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〝人・車・環 境〟すべてにやさしいをコンセプトに

自動車リサイクルパーツの 生 産・販 売および

使 用済自動車の適 正リサイクルという

企業活動に全力で取り組 んでいます。
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専門性の連携を
活かした事業が
我が社の強みです
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P3

レッカー事業
P8-P9

自動車解体事業
P5

輸出事業
P5

レンタカー事業
P6-P7

リサイクル部品
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静脈産業のパイオニア

長年の経験とノウハウを先進のサービスに変えて

代表取締役社長

和氣 大輔
取締役会長

和氣 達夫

グループの専門性と連携を
活かして自社完結型のリサイクル
それがウェイクパーツの強みです 変わるものと変わらないもの

ウェイクパーツは、スピードと

安心が違います。ひとくちに

「廃車」と言っても、廃車に

至る経緯はさまざまです。

弊社は昭和55年の創立

以来、岡山市米倉地区

に本社・工場を配置し、廃

車に関するお手伝いをさせ

ていただいてまいりました。それ

ぞれのお客様の状況とご要望に

合わせ、迅速できめ細かなサポート

ができるのは、レッカーからレンタ

カー、自動車リサイクルをグループ

内で完結できるから。どんな方法がコストダウンにつながるのか、

どんなリサイクルを行うのか、車のさらなる活用の可能性など、

環境に考慮しながらベストの方法を提供いたします。今後も各部

署が連携を取りやすい環境を整え繋がりを強化し、お客様の

利便性を向上させることを目指します。また、経験から積み

上げた技術と最新の設備は高い評価をいただいています。

私たちの強みを大いに活かし、お客様にさらなる喜びをお届

けできるよう挑戦を続けてまいります。

近年、事業環境は変化を続け、

自動運転車の普及により

これからも大きく変化し

ていくでしょう。この

ような変化の激しい

時代において、創業

以来一貫して変わらな

いものがあります。それは

「お客様第一」の目線です。

お客様に喜ばれるためには何

をするべきなのか。この問いに、

真摯に応え続けることで、私たち

は独自の進化を遂げてきました。

目の前の利益に惑わされることなく、「お客様第一」のスタンス

を守り続けることで、大きな信頼を勝ち取ってきたと信じて

います。私たちはこれからもこの信頼関係を大切に育み

ながら、お客様に頼りにされる企業として日々成長して

いきたいと考えています。

製造、販売、流通させることを動脈に例えるなら、

わたしたちは、静脈にあたる「後処理」を担っています。

ただ単に処分してしまうのではなく、つかえるものは

『部品』として、つかえなくても精緻な分別によって

『素材』として社会に循環させています。

『クルマ』の生涯の半分を一環した自社完結型の

事業展開をすることで、みなさまの『クルマ』ライフの

サポートや未来の地球環境への保全に

全力で取り組んでいます。



廃車買取事業 加盟店

買取についての
お 問 い 合 わせ

詳しくはHPをご覧ください0120-98-1177
受付対応時間/8:45～17:30　 日・祝日・第2土曜日休み

通話無料
和氣商店 検 索

02 引取無料（持込み特典あり）・
廃車手続き無料

岡山県内は引取無料。お持ち込みも大歓迎です！特典として買取金額をUPします。
手間と時間のかかる廃車手続き全てを無料で代行致します。廃車に必要な書類と印鑑
をご用意頂くだけです。※書類がない場合でも対応可能です。ご相談下さい。

事故車・故障車・水没車・不動車・大型車・過走行車・車検切れ車等、どんな『クルマ』も買取可能。
再利用できるパーツは中古パーツとして国内に販売、海外に輸出、素材（資源）として売却して
いるから高価買取可能です。※自動車税は抹消手続き後、納税者のもとへ行政機関より返金の通知が届きます。

01
どんな『クルマ』も０円以上高価買取‼
即日現金払い!重量税・自賠責保険の
還付・解約金も受け取れる

『廃車』が初めての方でも安心して頂ける様、丁寧にご説明致します。当社は自動車解体業
の許可等を全て取得していて、年間10,000台の車両を自動車リサイクル法に則り、適正に
処理しています。県内屈指の処理能力を有しています。

03 任せて安心、豊富な経験と実績
丁寧な説明で納得

ウエイクパーツ(有)和氣商店が

選ばれる３つの理由

まかせて安心！
事故車・廃車買取サービス

まかせて安心！
事故車・廃車買取サービス

お客様のご負担一切なし！お客様のご負担一切なし！お客様のご負担一切なし！
※リサイクル料金預託済の場合※リサイクル料金預託済の場合



リサイクルパーツ生産・管理・発送

部品についての
お 問 い 合 わせ

086-243-6059
受付対応時間/8:45～17:30　 日・祝日・第2土曜日休み

詳しくはHPをご覧ください

和氣商店 検 索

使用済み車輌より再利用可能な部品を選別し、厳しい基準の検品に合格した高品質な優良部品です。リサイクルパーツ（中古部品）

リサイクルパーツ・リビルトパーツ販売

経験豊富なスタッフがお求めの部品を迅速にお探しします

使用済み部品を分解し、摩耗、劣化した部分を新品部品に交換して再組立、品質確認を経て商品化さ

れた部品。主に機能系部品を取り揃えています。中古部品よりは価格が高いですが、新品部品よりは

かなりリーズナブルな保証期間の長い商品です。

リビルトパーツ（再生部品）
※リビルト部品はコア返却する必要性があります。コア部品とは元々ついて
いた交換前の部品。※返送用の着払いの運送会社送り状が同梱されています。

蓄積された長年のデータと全国の

在庫状況を基にリサイクルすべき

部品を選定します。そして、入庫した

使用済み車輌から選定された箇所

が再利用可能か見極めます。

1

小さなキズ、凹み、劣化、修理跡等、

お客様に安心してご利用頂ける様

に部品を1つ1つ最終確認します。

部品の状態を正確にお伝え出来る

様に画像撮影やデータベースに記録

します。

4

第1チェックを通過した部品は、

1つ1つ手作業で細かな部分まで

確認しながら取り外されます。機能

系の部品はテスター機にて診断、

作動確認を行い合格した部品のみ

取り外されます。

2

15,000点収納可能な中四国地区

最大級の自社倉庫で一時保管され

ます。定期的に在庫見直しを実施

して、長期間保管されている在庫

は素材として再利用されます。

5

お客様のもとへ届いて直ぐに使用

出来る様に丁寧に洗浄・美化し

ます。部品を綺麗にしながら、

見落とされていたキズや欠陥を

再確認しています。

洗浄・美化作業3

運送中の破損がない様に必要最低

限のサイズまでコンパクトに梱包し

全国の整備事業者様へ発送致しま

す。引取可能な方は直接来店頂いても

大丈夫です。※個人のお客様はサイズ

によって運送会社営業所止まりとなります。

6

リサイクルパーツ生産から発送の流れ

車輌チェック 部品取り外し

梱包・出荷最終検品・データ化 保管・管理

中四国地区最大級の自社在庫倉庫-約15 ,000点
高品質なリサイクルパーツを豊富に取り揃えています



自動車解体事業

輸出事業

良質なリサイクル部品を世界各国へ

使用不可能な部品

使用可能な部品 部品の取り外し

オイル・LLC

バッテリー

エアバック適正処理解体

フロンガス

再生

再焼却

リサイクル部品
リビルト部品

補修部品として
再利用品質チェック

廃棄処理

非金属類
（アルミ・銅）

製品化

最終処分

タイヤ

シュレッダーダスト（ASR）
プラスチック・ガラス

鉄

分解処理

烙解
シュレッダー
による粉砕

使用済自動車

廃オイル・ＬＬＣ

フロンガス

使用済み車輌には1台あたり約25ℓの廃油や

廃液が含まれています。土壌汚染、水質汚濁の

原因となるため、1台1台丁寧に抜き取ります。

工場敷地外への流出防止に努め、回収後は、

適正引取業者に処理委託を行います。

カーエアコンの冷媒として使われるフロン

類は大気に放出をすると、オゾン層の破壊

や地球温暖化の要因になると言われてます。

専用の装置で適正に回収処理を行ってい

ます。

エアバック類はガス発生剤を使用し爆発

性があり、リサイクル工程における安全性

を確保するため、自動車リサイクル法に則

り適法に車上作動処理または回収処理し

ます。

エアバック

ロシアロシア

北アメリカ北アメリカ

カリビアンカリビアン

南アメリカ南アメリカ

アジアアジア

ヨーロッパヨーロッパ

アフリカアフリカ

オセアニアオセアニア

ニュージーランドニュージーランド

中東中東

●ジャマイカ

●ロシア

●トリニダード・トバコ

●マレーシア

●タイ

●フィリピン

●パキスタン

●ドバイ

●エジプト

●オーストラリア… etc

主要取引先

使用済み自動車のリサイクル工程

インフラの整っている日本では、車の摩耗が少なく、車検制度があるため定期的にメンテナンスされています。

そのため海外では高品質な日本車は人気が高く、多くの中古車が海外でも活躍しています。

私達は世界各地で愛用されている日本車に部品を供給するため、世界各国へ良質な自動車リサイクル部品を輸出しています。

資源の塊である『クルマ』を可能なかぎり再利用しています
環境に配慮しリサイクル率99％を目指します



『修理代車や整備代車が足りない・・・』など
お客様の「お声」から生まれたサービス。

短期から長期までリーズナブルな価格で対応。

『修理代車や整備代車が足りない・・・』など
お客様の「お声」から生まれたサービス。

短期から長期までリーズナブルな価格で対応。

リーズナブルな価格設定
多彩なエコレンタリース

レンタカー事業

詳しくはHPをご覧ください086-246-1881
受付対応時間/8:00～20:00

ニコニコレンタカー

岡山米倉店 ニコニコレンタカー　岡山米倉店 検 索

一般（個人）の方はこちらからお問い合わせください

ニコニコレンタカー岡山米倉店は株式会社オートエージェントジャパンが運営する会社です。

エコレンタリースに
ついてのお問い合わせ

086-246-5533
受付対応時間/8:00～19:00　 日・祝日も営業

詳しくはHPをご覧ください

和氣商店 検 索

格安な価格で提供できる理由

若干年式が古くても多少走行距離が多くても、状態のいい中古車を自社仕入れ。傷んだ

箇所や消耗部品は優良リサイクルパーツ・リビルトパーツ・新品部品に交換・補修・整備。

すべてを自社で完結することができるので、経費を圧縮し格安でご提供できます。

用途に応じた貸出プラン

急遽代車が足りない！ そんな時は、一般代車プラン。貸出料金はシンプルな１日（24時間）

単位。長期貸出になる場合は自動でマンスリープランに切り替え。お客様の使用に応じ

て対応致します。また、任意保険のレンタカー特約等にご加入者様向けの保険代車も

ご用意いたしています。

レンタカーなので手続き簡単

リース車輌と違い、レンタカーなので必要なときにすぐお借り頂けます。自動車保険に

も加入していますので、万が一事故が起きた場合でも保険金額の限度内で補償されるの

でご安心頂けます。



整備業者様向け代車料金プラン
参考例

軽自動車のみ（全車ETC標準装備） ・ワゴンR・ムーブ・ekワゴン・ライフ等 1,650円 33,000円

特記事項

※1 上記以外に片道2,200円の配送・回収料金がかかります。但し、同一車輌を10日以上借りて頂ける場合に限り配送・回収料金は無料。
※2 マンスリー貸出は事前の申込だけでなく、20日以上の貸出の場合、自動でマンスリーに切り替わります。
※3 マンスリー貸出は当月貸出日から翌月貸出日の前日とします。月を跨ぐ場合、たとえ31日や28日であっても30日とみなします。
※4 お支払いに関しましては基本、請求書の発行となります。その他ご相談も承っています。
※5 上記貸渡料金の適用は、長期貸渡し期間中に日常点検を行って頂ける自動車整備業者様に限ります。また、使用者毎に当社の定める
　　貸渡証を発行して頂き、ご説明をお願いしています。なお、代車費用等の名目で使用者様より金銭の受領はできません。

事故修理代車クラス

軽自動車

設定はございません。
ご相談承ります。※4

・ヴィッツ・フィット・マーチ等

・アクア・フィットHB等

・カローラフィールダー・シエンタ等

・ノア・ヴォクシー・セレナ等

・アルファード・ヴェルファイア等

特記事項

※1 上記以外に片道2,200円の配送・回収料金がかかります。但し、同一車輌を10日以上借りて頂ける場合に限り配送・回収
       料金は無料。自動車損害保険会社様のレンタカー特約等は配達・回収の配送料金は掛かりません。
※2 車輌貸出の基本料金を提示しています。装備等の条件で上記金額に加算される場合があります。
※3 上記金額は自動車整備事業者様・自動車損害保険会社様に限ります。一般の方への貸出はおこなっていません。
　　但し、一般の方で当社ロードサービス（レッカー搬送等）をご利用の方は、上記金額を適応させていただきます。
※4 個別契約に準じます。詳細はお問い合わせください。

・セレナ等

・プリウス等

・クラウン等

※料金は税込金額です。※上記車種は一例です。様々な車種をご用意しています。目安として新車及び新車登録より１０年以内の車輌になります。
　全車種ＥＴＣ・ナビ標準装備、ドライブレコーダーも概ね装備しています。（お問合せの際にご確認ください。）

コンパクトカー1000cc～1300cc

セダン2500cc～

ステーションワゴン・セダン1500cc～1800cc

ステーションワゴン・セダン※ハイブリット

コンパクトカー※ハイブリット

小型ワゴン

小型ワゴン※ハイブリット

ハイグレードワゴン

事故修理代車クラス

・ワゴンR・ムーブ・ekワゴン・ライフ等

参考例 1日当たり貸出料金
（24時間）

マンスリー貸出料金
（30日）

4,400円～※2

3,850円～※2

4,950円～※2

4,950円～※2

6,600円～※2

9,900円～※2

13,200円～※2

10,450円～※2

13,200円～※2

充実の保険補償内容

対人補償 1名限度額 なし

なし

50,000円

50,000円

1事故限度額

1事故限度額

1名限度額

無制限
自動車損害賠償責任保険を含む

無制限

時価額

死亡　　 3,000万
後遺障害 3,000万

対物補償

車輌補償

人身傷害補償

補償内容 補償額 免責額

+ + ＝
対物免責

5万円

車輌免責

5万円

休業補償

2～5万円

2～15万円の
ご負担となり
ます

万が一の事故・故障に遭われてしまったら…

１ 運転を中止し、安全な場所に駐車してください。
２ 出発店舗へご連絡ください。

● 相手方のいない自損事故や相手方の不明な当て逃げのような場合でも、対物補償の対象と
　　なる場合がありますので、上記の該当手続きを行ってください。
● 軽微なキズやヘコミの大小にかかわらず事故扱いとなります。

● 所定の手続きがない場合は保険補償が適用されなくなり、すべてお客様のご負担に
　 なります。軽微にみえても、場合によっては高額なご負担になることもあります。
　必ずご連絡お願いいたします。
● 絶対にその場で示談しないでください。保険・補償の適用ができなくなります。

１ 負傷者の救護    最優先で救急車を呼ぶ等、落ち着いて状況に応じた対応をお願いいたします。
２ 安全の確保    事故の続発を防ぐ為に、落ち着いて状況に応じた安全対策をしてください。
３ 警察への通報    警察へ届出をし、交通事故証明書の取得手続きをしてください。
　 ※絶対にその場で示談しないでください。保険・補償の適用ができなくなります。
4 相手方がいる場合は、相手方の情報、連絡先等を控えて下さい。
5 出発店舗へご連絡ください。

事故のとき（相手方のいない軽微な損傷も含む）

注意！

故障・車輌異常のとき

● 万一事故により修理が必要になった場合、修理期間中の休業補償の
　一部としてノンオペレーションチャージ（N・O・C）を適用させて頂きます。

・自走可能で営業所に返還された場合　　2 万円
・自走不能で営業所に返還されない場合　5 万円
※当社加入の自動車保険付帯ロードサービス適応範囲外は超える部分に関して別途、
　実費請求させて頂きます。

※軽微な損傷に関しましては、双方、自動車業界に携わる関係ですので、最適な現状 
   回復の方法を協議させていただきます。ご相談ください。運転者様（使用者様）
　は下記の所定の手続きをしていただきます。

※料金は税込金額です。※上記車種は一例です。様々な車種をご用意しています。目安として新車登録より10年前後経過した車輌になります。
　全車種ＥＴＣ標準装備、ナビも概ね装備しています。（一部ナビ未装備車がございます。お問い合わせの際にご確認ください。）

1日当たり貸出料金
（24時間）

マンスリー貸出料金
（30日）



「カーライフ」のなかで普段あまり利用することのない（利用したくない）

事に私達の業務『レッカー事業』があります。ロードサービスとしては、

会員制のＪＡＦ（日本自動車連盟）が有名ですが、クレジットカードに付

帯しているサービス、自動車保険会社の契約者に無料付帯されているサー

ビスなどがあります。私達、『あんしんレッカー』は各種ロードサービス

提供会社様と業務受託していて、提携会社様のご依頼で経験豊富なスタッフ

が現場に急行し、お車のあらゆるトラブルの対応をさせて頂いてます。

当社、レッカー事業部は提携保険会社様より毎年、あんしんの

証、『ゴールド会員』（最高ランク）認定証を頂いています。
※この認定証は保険会社様が抜き打ち実施する顧客満足度アンケートによるヒ
アリング、出動回数、作業内容の難易度等の総合評価による認定証です。

大型車両から小型車輌・バイク等まで、あらゆる現場状況に対応できる作業性を高めた
複数のレッカー作業車を保有しています。お車のトラブルのことなら安心してお任せ下さい。

お車の事でお困りの時は‼お電話一本で迅速に駆けつけます。
岡山県内の整備事業者様、一般の方どなたでもご利用いただけます。

365日
24時間対応 0800-888-0881

※携帯電話はタップで発信できます。

緊急直通電話
通話無料

詳しくはHPをご覧ください

和氣商店 検 索

レッカー事業

パンクしてしまった

事故で自走
できなくなった

ガス欠で動けない

バッテリーが
上がってしまった

雪で身動きが
とれなくなった

365日24時間体制の
レッカーサービス

365日24時間体制の
レッカーサービス

軽自動車から大型車まであらゆる車輌のレッカー移動が可能。
バッテリーあがり、パンクなどトラブルにも
迅速に駆けつけ『あんしん』をお届けします。

軽自動車から大型車まであらゆる車輌のレッカー移動が可能。
バッテリーあがり、パンクなどトラブルにも
迅速に駆けつけ『あんしん』をお届けします。



事故修理代車クラス

軽自動車・普通車※1

大型乗用 総重量1.5tまで

中型 総重量2t～8t未満

※1 一般的な車輌に限ります。ローダウン車輌・改造車輌・一部外車・プレミアム車輌は例外として別途料金を適応させて頂きます。事前にご確認下さい。

車輌形状・現場状況等により変動致します。受付時に詳しい状況を教えてください。
ご連絡にてお見積りを提示させて頂きます。

①基本料金 ・・・・・・・・・・・・ 1回の出動で必ず掛かる料金。

②作業料金 ・・・・・・・・・・・・ レッキング・簡単な道路清掃を含む料金。

①基本料金 ・・・・・・・・・・・・ 1回の出動で必ず掛かる料金。

②作業料金 ・・・・・・・・・・・・ レッキング・簡単な道路清掃を含む料金。

大型 上記以外

小型貨物3tまで

レッカー作業簡易標準料金表
車種

16,500円

22,500円

5,500円

8,800円

660円/km

770円/km

①基本料金 ②作業料金 ③積載・牽引・搬送料金

220円/km

220円/km

④空車廻送料金

※表示料金は税込金額です。

③ 積載・牽引・搬送料金 ・・・ 現地より搬送先までに掛かる料金。1km超過毎に加算される金額。

④ 空車廻送料金  ・・・・・・・・ 当社から現地まで掛かる料金。1km超過毎に加算される金額。

事故修理代車クラス

バッテリーあがり※1

ガス欠救援※2

上記特記事項

▪お支払い方法　自動車販売・整備事業者様　　請求書郵送によるお振込みをお願いしています。
　　　　　　　　　一般（個人）のお客様　　　　 現金、その他下記のお支払い方法よりお選び下さい。

▪お支払い方法　自動車販売・整備事業者様　　請求書郵送によるお振込みをお願いしています。
　　　　　　　　　一般（個人）のお客様　　　　 現金、その他下記のお支払い方法よりお選び下さい。

時間帯判別例

パンク救援※3

ロードサービス標準料金表
営業所より15km圏内

8,800円

8,800円

13,200円

11,400円

11,400円

19,800円 19,800円

13,200円

13,200円

超過1km毎220円

超過1km毎220円

超過1km毎220円

日中9:00～18:59 夜間19:00～23:59 深夜00:00～8:59 空車廻送料金

※表示料金は税込金額です。

※1 オルタネーター（発電部品）不良によるバッテリーあがりはレッカー搬送に切り替わります。
※2 10ℓ持参いたします。実費清算をお願いしています。レギュラー・ハイオク等種類をお伝えください。
※3 スペアタイヤ搭載車に限ります。パンク修理キット搭載車輌に関しましてはレッカー搬送に切り替わります。
※1～3共通 上記価格は普通国産車に限ります。その他、外車・大型車輌（24V）・バイクは別料金になります。ご相談承ります。
※1～3共通 上記時間帯は連絡を受けて当社を出動した時間が基準になります。
但し、現地が営業所より15km以上の場合は現地着時間を基準として別途、超過の空車廻送料金をいただきます。

＜例1＞ 18：55頃連絡を受けて18：58頃出動の場合、現地着時間が19：15頃でも【日中9：00～18：59価格】となります。
　　　　（営業所より15km圏内）
＜例2＞ 18：40頃連絡を受けて18：45頃出動で、現地が営業所から23km地点（営業所より15km以上）で到着時間が19：10頃の場合、
　　　　【夜間19：00～23：59価格】+空車廻送料金（超過8km×220円）となります。

※「PiTaPa」はご利用いただけません。

※ドーリー・・・後輪駆動車や四輪駆動車の場合にドーリー（滑車）を装備して牽引する作業

夜間割増料金

必要に応じて加算される料金

19：00～23：59

00：00～8：59

①基本料金×30％割増

①基本料金×50％割増

<参考＞軽・普通車 ①基本料金23,595円

<参考＞軽・普通車 ①基本料金27,225円

事故修理代車クラス

特殊作業料金
11,000円～ 3,300円 1本 5,500円

クレーンを伴う作業 ドーリー シャフト開放

特殊道具利用・難作業、難作業時の
増車・増員など ※別途、お見積り

その他特殊作業

※表示料金は税込金額です。

保管料金 1,100円/日（2日目まで無料。3日目以降）※当社へとりあえず搬送してお車をお預かりするサービスです。

待機料金 3,300円（お客様都合による現地待機時間は30分まで無料。40分以降は10分通過毎に1,100円ずつ追加加算）

作業キャンセルの場合 お客様のご都合により現場急行中又は現場到着後に作業が中止になった場合は①基本料金+④空車廻送料金を頂きます。

その他料金 悪天候・道路状況・散乱物処理など現地の状況に応じ別途費用が発生する場合がございます。事前にご確認下さい。



当社は、20 3 0年までに10万台の使用済自動車を適正なリサイクル処理を実施し、25万点の自動車
リサイクル部品を生産、流通させることで環境負荷を低減し、持続可能な社会の実現に貢献します。

有限会社  和氣商店203 0年の目標

和氣商店は自動車リサイクル事業を通じて
有用な限りある資源を

社会に循環させることに貢献します

S D G sの取組み
Action on SDGs

自動車リサイクル事業を通じて環境負荷
を低減し、地球環境保全に貢献します。

自動車リサイクル部品を海外に輸出し、
海外で活躍している日本車の修理に活用
されることでCO2削減に貢献。

自然災害による被災地域の支援活動や
行政機関への活動協力を実施しています。

クリーンなエネルギーの供給と再生エネ
ルギー重視の電力会社を選択し気候変動
対策に貢献します。

国籍も性別も関係なく全員が健康で共
に活躍できる職場環境づくりに努めます。

障がいのある生徒を対象とした教育機関へ
地域のつながりを強く、積極的に社会参加
を促す教育のお手伝いをしています。



会社沿革

会社概要

平成2年3月12日

平成7年10月6日

平成10年12月11日

平成11年4月27日

平成12年8月30日

平成14年7月1日

平成15年7月1日

平成15年8月28日

平成16年4月16日

平成16年7月5日

平成16年8月18日

古物古物商許可証取得（岡山県公安委員会第721130011600号）

産業廃棄物収集運搬業（積替え保管）許可証取得（岡山市）

産業廃棄物収集運搬業許可証取得（岡山県）

産業廃棄物処分業許可証取得（中間処理）（岡山市）

翼システム、全国600社余りの自動車補修用リサイクルネットワーク入会

NGPグループ150社余りの自動車補修用リサイクルネットワークに入会

岡山県自動車車体整備協同組合・賛助会員入会

国際基準ISO14001認証取得

特定施設設置届出（騒音規制法、振動規制法）

危険物貯蔵届出

自動車リサイクル法　解体・破砕業取得

平成19年12月1日

平成20年3月1日

平成21年6月24日

平成23年7月1日

平成25年5月30日

平成27年1月25日

平成27年9月20日

平成29年6月1日

令和3年4月26日

国内部品生産工場完成

自動車鈑金塗装事業部開設・あんしんレッカー事業部開設

一般貨物自動車運送事業（営業プレート）取得 中国自貨132号

レンタカー事業部 開設

梱包作業場兼第二倉庫完成

国内部品生産工場専用前処理場完成

国際基準ISO14001：2004認証取得

和氣達夫　代表取締役退任・取締役会長　就任

和氣大輔　代表取締役　就任

あんしんレッカー事業部 倉敷営業所開設

事 業 内 容

使用済み自動車や事故車の買取

使用済み自動車の解体、破砕

鉄、非鉄原材料の販売

自動車中古部品、自動車リビルト部品、社外新品の販売

自動車中古部品の海外輸出

中古自動車の買取、販売、輸出

レンタカー事業

レッカー事業

自動車鈑金塗装事業

所 在 地

ウェイクパーツ 有限会社 和氣商店

本社（解体事業・輸出事業）
〒700-0954
岡山県岡山市南区米倉86番地
TEL 086-243-6059  FAX 086-244-9143

第二工場（リサイクルパーツ販売・生産業務）
〒700-0956
岡山県岡山市南区当新田396-1
TEL 086-246-9003  FAX 086-246-9030

社 名

レッカー事業部　本店
〒700-0954
岡山県岡山市南区米倉86-1
TEL 086-244-3749  FAX 086-246-3759

レンタカー事業部
〒700-0954
岡山県岡山市南区米倉92-1
TEL 086-246-5533  FAX 086-246-1871

レッカー事業部　倉敷営業所
〒712-8043
岡山県倉敷市広江2丁目11- 41
TEL 086-455-8866  FAX 086-455-8868

設 立

資 本 金

代 表

従 業 員 数

加 入 団 体

2,000万円

代表取締役社長　和氣 大輔

昭和55年4月1日

74名（令和3年5月時点）

NGP日本自動車リサイクル事業協同組合

各種登録許認可

・古物商許可番号　岡山県　公安委員会
 第7211 3 0 0 1 1 6 0 0号

・産業廃棄物収集運搬業許可
 第0831 0 0 3 3 7 5 7号

・産業廃棄物処分業許可
 第0832 0 0 3 3 7 5 7号

・自動車リサイクル法　引取事業者登録
 第1006 8 3 5 0 0 1 0 2号

・自動車リサイクル法　フロン類回収業登録　本社工場
 第1006 8 3 5 0 0 1 0 3号

・自動車リサイクル法　フロン類回収業登録　第二工場
 第1006 8 3 5 0 0 3 0 3号

・自動車リサイクル法　解体事業許可　本社工場
 第1006 8 3 5 0 0 1 0 4号

・自動車リサイクル法　解体事業許可　第二工場
 第1006 8 3 5 0 0 2 0 4号  

・自動車リサイクル法　破砕事業許可
 第1006 8 3 5 0 0 1 0 5号

・一般貨物自動車運送事業
 中国自貨第17号

・自家用自動車有償貸渡許可
 岡運輸第86号

・日本輸出入者標準コード登録
 コード番号　12039番



事業所一覧

ACCESS  MAP

〒700-0954
岡山県岡山市南区米倉86番地
TEL 086-243-6059  FAX 086-244-9143

本社（解体事業部・輸出事業部）

レッカー事業部　倉敷営業所

〒712-8043
岡山県倉敷市広江2丁目11- 41
TEL 086-455-8866  FAX 086-455-8868

〒700-0956
岡山県岡山市南区当新田396-1
TEL 086-246-9003  FAX 086-246-9030

第二工場（リサイクルパーツ販売・生産事業部）

〒700-0954
岡山県岡山市南区米倉86-1
TEL 086-244-3749  FAX 086-246-3759

レッカー事業部　本店

有限会社 和氣商店
ウエイクパーツ

Wake Corporation LTD.

H P は ウ エイクパ ー ツ で 検 索

086-243-6059
受付対応時間/8：45～17：30　 日・祝日・第2土曜日休み https://wake-parts.jp

お問い合わせ先（本社）

和氣商店 検 索

レンタカー事業部

〒700-0954
岡山県岡山市南区米倉92-1
TEL 086-246-5533  FAX 086-246-1871

第三福田小学校第三福田小学校

中国銀行中国銀行

釣り具の
タイム
釣り具の
タイム

ヤマト
運輸
ヤマト
運輸

ハローズハローズ

広江交番広江交番

広江郵便局広江郵便局

高橋内科医院高橋内科医院

ニューリンデンニューリンデン

レッカー事業
倉敷営業所

レッカー事業
倉敷営業所

62

428

430

広江一丁目
広江二丁目

393

21

2

ショットショット

アーバンホールアーバンホール

ビッグウッドビッグウッド

宇
野
み
なと
線

宇
野
み
なと
線

ヤマダ電気ヤマダ電気

笹
ヶ
瀬
川

本社
解体事業・輸出事業
本社

解体事業・輸出事業

レッカー事業レッカー事業レンタカー事業レンタカー事業

第二工場
リサイクルパーツ販売・生産事業

第二工場
リサイクルパーツ販売・生産事業

米倉南

米倉


