


「商品およびサービスの提供を通じて、お客様に喜んでいただき 
車の品質向上、交通安全、環境保全などの面から車社会に貢献する」 
という当社の社是です。

1918年（大正7年）の創立以来、『交通報國』の理念のもと、当社はわ
が国の自動車産業の発展とともに歩み、「品質」「安全」「環境保全」の
観点から車社会を支えてまいりました。長い歴史の中で、いかに社会
情勢やシステムが変わることがあっても、当社の企業理念は変わり
ません。

今後も『交通報國』を通して、社会の発展と社員の人間力向上に貢献
できる、魅力のある企業を目指してまいります。

企業理念

安全自動車株式会社　
代表取締役社長　

中谷  宗平

日頃は私どもの取り扱い商品をご愛用いただきまして、誠
にありがとうございます。
最新の情報に更新しました「安全自動車総合カタログ」を
ご案内させていただきます。
今後は「総合カタログ」を定期的に更新し、皆様にできる
だけ新しい情報をお届けいたします。

近年、自動車整備業界はメカニックの「人手不足」、「高齢
化」などの問題が顕在化しつつある一方、整備する自動車
の技術は日進月歩の感が強くなっております。

私どもはこれまで同様、自動車整備用機械工具を使用され
るお客様の声に耳を傾け、ご指導をいただきながら、自動
車整備の安心・安全、効率・省力作業を実現する商品を提供
できるよう取り組むとともに、これまで以上に最新の自動
車技術に対応すべく、開発への取り組みを強化し、皆様の
自動車整備事業に貢献してまいりたい所存でございます。

自動車整備業界の皆様が抱え、直面している諸問題の解決
のために、本カタログ掲載商品がお役に立てれば幸甚です。

総合カタログ　
発刊に当たってのご挨拶



ANZEN指定サービスステーション

札幌

北央機械工業所
明和機器工業
梅田機器サービス
藤澤こうぐ店
庄司メンテナンス

仙台

長瀬ボーリング
岩手エンジニアサービス
システム・エイブル
青森機工サービス
フルダテ機工
テクノメンテ
ガラスリペア郡山
丸翔
津山テック・サービス

関東

双葉商会
小林製作所
佐藤商会
コスモ工販
HTS
小林機工
JAMES

東京

大成工機城北
みかさ精機
セフティ機工
日整工業
サンセイ
和泉電機
オーシー
リユースラボ

名古屋

岐阜安全サービス社
三興社
イナバ商会
カネセイエンジニア
長崎サービス
サムテック
ハヤカワ
アン・リーフ

大阪

チームズ
メンテナンス岡山
四国油器
トップサービス
テクノマエダ
シーエス
ナカタサービス
香川油器
メンテナンス四国
オーケーサービス

福岡

ミタカ機工
大和設備工業
西村機工サービス
フジ機器サービス
宮崎整機
US技研工業
パワーエンジニア・プロ
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安真（北京）商貿有限公司
北京

安全自動車
バンコク

安全自動車
インド

海外拠点

関連会社
有限会社スワット

ショップ金沢　
〒921-8817　
石川県野々市市横宮町6-1 　 
TEL：076-294-4100　FAX：076-294-1583

株式会社テクネット
〒422-8006
静岡県静岡市駿河区曲金2-8-21
TEL：054-288-6008　FAX：054-285-7290

山王リアル
エステート株式会社

〒108-0023 
東京都港区芝浦4-16-25 
TEL：03-5441-3411　FAX：03-5441-8810

安全恒産株式会社
〒108-0023 
東京都港区芝浦4-16-25
TEL：03-5441-3414　FAX：03-5441-8810

グループ会社
株式会社松本安全

〒390-0304
長野県松本市大村383-11
TEL：0263-45-2181　FAX：0263-45-2183

■ 営業本部
営業企画部
TEL：03-5441-3415　FAX：03-5441-8848

営業部
TEL：03-5441-3412　FAX：03-5441-8848

海外営業部
TEL：03-5441-3412　FAX：03-5441-8848

商品部
TEL：03-5441-3416　FAX：03-5441-8848

商品部　物流業務グループ
〒410-0001　静岡県沼津市足高294-99 沼津鉄工団地
TEL：055-923-7170　FAX：055-924-0835

特販部　販売第1グループ
TEL：03-5441-3417　FAX：03-5441-8832

特販部　販売第2グループ
〒460-0022　愛知県名古屋市中区金山5-12-3
TEL：052-871-2261　FAX：052-889-7670

特販部　販売第3グループ
〒422-8035　静岡県静岡市駿河区宮竹1-19-13
TEL：054-236-5066　FAX：054-238-6522

技術部
〒410-0001　静岡県沼津市足高294-99 沼津鉄工団地
TEL：055-923-6632　FAX：055-925-3522

生産管理部
〒410-0001　静岡県沼津市足高294-99 沼津鉄工団地
TEL：055-923-6632　FAX：055-925-3522

第2工場
〒410-0001　静岡県沼津市足高396-102 沼津鉄工団地
TEL：055-929-0266　FAX：055-922-1580

■ 管理本部
総務部・経理部・不動産部
TEL：03-5441-3411　FAX：03-5441-8810

本 社　〒108-0023　東京都港区芝浦4-16-25支店・営業所 
札幌支店

〒064-0919
北海道札幌市中央区南19条西8-2-21
TEL：011-511-6241　FAX：011-531-6251

釧路営業所
〒085-0006
北海道釧路市双葉町17-11
TEL：0154-24-0161　FAX：0154-24-0163

仙台支店

〒983-0035
宮城県仙台市宮城野区日の出町2-2-8
TEL：022-236-1211　FAX：022-236-1205

盛岡営業所
〒020-0841
岩手県盛岡市羽場13-26-1
TEL：019-637-8711　FAX：019-637-5332

郡山営業所
〒963-0101
福島県郡山市安積町日出山4-166
TEL：024-942-5311　FAX：024-942-5313

関東支店

〒335-0027
埼玉県戸田市氷川町2-8-31
TEL：048-447-6881　FAX：048-447-6885

水戸営業所
〒310-0913
茨城県水戸市見川町2131-383
TEL：029-241-0932　FAX：029-241-0955

宇都宮営業所
〒321-0933
栃木県宇都宮市簗瀬町836
TEL：028-635-8821　FAX：028-635-8822

新潟営業所
〒950-0868
新潟県新潟市東区紫竹卸新町2003-1
TEL：025-274-7131　FAX：025-271-5523

高崎営業所
〒370-0034
群馬県高崎市下大類町23-2
TEL：027-384-3001　FAX：027-352-8803

東京支店

〒108-0023
東京都港区芝浦4-16-25
TEL：03-5441-3413　FAX：03-5441-8830

千葉営業所
〒263-0043
千葉県千葉市稲毛区小仲台6-26-15
TEL：043-284-2600　FAX：043-284-2605

横浜営業所
〒241-0023
神奈川県横浜市旭区本宿町74-2
TEL：045-391-9913　FAX：045-391-9914

名古屋支店

〒460-0022
愛知県名古屋市中区金山5-12-3
TEL：052-871-1811　FAX：052-882-6517

金沢営業所
〒921-8817
石川県野々市市横宮町6-1
TEL：076-248-0499　FAX：076-248-6109

静岡営業所
〒422-8035
静岡県静岡市駿河区宮竹1-19-13
TEL：054-236-5066　FAX：054-238-6522

大阪支店

〒555-0012
大阪府大阪市西淀川区御幣島2-1-14
TEL：06-6472-0361　FAX：06-6472-0368

岡山営業所
〒710-0846
岡山県倉敷市上富井628-287
TEL：086-434-0259　FAX：086-434-0261

広島営業所
〒731-0138
広島県広島市安佐南区祇園4-50-6
TEL：082-832-3630　FAX：082-832-3631

高松営業所
〒761-0104
香川県高松市高松町2380-1
TEL：087-843-6531　FAX：087-843-6532

福岡支店

〒813-0034
福岡県福岡市東区多の津3-7-7
TEL：092-623-4646　FAX：092-611-0281

南九州営業所
〒891-1306
鹿児島県鹿児島市牟礼岡1-35-5
TEL：099-246-0551　FAX：099-246-0552

沖縄営業所
〒901-2104
沖縄県浦添市当山2-6-3
TEL：098-876-3873　FAX：098-876-3874

安真（北京）商貿有限公司
広州

ANZEN OF AMERICA, INC.
ケンタッキー

ANZEN OF AMERICA, INC.
オンタリオ

ANZENのネットワーク
Network



業界初！カラー画像処理方式全自動ヘッド
ライトテスター『HLI-2015』を発売

4代目社長に中谷宗平就任

創立90周年を迎える

2008

2012

2015

15年ぶりに復活！ 
第3回サービス技能コンクールを開催

1918年5月3日創立。安全自動車はおかげさまで2018年に創立100周年を迎えました。自動車および同部品の輸入販売
を手がけた創業期は、多岐に渡る自動車関連事業を展開。その後、モータリゼーションの発展とともに自動車整備機器
の開発・販売を事業の軸に据え、常に新しい時代のニーズを掴み、質の高いサービスの提供、モノづくりへの情熱を持ち
続けてまいりました。皆様に信頼される企業を目指して、これからも社員一同成長していけるよう尽力してまいります。

ダッヂブラザーズ自動車（現在のFCA）の日本
総代理店となり『ダッヂ』の販売を開始

1927

純国産乗用車『日光号』を製作 
戦後国策により、販売中止に至る幻の車

1938

日本初！地下タンク式ガソリンスタンドを設置。
ライジングサン石油会社（現在の昭和シェル
石油）と特約を結ぶ

1919
創立者中谷保が自動車および同部品の輸入販
売を開始（5月3日）

1918

日頃鍛えたサービス技術を競い合う 
第1回サービス技能コンクールを開催

1996

自動車用検査機器の設計、製造において
「ISO9001」を取得

2006
全自動画像処理方式ヘッドライトテスター

『HLI-1000』を発売。 
グッドデザイン賞受賞

イタリアバトラー社とタイヤチェンジャー
などの代理店契約を結ぶ

1999

北京駐在事務所を開設

自動車整備機器事業に本格参入。 
欧米20社と代理店契約を結ぶ

1947

業界初！大型車用ブレーキテスター 
『SBT-300F』を発売

1958

２代目社長に中谷保平就任
1964

日本初！ブレーキ・スピード複合試験機
『SSBT-30FL』を発売

1971

3代目社長に中谷良平就任

カーメーカ－向けアライメントテスター 
『R-SWAT』を発売

1986

1918〜
2000〜

ANZEN OF AMERICA, INC. （米国安全）
を設立

静岡県沼津市に安全沼津センターを設立

1987
2001 沼津第2工場が完成 

ヘッドライトテスター専用工場として稼働

2007

大型車用カメラ方式アライメントシステム
トラックカム『TC-2003』を発売

イタリアO.ME.R（オメル）社製の 
モバイルコラムリフト『MCO86』を発売

2018年5月3日 
創立100周年を迎えました

キャタピラターン方式 
新型ツインパワー 

『TWPF30N／TWPF30ND』を発売

⇒さらなる飛躍に向けて発進！

2016

2017

2018

2019
トータル車検ラインシステム『ラインマスター』
を発売

2004

キャタピラターン方式ツインパワー 
『TWPFシリーズ』を発売

2002

サイドスリップ・ブレーキ・速度計複合試験機 
『ハイブリッドテスター』を発売

2005

整備工場向けアライメントテスター
『G-SWAT』を発売

1988

ANZEN初となる
ヘッドライトテスター

『HL-1A』を発売

1954

の100年の歩みは、技術　 　革新と挑戦の歴史です

会社沿革
History



ANZENは正しい専門知識に基づいた、質の高いサービスをご提供いたします。

サービス技術向上への取り組み

リフト点検資格者とは
リフトの点検を確実に実施し、安全で正しい使用方法のアドバイスを
することにより、事故を防止することを目的として創設された制度。 

（一般社団法人日本自動車機械工具協会 実施）

「リフト点検資格者」や「車検機器点検資格者」などの資格取得
を推進しており、正しい知識と技術で、安心・納得のサービス
をご提供しております。

● 専門知識を持つサービスマンによる安心のメンテナンスサービス

ANZENでは、サービス技術の向上と社内の士気高揚を目的
として「サービス技能コンクール」を開催しております。全国
の支店・営業所のサービスマンが日頃鍛えたサービス技術と
知識を競い合い、お客様により良いサービスの提供を目指し
ています。

● 品質向上のための社内取り組み

お客様の“日常点検”をサポートする形で、各種整備機器の点検メニューをご用意しております。

ANZEN のメンテナンスメニュー

消耗品や部品を定期的に交換・調整を行うことで経年
劣化による故障を未然に防ぎます。

● 予防整備

簡易点検ではチェックすることができない箇所まで
念入りに点検を行います。

● 保守点検

整備機器を安全にご使用いただくためには、始業前点検はもちろん、分解点検などの保守点検が必要です。
ANZEN は、目に見えない不具合箇所までプロの目線でしっかりチェックを行い、お客様に安全で快適な
作業環境をご提供いたします。

● 定期メンテナンスのメリット

定期メンテナンスは安全作業において重要
な役割を担っており、事故・故障の防止や
機器の精度・能力の維持、コスト低減など
様々なメリットが生じます。

ANZENでは商品の販売だけではなく、より長く、安全に機器をご使用いただくためのアフターサービスを
強化し、その重要性を啓蒙しております。サービスマンの技術・知識向上に力を入れ、アフターサービスを
通じてお客様の企業活動に貢献してまいります。
また、お客様に合ったメンテナンスメニューの提供と充実のサービス体制で、お客様の快適な整備をトー
タルサポートいたします。

  商品に関するお困りごとがございましたら、ANZENまでご相談ください。

商品からアフターサービスまでお任せください

機器点検の必要性

メンテナンス実施効果

高
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低
い

メンテナンスを
行わない場合

メンテナンスを
行った場合

長い使用年数使用年数短い

故障頻度高

危険!危険!危険!

安全
故障頻度低

安全安全安全

安全性向上

作業性向上

コスト低減コンプライアンス

業務効率向上 定期メンテナンスの
メリット

●  大きな故障を防ぎ、
結果的にコスト低減
につながります。

●  経年劣化による故障
を防ぎ、長く、安全に
ご使用できます。

リフト点検資格者認定証
第12345号 氏名　安全　太郎

生年月日　平成00年0月0日
交 付 日　　平成00年0月0日
有効期限　平成00年0月0日

安全自動車株式会社

社団法人
日本自動車機械工具協会
東京都新宿区新宿7-23-5

日本
自動「リフト点検資格者」

がプロの目でしっかり
診断します！

安心・安全をご提供する
アフターサービス
After Service


