市水戸市

笠間市笠間市
桜川市桜川市筑西市筑西市

石岡市石岡市 小美玉市小美玉市

茨城町茨城町
大洗町大洗町

鉾田市鉾田市

行方市行方市

鹿
嶋
市

鹿
嶋
市

神栖市神栖市

潮来市潮来市稲敷市稲敷市

美浦村美浦村

かすみがうら市かすみがうら市

土浦市土浦市
つくば市つくば市

常総市常総市
坂東市坂東市

つくば
みらい市
つくば
みらい市

守谷市守谷市

取手市取手市

牛久市牛久市

阿見町阿見町

龍ケ崎市龍ケ崎市

利根町利根町
河内町河内町

五霞町五霞町

下妻市下妻市

結城市結城市

古河市古河市 八千代町八千代町

境町境町

38 レクサスCPOつくば ★ 
つくば市西岡418-59
029-861-1150

32 守谷松並店 ★ 
守谷市松並2000-42
0297-46-3511

14 つくば学園の森店 ★
つくば市学園の森3-7-1
029-856-7211

12 つくば東大通り店 ★ 
つくば市妻木745-2
029-852-3234

31 6号取手店 ★ 
取手市井野台4-1-1
0297-74-8111

4 大子バイパス店 ★
久慈郡大子町池田1312-2
0295-72-5671

5 大宮バイパス店 ★
常陸大宮市泉517-6
0295-52-1171

18 笠間大鳥居店 ★ 
笠間市飯合100-1
0296-74-4511

17 竜ヶ崎出し山店 ★ 
龍ケ崎市野原町79
0297-62-7631

11 土浦荒川沖店 ★ 
土浦市荒川沖471-1
029-842-1234

13 つくば西大橋店 ★ 
つくば市西大橋648-3
029-858-2850

37 レクサスつくば ★ 
つくば市竹園1-4-3
029-855-7301

16 牛久南店 ★ 
牛久市牛久町822
029-873-3936

15 ひたち野うしく店 ★ 
牛久市ひたち野東1-24-4
029-871-4361

24 江戸崎店 ★ 
稲敷市江戸崎甲2561-1
029-892-5671

33 U-Carセンター土浦高津店
土浦市上高津726-3
029-823-6116

10 土浦並木店 ★ 
土浦市上坂田1468
029-862-3111

23 潮来店 ★ 
潮来市上戸304-1
0299-64-6010

35 U-Carセンター6号みのり店 ★
小美玉市西郷地1531-7
0299-48-2070

22 神栖知手店 ★ 
神栖市知手3106-19
0299-95-1121

21 神栖店 ★ 
神栖市堀割3-3-8
0299-92-5420

19 石岡東大橋店 ★ 
石岡市石岡2930
0299-23-2291

20 小川野田店 ★ 
小美玉市川戸1353
0299-58-2831

34 U-Carセンター6号水戸店 ★
東茨城郡茨城町長岡4255-3
029-292-7221

9 アートタワー水戸店
水戸市泉町2-4-1
029-226-9311

2 日立田尻店 ★
日立市田尻町4-36-1
0294-42-9611

8 水戸千波店 ★ 
水戸市千波町2028-1
029-241-1121

7 ひたちなか昭和通り店 ★ 
ひたちなか市中根888-1
029-272-5671

6 笠松運動公園店 ★
ひたちなか市佐和2335-7
029-285-4111

3 日立森山店 ★
日立市森山町5-1-8
0294-52-6306

1 大津港店 ★
北茨城市関南町神岡下339-1
0293-46-5551

29 常総中妻店
常総市中妻町248
0297-22-2111

28 常総石下店 ★ 
常総市新石下1648-1
0297-42-0567

30 坂東店 ★ 
坂東市辺田1402-73
0297-36-0567

27 下妻店 ★ 
下妻市田下661
0296-43-3706

26 古河東牛谷店 ★ 
古河市東牛谷492-5
0280-98-0500

36 U-Carセンター下妻店 ★ 
下妻市高道祖1423-1
0296-45-1566

25 筑西神分店 ★ 
筑西市神分393-1
0296-24-5311

クルマ以外の楽しめる情報も、参加型イベント情報も盛りだくさん!!茨城トヨペット公式SNS

Facebook Instagram LINE
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「茨城トヨペット CSRレポート 2019」を最後までお読みいただき、ありがとうございました。

皆様からのご意見・ご感想などを本誌に付属の専用はがき（切手は必要ありません）にてお送り

ください。いただいたご意見・ご感想は今後の改善に活かしてまいります。

応募締切／2020年9月30日（当日消印有効）
プレゼントは先着順に発送いたします。お早めのご応募お待ちいたしております！

プレゼントは数に限りがございます。
万一品切れの場合はご容赦ください。

当選の発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

■お寄せいただいたアンケートのお答えご意見は、次回発行の「茨城トヨペットCSRレポート」に掲載させていただく場合があります。予めご了承ください。
（個人名等は掲載いたしません）　※ご応募いただいた方の個人情報は、プライバシー保護を遵守し、収集させていただいた個人情報は、プレゼントの発送
業務以外には使用致しません。

ご意見
ご感想を
お聞かせください！

Present

■バッグのデザインは変更になる場合があります。

本体サイズ：W48×H40×D15cm
素　材 ：キャンバス 綿100％
カラー ：ナチュラル

おハガキをいただいた方の中から 先着100人の方に
茨城トヨペットオリジナル トートバッグを1つ
プレゼント致します。

●大子バイパス店では、いつも親切笑顔で出迎えてくれます。
心がほっとしますね。

●アクシデント発生時、水戸千波店で早急に対応していただき、
大変心強かったです。代車の手配も助かりました。

●日立田尻店のサービスの徹底振りはプロとしての視点を感
じました。

●車の定期点検時に技術者からていねいに説明がうけられて
よくわかる。住所を変えたら車検証などの変更手続きを担当
者がすみやかにしてくれました。感謝！！
●今後ともCSR3本の柱確実に励行していって下さい。
●いつ事務所へ行っても質問するとていねいに説明してくれ安
心しています。今後も変わらずのお客様を大事にして下さる
事を希望します。

●高齢者を対象とした車の安全教室を是非企画を望みます。
●訪店の折のコーヒー、茶菓子は楽しみです。いつもありがと
うございます。
●一年通して多彩な催しものが多いのにはびっくりしました。
地域との密着さが伝わってきました。すばらしい企業を目指
して頑張ってほしいです。

●車の販売はもちろんのこと、これからも環境への取り組みや
社会貢献活動を続けていってほしいと願っています。
●社員の方たちが生き生きと働いているので感心しました。
●家族で参加できるイベントの企画をお願い致します。
●突然のトラブルにも快く対応して下さる最寄り店（6号取手
店）、担当の栗林さんには感謝しております。今後ともよろし
くお願いします。

●予約点検の日の前日の夕方に毎回ＴＥＬがあります。これは
何年も前から必ずです。守ってくれ忘れることはありません、
ありがたいです。
●笠間大鳥居店を30年以上妻と私でお世話になっています。
いつも丁寧に説明して頂き感謝しています。
●今後も女性や子供が気軽に入れるような雰囲気づくりをお
願いします。
●エコドライブやエコにつながる車のケアなどのことを学べる
教室などが開かれると嬉しいです。

●地域密着の会社で多方面に貢献されているのが良く分かり
ます。カラフルなページで読みやすいですね。

●社長である幡谷さんの「経営の第一は人である」「一人の百歩よ
り百人の一歩」素晴らしいメッセージを読ませて頂き感謝です。
●茨城トヨペットの誓いのページで御社の取り組みやお客様へ
の心構えが良く分かりました。子供たちの未来のための活動
が多く良いと思いました。

●年を重ねる毎に読み易く、編集の努力を感じます。また販売
会社の社員（支店）を登場させる等親しみ易さもＵＰしました。
●このＣＳＲレポートで貴社の会社方針等が理解できとても良
いと思います。
●幡谷定俊社長のトップメッセージを読ませて頂きました。長
い間のご努力・明るい展望がすばらしいです。

●どのような取り組みをしているのか、普段生活をしている中
では分かりませんでしたが、報告内容を読み、また実際に目に
し努力されているのだと思いました。
●このような年間でのまとめたレポートは大事で大切なことだ
と思います。PR（継続及び実行）していくことが重要です。
●イラスト・マンガ・写真を用いて非常に読みやすいです。

たくさんの貴重なご意見・ご感想、ありがとうございました。

本誌へのご感想

●小学生・中学生の登校下校時間帯に散歩を兼ねながら防犯
活動を推進しているところです。
●シルバー世代の生きがいに向け体操や学びについて計画して
います。
●定期的な町のクリーン作戦の他に自分の住んでいる道路の
清掃をしています。
●パピーウォーカーとして貢献しています。
●油まみれの皿を洗うときに新聞紙やトイレットペーパーでふ
いてから水を流して洗っています。
●常に献血に協力しています。障碍者の社会へ出るための支援
の仕事に従事しています。

●地域でのイベントに各種生徒が参加しお互いのふれあいを
深めとてもいい関係結びをし安全安心も確保されています。

●地域での霞ヶ浦清掃活動を年1～2回実施しています。
●家庭ゴミの分別、段ボール等やペットボトルの回収、町内での
奉仕作業と個人で出来る小さな事ですが実行しています。
●奉仕の気持ちを常にもちながら前向きに生活していきたいと
考えています。

●道路でスピードを出さず安全に運転しています。

環境や地域社会へ取り組んでいること

茨城トヨペットへのご意見

前号（茨城トヨペットCSRレポート2018）にて
お客様から寄せられた

ご意見・ご感想
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