
休日は大好きな趣味の釣りをして楽しんでいます。もっぱ
ら川釣りが多く、５月中旬～10月中旬まではほとんど長
良川や長瀬川で鮎釣りをしています。サンアイスタッフの
中にも釣り好きな仲間がたくさんいますので、行けそうな
時間を見つけては休みの日に早起きして釣りへ出掛けて
います。もう休みがいくらあっても足りない状態です（笑）。

山口さんの休日の過ごし方を教えてください。

あまり変わらないと思います。もちろんお客様の前では
緊張感を持って仕事に当たりますが、やはり好きな事を
仕事にしていることと、気のおけないスタッフ達と仕事
ができているからかもしれませんね。

家族といる時と、会社でのあなたは違いますか？

今年の9月中旬の部署異動により、販売部「コンパクトカーサンア
イ」で働いています。販売車種は新車ならメーカー問わず国産車
のあらゆる車両と、コンパクトカー（1000～1500cc）の届出済未
使用車を販売しています。販売担当になる前は、整備サービス工
場でオイル交換や点検のメンテナンス、車検受付などの対応や指
示をしていました。

山口さんの仕事を教えてください。

私の父親がサンアイ自動車で創業当時より働いており、それもま
だまだ若いスタッフに負けないくらいに販売しています…（笑）。幼
少期の頃から学校が休みの日になるとよくサンアイ自動車の販売
事務所で一日遊んで過ごしていました。そんなこともあって自然と
車が好きになり、車で峠を走ったり、バイクレースをしたり、気付い
たら日産ディーラーで整備士としての仕事に進んでいました。10
年ほどディーラーでお世話になり、もともと販売に憧れがあったこ
とや、古くからのサンアイ自動車との縁もあって入社させて頂くこ
とになりました。サンアイに入社しても10年近くはフロント業務で
したので、社会人になって20年近くでやっと念願の販売へ異動、
…ちょっと時間がかかりました(笑)

なぜサンアイ自動車に就職したのですか？

大きく分けると３つあります。常に真剣に物事に向き合うこと。でき
ない理由を考えるより、できる方法を探すこと。そして、すべてのお客
様の気持ちを理解し、結びつく関係になれるよう努めることです。

山口さんの仕事に対する考え方や心構えはありますか？

いま、サンアイ自動車で輝いているスタッフをご紹介

山口さんの1日のスケジュール 

車屋に勤めて約20年！車のことならおまかせ、元整備士で販売担当、山口さんをご紹介します！

整備部から販売部へ。
車のことなら何でも私に
聞いてください！
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右は父親で販売担当の山口公平主事 趣味は川釣り、スタッフともよく行きます！
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いつも妻が作ってくれる手作り弁当を食
べています。ありがとう、感謝！
今日もおいしいです。
業務推進室 小島さん

左下のキッシュが本日ランチ
のメインディッシュ。いっつも
お昼が楽しみです♪
39.8万円専門店ビッキー 
安達さん

お昼はもっぱら近所のコ
ンビニの常連です。行き
過ぎて、最近では店員さ
んと仲良くなっちゃいま
した（笑）。

今日は早朝出勤でお弁当を作れず、近くのスー
パーナフコさんのお弁当に。復刻したキャラメ
ルクッキー味のアイスもつい購入♪
保険のはなこ 鑓分（やりわけ）さん

野菜炒めを作っていまし
たが、途中でカレーに変
更！でも本当はお弁当を
作ってくれる人…募集中
です。
39.8万円専門店ビッキー 
松野さん

春日井店 
南大高店 車検なら

〒486-0968 愛知県春日井市味美町2-122 サンアイ自動車株式会社
HP _www.88sanai.co.jp  Facebook _www.facebook.com/88sanai/

ゆうメール

差出人  ADD
返還先  〒486-0968
愛知県春日井市味美町2-122
サンアイ自動車株式会社
内ADD

料金後納

春日井店  
南大高店  

オイル交換
点検0568-35-3131キズ直し凹みの修理は

ランチをのぞくとその人柄まで見えてくる…

働くみなさんは、今日のお昼ごはん何食べますか？

今日のメニューは親子丼。
えっ見た目がまずそう!? 味
はちゃんと美味しいんです
よっ！　

毎日会社にお届けし
てくれる仕出し弁当
一筋です。日替わり弁
当の蓋を開けること
が毎日お昼の楽しみ
です。　

手作りお弁当
男子です！

モリモリ食べて

昼からも

頑張ります！

基本自分で
作ってきます！

毎日
おいしいです！

サンアイほんわか

女子代表

愛車のメンテナンス、お任せください

※サンアイニュースに掲載の諸情報は当社スタッフが様々な参考資料をもとに作成しています。若干の誤りがある場合はご容赦ください。

12時ですよ〜

0568-31-7031
052-622-7740

0568-33-5555
052-622-7740

いつもはサラダも
持って来てます（汗）！

車検の速太郎 
横井さん車検の速太郎 谷川原さん

車検の速太郎 
小島さん

広い店内はキッズスペースも完備 車種はメーカー問わずご用意しております

元気いっぱい！若いスタッフが多い南大高店スタッフたち

News

車検･整備・メンテナンスが
新たに充実！

「サンアイカーステーション南大高」

『届出済未使用車』をお値打ちに販売！
新車に名義登録だけ行った（ナンバー
を取り付けた）だけの車で、まだ誰も使
用していない車です。名義上は中古車
の分類に入るので、品質のいいお車を
お値打ちにご提供できます。

2016年11月3日、名古屋市緑区高根山に「サンアイカーステーショ
ン南大高」がオープンいたしました。車の販売だけだった店舗から車
検･整備のメンテナンスまで、生涯にわたってお客様のカーライフを
サポートできる万全の体制を整えました。店舗は女性ひとりでも気軽
にご来店いただける北欧のやさしい雰囲気をコンセプトに、明るい色
目や木材を使ったおしゃれな家具が自慢です。今後とも地域の皆様に
愛される店舗づくりを目指して参ります。

2016年11月25日第12号発行／編集・発行／サンアイ自動車株式会社 管理本部／発行30,800部／HP_www.88sanai.co.jp

新しい展示場に  

ビシッと並ぶ車たち！
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NEW
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整備工場

TEL.052-622-7740／FAX.052-622-7720　定休:水曜  営業時間:10～18時
パッション南大高店 車検の速太郎 南大高店
TEL. 052-622-8486／FAX. 052-622-8622　定休:水曜  営業時間:10～19時

〒459-8013 名古屋市緑区高根山2-202〒459-8013 名古屋市緑区高根山2-202



横家部長の
つぶやき

サンアイサービス本部

南大高店

ナンバープレート

いつもご
利用頂いている皆さまへ

いろいろ分かると面白いナンバーのお話。次回は各地域の地名や、希望ナンバーのお話です。ぜひお楽しみに！

お勉強コーナー

海・川・池、魚が釣れる場所ならどこへでも行きま
す！最近は若手社員と名古屋港で夜釣りをし、タ
コとアナゴも釣りました！ “漁場まで片道3時間”
という沖縄の船旅もしましたが、さすがに遠かっ
たです！でも大漁に大満足！

一般には中型のサイズが多く使用され
ています。大型のトラックなどには大き
いサイズ、二輪車などは小型のサイズ
になっています。

サンアイ自動車整備工場の目の前にある台湾料理屋さん。お店に
入ると台湾料理屋さんらしい雰囲気で、食事の時間帯はガテン系
のお兄さんや、家族連れで夜まで賑わっています。定番の台湾ラー
メンをはじめ、メニューは100種類以上ある豊富さ、そしてなんと
言っても大満足の量が魅力です。ぜひ行ってみてくださいね！

自動車ユーザーの「安全と安心の支え」をサービスに
なんと言ってもJAFの魅力は年中無休・24時間・全国ネットで、品質の高いロードサービ
スを提供しているところです。「バッテリー上がり」や「キー閉じこみ」などで困った時は、
JAF会員ならほとんどの場合で料金は無料です。利用回数の制限もなく、自宅駐車場や
公共駐車場など路上以外の場所へも駆けつけてくれます（※）。また、高速道路上のロー
ドサービスでは、道路管理者等への安全対策の要請やJAF自ら後方警戒車両を配備す
るなど、作業の安全確保もしてくれるので安心です。

■ロードサービスで多い出動理由

雨が降ったら
洗車しなくてOK？

味も量も大満足の台湾料理屋さん

台湾料理
龍泉（味美店）さん

サイズはそれぞれ3種類

大きさのこと

※部品代・燃料油脂代等の実費、15km以上のけん引、会員無料の範囲を超える作業などの場合は料金が必要になります。

８月にKeeper技研株式会社さん主催のカーコーティング技術を競う大会
「キーパー選手権」が行われました。全国から参加5062店舗の中、サンアイ自
動車は見事激戦を制し優勝！前回に引き続き2連覇の快挙を成し遂げまし
た。今後もより一層、質･技術を磨いて、お客様に喜んでいただけるサービスを
提供して参ります！

10月9日、内定式を執り行い、今年も17名の新しい方とご縁をいただきました。
初めこそ緊張感がにじみ出ていましたが、内定証書を受け取る頃には素敵な
笑顔へ♪ 先輩社員からエールの言葉をもらい、その後に行った決意表明で
は自身の熱い想いを語っていただき、改めてこちらも身が引き締まる想いと
なりました。新しく4月に入社してくるのが今から楽しみです(^^)

路上で困ったらやっぱりJAF！
知っているようで詳しくは知らないJAFさんの活動をこちらでご紹介します。

久しぶりにご来店頂くお客様に「あの人見な
いけど辞めちゃったの？」というお声を頂くこ
とがありますが、どうぞご安心ください！サ
ンアイでは年に一度、新規事業立ち上げや部
署ごとのサポート強化にともなって人事異動
を行います。スタッフそれぞれがまた新しい
持ち場にて努力して参りますので、今後も応
援よろしくお願い致します！

部署異動の
お知らせ

カーコーティングの

全国大会に出場
緊張感が初々しい

フレッシュな顔ぶれ

自家用と事業用でそれぞれ使用できる文字が分かれています。
ちなみに、ひらがなの中でも絶対使われないものが4つあります。
「お」→「あ」と見た目に間違えやすく、「を」と発音が似ているため
「し」→「死」を連想させ、自動車運転には縁起が悪いため
「へ」→ 排気ガスを連想させるため
「ん」→ 発音しにくいため

ナンバーにも車の種類によって色の違いがあります。
中でも、色が反転している特殊なナンバーは事業用
で使う車両用です。誰でもこの色のナンバーにできる
という訳ではありません。「事業用」のルールとして
は、「荷物や人を乗せ、その対価として料金や運賃を
受け取ったり、報酬や利益を得ること」です。

自家用と事業用の違い

一
般
道
路

高
速
道
路

雨が降った日、「洗車しなくても雨で車がキレイに
なってラッキー！」そう思っている方、多いんじゃない
でしょうか？実はこれ要注意。雨が降った後ほど車は
お手入れが必要なんです。雨には空気中のほこりや
排気ガスなどの汚れが含まれており、雨粒が蒸発し
た際にウォータースポット（水の跡）となってボディに
残り、塗装面を痛めてしまいます。水分中に含まれる

サンアイ社員のステキな課外活動
這いつくばって登ってきました前穂高～♪ 輝く山々にも
勝る皆さんの笑顔は本当にステキ！！お休みの日は憧れ
の山々に囲まれて幸せなひとときを過ごしています。

ある日の休日、よくよく外を眺めていたらうちの庭の
草木が随分伸びて茂っている。それでは、とその日は
庭をきれいにすることに。切り始めて半分くらいを順
調に終えたあたり、“ブォーン”という羽音と、“カチカ
チ”という威嚇音にびっくり。危険を感じてしゃがん
で、とっさに隣の家の庭に逃げ込む。なんとそこには
キイロスズメバチ！恐るおそる覗いてみると、なんと
20cmくらいの蜂の巣を発見。…さてどうしたもの
か、このままにすると更に大きくなって危険らしい。

急遽、予定を蜂の巣退治へ変更し、ホームセンターに
てスズメバチ専用スプレー、防護ネット、手袋、レイン
ウェア、それに長靴を準備して、いざ決戦開始。まず巣
穴で見張り役の蜂をめがけてスプレーを放射！弱った
ところ、さらに巣の中にもしっかりと放射。意外と簡単
に退治できたかと思った後ろから数匹襲ってくるも、
手に持っていたバドミントンラケットで応戦。なんとか
刺されずに蜂の巣を撤去することができました。いや
はや、危険な作業にひと苦労な休日となりました。

１台１台、
心を込めて

施工しています！

イオン等の含有量が多い時や、降った後一気に
高温で焼かれたりすると、グッとこびりつきやす
くなるようなので、真夏の雨や洗車あとは要注意
です。車が濡れた際はまずカーシャンプーで汚れ
を落とし、水滴をきちんと吹き上げるのがベスト。
もし跡が気になる方は、サンアイ自動車のカーケ
ア担当スタッフまで、お気軽にご相談ください!
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キーの閉じ込み
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事故
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車検や点検待ちで少しお腹が空く
みなさまへオススメ情報
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注文後の早さ

ここの文字のこと

白に
緑文字
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白文字

一般車▼ 軽▼

22㎝
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サンアイが全国で優勝！ 2017年度新入社員内定式
日頃よく目にするナンバープレートにもいろんな役割と理由があります。ちょっとこちらでご紹介！

私たちにお任せください！

コーティング担当 
安田有希

車検の速太郎
フロント 
勅使奈津子

みなさまの安心ドライブに
JAFをご活用ください！

色のこと

用途によって使用できる文字が
決まっています

使う文字のこと

黄に
黒文字
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黄文字
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車に残る水

垢

圧巻の雪景色！

釣り好きスタッフ大集合！

山登りの

仲間たちと

分け合う達成感！

真っ赤な店舗が目印です

サンアイ コーティングチーム

春日井本店

New!

軽未使用車
専門店

パッション

車検の速太郎
南大高店へ！

南大高店へ！

市橋 尚久
鈴木 雅直

谷川原 勇人
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FRESH !
WIN !

New Faces !!

ご存じ
 でしたか？

ちょっとためになる

軽未使用車専門店
パッション

コンパクトカーサンアイから

公森 咲

へ！

鈑金・塗装部
ばんちゃんレスキュー

39.8万円専門店ビッキーから

古野 徳久
へ！

コンパクトカー
サンアイ

整備フロントから

山口 眞廣

へ！

稲葉 陽太本郷 美央

「とある休日、茂った庭の剪定のつもりが…」
せん  て い
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