☎ 03-3952-3360
http://www.fujiban.net/

社名の通り、鈑金塗装専門店です。車修理ならお任せください。

（株）
森田自動車工業

7 0120-270-370

東京都立川市砂川町8-72-3

http://www.morita-auto.co.jp

技術、
設備が違います。
だから仕上がりに自信があります。

カレストステーション 杉並宮前店

➡

④破損した部品とともに消耗部品
を交換、モディフィケーション等を
行なって、
各パートごとに規定値内
に組立てる。

③ATユニットを分解して内部を点
検する。今回は、シリンダーブッシ
ュの摩耗、
クラッチディスクの焼け
等があった。

東京都渋谷区代々木5-14-1

車のキズ・ヘコミを安く、
キレイに直します!

（有）
アサノ電機
東京都葛飾区東金町8-15-3

人間がケガや病気の時に、
その症状に合った病院に行くように、
クルマもトラブルの内容
に合った修理工場に入れた方がいいのです。
キズ・ヘコミ直し、
電装系、
足まわり、
カーナ
ビ取付け、
レストアなどリペアナビでは、
いろいろな専門工場を分野別に紹介しています。

今月の施工事例
参考価格

未公表

作業時間

未公表

■取材協力 （株）
デルオート
神奈川県厚木市金田1104-3 ☎046-221-7300
http://www.repair-navi.com/delauto/

➡

②チェックの結果、ATの機械的故障（内
部故障）のエラーが入力されていたこと
が判明。
分解するためにATユニットを車
体から取り外した。

自動車ガラス

電装関係

デントリペア

その他

（有）
栗原自動車工業所

☎ 03-3308-5337

東京都世田谷区北烏山9-28-14

http://www.carcon-stm.com/

☎ 048-464-0017
http://www.kk-flat.co.jp/

☎ 042-558-7985
http://www.repair-navi.com/kawamura/

キズ・ヘコミ・車修理の専門店。
困ったときは当社へ!

埼玉県川越市豊田本1628番地

整備・車検

☎ 03-3798-7211

国産・輸入車、メーカー・年式問いません。ご相談ください!

ブレーキ本舗

鈑金・塗装

http://www.mbsuz.com/

どんな車も整備技術でお役に立ちます!!

東京都あきる野市小川東1-2-18

アイコン説明

東京都港区三田1-1-15

☎ 042-471-2213

（有）
河村自動車工業

参加修理工場
（一部紹介）
鈴木自動車
（株）


http://www.repair-navi.com/matusita/

埼玉県朝霞市栄町4-2-16

①ZF製6速ATは内部にコンピュータ
が組み込まれている。
そのためリビルト
するためには、
専用テスターでデータや
エラーメモリーを検出する必要がある。

● 各プロショップの修理事例をチェック!
あなたのケースに当てはまる事例が見つかるかも?
● エアコンが効かなくなったら…
エアコン修理、
オルタネータのトラブルは、
電装系の専門ショップへ。
● 気になるキズ・ヘコミを直したい!
板金作業は、
職人さんの腕次第で仕上がりに差が出ます!
● 修理代を安く抑えたいなら…
リサイクルパーツを使うなど、
安く直せる方法を提案します。
●カーナビの取付けにもプロのワザ
経験豊富なカーナビ&カーオーディオ専門店なら仕上がりも大満足。

☎ 03-3608-5124

パーツの持込大歓迎です。
電装品で困ったらお気軽に!

（株）
フラット

ATミッションをリフレッシュ

http://homepage3.nifty.com/asanodenki/

東京都東久留米市氷川台2-20-1

eマーケティング事業部 ☎03-3434-3159

愛車が突然動かなくなってしまった。
どこが悪い？
愛車をぶつけてしまった。
どこの修理工場へ行けばいい？
修理代はいくら？ などなど、
自動車修理ってけっこうわからないことだらけ。
モーターマガジン社のリペアナビは、
そんな疑問に答えるWebサイトです。

http://www.sbrand.co.jp/

（株）
松下オートセールス

お問い合わせ ➡ リペアナビ営業センターラップ東京
☎042-349-3535 E-mail：guide@repair-navi.com

http://www.repair-navi.com/
自動車修理の“?”に答えます!

（株）エスアールエス エスブランド代々木店 ☎ 03-5738-0699

7 0120-704-887

自動車
に参加しませんか?
修理工場の 詳しくはこちらのページをご覧下さい。
皆様へ
http://www.repair-navi.com/info/

［クルマ修理の情報サイト］

➡

http://www.carest-station.net

キズ・ヘコミ・事故車の修理専門店。
欧州車も得意です。

ークショップ。様々な技術情報

⑤各部のクリアランスを測定し、
調
整しながら組立てていく。ATユニ
ットのリビルトが完成したら、
車両
に取り付けてテスト。

東京都中野区江原町1-12-6

81

輸入車のAT修理には
専門のノウハウが必須

➡

（有）
不二鈑金

東京都杉並区宮前4-26-8

万3000 ㎞ のBMW525

を蓄積するとともに、最新の専
用テスターなども完備している。
創業は 年前と歴史も古く、ト
ランスミッション専門店として
のノウハウは国内随一だ。
マネージャーの藤田昌樹氏に
輸入車のATミッションを長持
ちさせるコツを伺ったところ﹁基
本的には定期的なメンテナンス
が大切﹂とのこと。とくにAT
フルードの交換が、機械的な劣
化の予防に一定の効果があると
いう。ただZF製ATの場合は、
このフルード交換にもコツが必
要。オイルを抜く作業や油温管
理など、ノウハウのしっかりし
たプロショップに頼むのがベス
トだという。もちろんデルオー
トなら安心だ。
もうひとつ大切なのは、調子
がおかしい⋮と思ったら、一度
相談してみること。
﹁なんだか変
速に時間がかかるなぁ⋮﹂とい
った気になる症状が出始めたら、
たとえばオーバーホールするの

もひとつの手だ。決定的に壊れ
てしまってからの修理に比べて、
よりリーズナブルにリフレッシ
ュすることができるという。
デルオートでは、そういった
ニーズに応えて“ プリベンティ

ブ・オーバーホール”というプ
ログラムも提案している。

40

➡

⑥ロードテストの後、エラーメモ
リーの入力がないことを確認し
た。
デルオートでは他に、
各種テス
トベンチも完備している。

ATミッションのトラブルは、
輸入車オーナーとしてはとても
気になるところ。作業も大がか
りだし、交換パーツも多く、か
なりの出費を覚悟しなければな
らない部分のひとつだ。
今回の修理事例は、走行距離

6

︵ 年式︶のものだが、実はこの
年式のBMWに採用されている

ATはZF製 速。ZFの 製 品
としては 世代前のものだが、
年式的にもちょうど保証が切れ
て、様々なトラブルが発生しや
すくなるタイミングにあった。
数多くの輸入車に採用されて
いるこの世代のZFは、ミッシ
ョン内部に制御用のCPUを内
蔵しているのが特徴で、ただバ
ラして必要なパーツを交換して
組み直せばOK、とはいかない。
専用のテスターを使って、各種
データやエラーメモリーを検出
するなど、特殊な作業過程が必
要になってくる。だからこそ、
そうしたハード、ソフトに精通
したプロショップに頼みたい⋮
というワケで、依頼主が選んだ

のがデルオートだった。
デルオートは、乗用車に関し

ては日本で唯一のZF社公認ワ

1

04 7

修理&ドレスアップ情報満載!

☎ 049-244-0380
http://www.brake-honpo.com/

ブレーキ専門のスペシャリストショップです。
全国発送受けます。

メルセデス・ベンツと歩み続けるスペシャリスト企業!

（有）
ワールドホイールサービス
静岡県浜松市東区貴平町1506-1

☎ 053-435-4929
http://www.wws.co.jp/

アルミホイール修理・塗装・クロームメッキ加工のプロショップ。

吉川自動車
奈良県香芝市瓦口2001

7 0120-79-8966
http://www.yoshikawa-auto.com/

奈良県内でも屈指の安さ!  全て自社で直接行います。

プラチナモータース
（有）
エスト
埼玉県狭山市狭山49-39

神奈川県厚木市金田1104-3

（有）
石橋自動車
東京都小平市花小金井5-55-1

☎ 0424-64-2235
http://www17.plala.or.jp/ishibashi_j/

リサイクルパーツで修理可能です。持ち込みも歓迎します。

（有）
中山自動車電機
東京都中野区南台1-1-15

☎ 03-3376-2381
http://www.nakayama-denki.com/

エアコン修理の専門店電装系のプロショップ。

☎ 04-2968-2323

中野自動車整備工場

☎ 03-3372-0851

http://www.platinum-motors.jp/

東京都中野区弥生町1-22-2

http://www.nakano-motors.com/

☎ 046-221-7300

（株）
飯塚モータース

安心の事前見積り!どんな些細な事でもご相談ください。

（株）
デルオート

世田谷区にある、
キズ・ヘコミ車修理専門工場です。

http://www.delauto.co.jp/

輸入車のATとステアリングのことならお任せください!

往年の名車から、
最新モデルまでお任せ下さい!

東京都中野区南台4-21-3

☎ 03-3383-6101
http://www.iizuka-motors.co.jp/

あなたの車のホームドクター。
お気軽にどうぞ!
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