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人を 地域を もっと「笑顔」に
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伝統と改革の岩手トヨタ
人を 地域を もっと「笑顔」に

お客様からの「ありがとう」はトップオブトヨタ「トヨタ店」で
働くスタッフの元気の源です。
お客様の喜びは私たちの喜びでもあります。
私たちはお客様との信頼関係をさらに深め、Top of TOYOTA の
名に相応しい会社を目指しています。

Top of TOYOTA

1942 年岩手に初めて自動車整備
配給会社（現岩手トヨタ）が誕生
しました。当時クルマはまだ家庭
には普及していない時代でした。
それから８０年にわたり当社は岩
手の自動車業界の発展を支えてき
ました。
そして 2020 年２月、当社は岩手
トヨペット㈱、ネッツトヨタ岩手
㈱と新グループ会社を結成し、新
たなスタートを踏み出しました。

■代　表　者　元　持　 儀　之
■本社所在地　岩手県盛岡市上堂４丁目 12番 11 号
■会 社 設 立 　1942 年 11 月 5日
■資　本　金　90百万円
■従 業 員 数 　266名（男性 216 名、女性 42 名、2022 年1月現在）
■売　上　高　103 億円（2021 年 3 月期）
■平 均 年 齢 　40 歳（2022 年 1 月現在）
■事 業 内 容 　新車・中古車販売、サービスメンテナンス、
                               割賦・保険、情報通信、リース
■拠　点　数　17（新車・中古車併売店舗 12、中古車専売店舗 3、
　　　　　　　　　　　サービス専用店舗 1、社内 BPセンター 1）

会 社 概 要

沿革

１. 岩手トヨタのビジョン
　当社は１９４２年創業の、東北地方で最も古
いトヨタ車ディーラーの一つです。私たちはこ
の長い歴史を通して、お陰様で数多くのお客様
から厚いご信頼とご愛顧をいただいて参りまし
た。この良き伝統の上に「常に最適な商品・サー
ビス・情報を提供し、お客様に最高のご満足を
いただくこと」、そして「社会から信頼され地域
の発展に貢献すること」が当社のビジョンです。
そしてビジョン実現のためには、「社員一人ひと
りが、仕事にやりがいをもち、常に成長しなが
ら働くこと」が最も重要であると考えます。こ
のことを念頭に「頑張った人が正しく報われる
企業をめざす」を社是の一つとし日々業務に取
り組んでおります。

２. 改革の必要性
　現在、自動車業界は「百年に一度の大変革期」
にあります。CASE(※) と呼ばれる自動車の新た
な領域、そしてカーボンニュートラルに関する
技術革新や、DX（デジタルトランスフォーメー
ション）等の最新ビジネストレンドを含め、「変
化・多様化するニーズに対応する為には、改革
を続け、時代に則した企業活動を推進する事が
重要である」と確信しています。

３. 変えてはならないこと
　改革に取り組む一方で、「決して変えてはなら
ない」と考えていることがあります。それは「三
方良し」です。これは、近江商人の経営哲学、

すなわち「売り手良し・買い手良し・世間良し」
のことで「売り手、買い手がお互いに満足し、
さらには社会貢献にもつながることが本当に良
い商売である」という考え方です。当社はこれ
からも「お客様」、「地域の皆様」、「会社・社員」
の「幸福の量産」を目指し活動して参ります。

４. T-MIG グループの一員として
　さて、当社は２０２０年２月に T-MIG( 株 ) を
持株会社として岩手トヨペット、ネッツトヨタ
岩手と販売店グループを結成いたしました。３
社個々の社風、長所を認め合いながら、グルー
プ化のメリットを最大限に活かして、「百年に一
度の大変革期」と「岩手県の少子高齢化に伴う
人口減少」という難題を乗り越えていく所存で
す。今後も当社ならびに T-MIG グループをお引
き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　     代表取締役社長
　　　　　　　    元  持　儀  之

1942：盛岡市菜園に岩手県自動車配給株式                
　　　 会社設立
1948：岩手トヨタ自動車株式会社（現社名）  
　　     に変更
1949：一級重整備工場として全国第 1号認定
1963：指定自動車整備事業の指定を東北第1
　　　  号で受ける
1972：創立 30周年本社を盛岡市菜園から盛岡
　　　   市上堂に移転
1973：クラウンゴルフ大会がスタート

2006：トヨタ自動車㈱直営会社となる
2013：社内報「コンパス」発行
2014：ランクルフェス開始
2019：クラウン旅行会スタート
　　　  過去最高益を更新
2020：岩手トヨペット、ネッツトヨタ岩手
　　　 とグループ会社化
2022：創立 80 周年

※ CASE( ケース )：Connected（コネクティッド）、Autonomous（自動化）、
　 Shared（シェアリング）、Electric（電動化）の頭文字



トヨタのフラグシップカーと言えば
クラウン。日本初の量産乗用車とし
て誕生してから６６年の歴史を重
ね、いつの時代も常に次世代の扉を
開く最先端技術を搭載し、時代を
リードし続ける名車です。クラウン
の販売を通じて築いてきたお客様と
の歴史が私たちの誇りです。これか
らもクラウンの歴史を繋ぐことが私
たちの使命です。

クルマを購入する際、保険・割賦のアドバイスは重要です。
自動車保険の内容の見直しアドバイスやお客様のライフス
テージに合せておクルマの乗換えが可能なお支払いプラン
をご提案することが私たちの使命です。自動車販売だけで
はなく、トヨタならではの自動車保険や割賦商品をご提案し、
お客様のご満足と利便性を高めることを推進しています。
　★取扱い損害保険会社
・東京海上日動火災保険・あいおいニッセイ同和損害保険
・三井住友海上火災保険
　★取扱い生命保険会社
・東京海上日動あんしん生命保険・三井住友海上あいおい生命

事業内容

新 車 中古車 サービス

保険・割賦情報通信

ＨＹＢＲＩＤ　ＣＡＲ　ＨＩＳＴＯＲＹ
1997 年に誕生した世界初のハイブリッドカー「プリウ
ス」。当社は発売当初より販売およびアフターサービス
に携わってきました。ハイブリッドカー「アクア」「ヤ
リス」「C－HR」は岩手（トヨタ自動車東日本岩手工場）
で国内生産分を全数生産しているクルマです。「地産地
消」のスローガンの下、アクア、ヤリス、C－HR を販
売することで岩手の発展に貢献しています。

本格 SUV車の魅力をお客様へ
ランドクルーザー（通称ランクル）は世界中で活躍し
ている人気車です。岩手トヨタはランクル全種類を発
売以来取扱っています。2014 年から毎年ランドクルー
ザーフェスを開催し、本格オフロードコースでランド
クルーザーやハイラックスの試乗体験会を実施してい
ます。SUV の歴史はクラウンと並ぶ岩手トヨタの歴史
です。

新たに加わったラインナップ車と共に
2020 年 5 月からトヨタ車全車種の取扱いが始まりまし
た。新たに加わった主な車種では乗用車はカムリ・カ
ローラ系・ヤリス・パッソ、ミニバンはアルファード・
ヴェルファイア・ノア・ヴォクシー、SUV はハリアー、
商用車はハイエースシリーズが加わりました。当社営
業スタッフはトヨタ車にお乗りの全てのお客様にご満
足いただける幅広い商品知識を持ち、お客様のカーラ
イフをサポートします。

auプロスタッフが多数在籍
岩手トヨタの各店舗では「au」スマホを取扱いしています。
プロスタッフ認定資格を保有したスタッフが多数在籍してお
り、お客様の新規や機種変更、料金プランの見直しなどお客
様からのご相談に対応しています。「クルマ×スマホ」を融
合したサービスへのサポートも当社の強みです。
トヨタコネクティッドサービス
トヨタのコネクティッドサービスは、24 時間 365 日繋がって
いる安心・安全・快適・便利をご提供するサービスです。
当社は導入からサポートまで一貫したコネクティッドサービ
スをご提供することでお客様のお車を見守ります。

お客様の大切なおクルマの修理、メンテナンスを行い
安心・安全なカーライフを提供することは大変重要で
す。ハイブリッド車の普及が進み、今後多様なモビリ
ティ社会が進む中、より高度な知識と資格を保有し先
端技術に対応したメンテナンスを行うことが私たちに
求められています。
社内では、毎年店舗総合
力コンクールの開催やト
ヨタサービス検定試験合
格者を増やすことで整備
技術を磨く取組みが行わ
れています。

当社では、「Uスペース」ブランドの中古車大規模展示場
を盛岡地区に 3 店舗展開しています。県内最大級の大規
模展示場「U スペース盛岡」にはクラウンやハイブリッ
ド車を、「U スペース本宮」にはミニバン車、「U スペー
ス盛岡南」には商用車を充実させて展示しています。当
社では、まるまるクリン
による清潔で快適、さら
にロングラン保証付きで
安心な中古車をお客様へ
お届けしています。

T-Connect 

保 険・割 賦

歴史を繋ぐ
の
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新車ラインナップ　

Welcab
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トヨタ車全車種を
2020年 5 月より
取扱いしております。

岩手トヨタCAR LINE-UP

小型モビリティ

軽自動車

軽自動車 軽自動車 軽自動車 軽自動車

商用車商用車

商用車

商用車商用車

福祉車輌

商用車商用車商用車 バンバン トラック

コミュターダンプ商用車 カーゴVAN

コンパクト コンパクト コンパクト コンパクト

コンパクトミニバンミニバンミニバン

ミニバン ミニバンミニバンミニバン

ワゴン

C+podSUV

SUV

SUVSUVSUV

SUV

SUVSUV

SUVSUV

CROSS CROSS

PHV

スポーツ

スポーツスポーツ

スポーツ

８６ワゴンワゴン

セダン

セダン セダン セダン

セダン セダン

セダン



菊地峻宙

販売スタッフはお客様が安心して快適なカーライフを楽しめる
よう、クルマ選びや保険、クレジット、メンテナンスなど、カー
ライフ全般の相談に対応し、クルマのプロとしてさまざまな提
案をすることが仕事です。そしてお客様から末永く信頼を得ら
れることを目指します。
採用実績校（過去７年）
岩手大学、岩手県立大学、盛岡大学、富士大学、釧路公立大学、東京国
際大学、東北学院大学、東北福祉大学、仙台大学、東北文化学園大学、
国立音楽大学、岩手県立盛岡・宮古短期大学、上野法律ビジネス専
門学校、盛岡情報ビジネス & デザイン専門学校、盛岡外語観光 & ブ
ライダル専門学校、北上コンピューターアカデミー

■販売部門
エンジニアがこだわり守りつづけているもの、それは３Ｓ精神と
呼ばれ、トヨタサービスの原点となっています。トヨタの３Ｓ精神
は①正確（Ｓ）な技術力、②親切（Ｓ）なお客様対応、その二つの“Ｓ”
が③トヨタの信頼（Ｓ）に繋がっています。岩手トヨタサービスの
目指すべき姿に向けて、エンジニアは日々の業務や教育を通じて
ステップアップに努めています。
採用実績校（過去７年）
トヨタ東京自動車大学校、花壇自動車大学校、赤門自動車整備大学校、
八戸学院光星高等学校専攻科、岩手県立二戸・宮古・千廐高等技
術専門学校、盛岡工業高校、専大北上高校、紫波総合高校、江南義
塾高校

■サービス部門

先輩からのエール

（2016 年入社）
岩渕美咲
（2015 年入社）

営業スタッフ 営業スタッフ サービスエンジニア
小山龍太郎
（2012 年入社）

クラウン販売を通じて実感した自己成長
　岩手トヨタのお客様は、法人をはじめ幅
広い年齢層の個人のお客様を保有していま
す。特にクラウンにお乗りのお客様は人生
の大先輩の方が多く、学ぶことが本当に多
くあります。店舗へ配属された当初はお客
様対応に戸惑うこともありましたが、おク
ルマの点検入庫誘致などを通じて自分を覚
えて貰うことからはじめました。
　あれから 2 年が経ったある日、会社を
営んでおられるお客様からクラウンの注文
をいただきました。クラウンを保有してい
るお客様から「菊地君クラウンの注文を頼
むよ」と言って頂いたあの日が自己成長を
実感できた記念日です。クルマは年々進化
していくので、常に新しい知識が必要にな

店舗総合力コンクール新人競技。

同期との交流機会が多く、サポート体制が充実
　入社前の私はクルマの知識が殆どなかっ
たため家族からは「自動車営業が出来るの
か」と言われ正直不安でした。入社後は 2
カ月間新人研修がありましたが、トヨタ自
動車東日本での実習体験や営業の基礎知識
を覚えるのに苦労しました。
　配属後は、資格取得や新人フォロー研修
会などで度々同期の仲間と情報交換する機
会が多く設けられたことが心強かったです。
また、店舗では毎月商品知識やスキル向上
の勉強会が行われ会社のサポート体制が充
実しています。
　私の営業活動は、店舗でお客様へ点検入庫
案内のＴＥＬコールやお店にご来店されたお
客様と商談を行います。近年、お店には女性

のお客様も多くご来店されます。女性目線の
対応や気遣いをすることでお客様に安心感を
持って頂けることを心がけています。

ある１日のスケジュール

りますが、これからも 1 人でも多くのお
客様に信頼されるよう努力していきます。

サービスエンジニアの頂点を目指して
　私は、県内の技術専門校の自動車科から
岩手トヨタに入社しました。岩手トヨタを
選んだ理由は、クラウンやランドクルー
ザーなどトヨタを代表する高級車に憧れが
あり、それらのクルマを修理出来るように
なりたいと思いました。
　会社では、トヨタサービス検定資格の合
格に向けたサポート教育をはじめ各種サー
ビス研修会があり、スキルアップに積極的
に取組むことが出来ます。特に毎年開催さ
れている店舗総合力コンクールにはエンジ
ニア競技があり、店舗を代表し出場するこ
とで自分の技術力を磨くことが出来ます。
私のこれから目標は、トヨタ最高峰資格で
ある「トップクルー」の合格です。会社に

ショールームでは新型車の展示や
各種イベントが開催されています。
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は既に資格保有者県内最多の３名がいます
ので、私も近い将来、先輩の皆様に追いつ
き追い越せるよう頑張ります。

ある１日のスケジュール
9:30

10:00

11:00

12:00

13:30

14:00

15:00

16:30

9:30

10:00

11:00

12:00
13:00

14:00
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16:00

18:00
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13:00

14:00

15:00

16:30

朝礼　9：30
当日にご来店されるお客様情報を共有し、全員でお客様への
対応の準備をします。
納車準備　10：00
午後ご来店されるお客様の新車納車準備。

店頭でお客様へ新車を納車　13：00
納車日はお客様が一番楽しみにしている記念日。誠心誠意
対応いたします。

電話での誘致活動・書類整理　16：30
定期点検対象のお客様やイベントＤＭを投函したお客様へ
電話フォローします。

朝礼　9：30
当日にご来店されるお客様情報を共有し、全員でお客様への
対応の準備をします。
来客対応　10：00
ご来店のお客様へ作業のご説明やアドバイスをします。時には
新車のおススメをする事も！

店舗で取扱い商品勉強会　13：30
お客様へのより良いご提案が出来るよう、自己研鑽に取組み
ます。

電話での誘致活動・書類整理　16：30
定期点検対象のお客様やイベントＤＭを投函したお客様へ
電話フォローします。

朝　　礼　  9：30
当日ご入庫されるお客様情報を共有します。分からないこと
は先輩に確認します。
整備作業　10：00
お客様のお車の点検作業を行います。
ご用命事項を確認し、迅速・丁寧に作業を進めていきます。

整備作業　13：00
点検・故障診断の結果、必要なメンテナンスを行います。
時には先輩と一緒に作業を行い、先輩の技術を学びます。

納車準備　16：00
お車の納車準備。納車準備作業は大変重要です。

終　　了　18：00
全員で終礼を行い、本日の作業進行状況の確認と、残業の
有無を確認します。

ある１日のスケジュール ある１日のスケジュール ある１日のスケジュール
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売上高 経常利益

新 車 中古車

会社・経営実績

売上高は県内自動車販売店では、トップクラスの実績を
誇ります。

安定した収益を確保しており、特に 18 年度は過去最高益
を達成しました。

① 会社の業績

② 車両販売台数

新車販売台数は、ハイブリッド車をはじめとしたエコカーを
中心に、２千台レベルを継続し販売しています。

中古車販売台数は、軽自動車から高級車まで幅広い
ラインナップで 2,500 台前後を販売しています。

③ 当社販売車種ランキング
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12,000
（百万円）

（百万円）

17 年度

11,100

18 年度

346 342

18 年度

2,344

2,549

18 年度 19 年度 19 年度

19 年度 19 年度

10,800 10,700

12,300

18 年度

2,208 2,352

16 年度 20 年度

10,300

１位

２位

３位

４位

５位

18年度

プリウス

17年度

プリウスアクア

クラウン クラウン

16年度

シエンタ

プラド

サクシード サクシード

17 年度

530
564

16 年度

417

20 年度

17 年度

2,394

16 年度 17 年度

2,497 2,500

16 年度 20 年度

2,083

9 10

アクア

ルーミー

19年度 20年度

プリウス プリウス

プラド プラド プラド

サクシード

ルーミー ルーミー

ルーミー

自己資本比率は着実に上昇しました。（2019 年度は旧株主の
トヨタ自動車に特別配当を実施したため下降）

クラウン

グループ会社・地域貢献活動

いわて盛岡シティマラソン協賛

2019 年に行われた「いわて盛岡シティマラソン」に
おいて、当社は県内トヨタグループ各社と共に大会
運営をサポートしました。大会では、先導や広報・
救護車両の提供とドライバーに携わりました。また、
エキスポ会場では前日・当日の 2 日間に渡りトヨタ
ブースを設け大会全体を盛り上げました。

チャイルドシート寄贈

2020年2月 新グループを結成
T-MIG（株）

岩手トヨタ ネッツトヨタ岩手岩手トヨペット

岩手トヨタの地域貢献活動

岩手トヨタは 2020 年 2 月より、T-MIG（株）を持株会社
として岩手トヨペット、ネッツトヨタ岩手と新グルー
プ会社を結成いたしました。今後は県内の店舗網を活
かした更なるサービス向上と、地域に密着した企業活
動をグループ会社と共に進めて参ります。

2017 年から地域への社会貢献活動の一環として毎
年チャイルドシートの寄贈活動を行っています。
チャイルドシートは岩手県交通安全協会へ寄贈して
おり、会員をはじめ幅広い皆さんへ貸し出しが行わ
れています。今後も交通安全活動を通じて CSR（企
業の社会的責任）活動に取組んでいきます。

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

10.5
12.5

14.1
15.9 15.3

12.0

④ 自己資本率推移（年度末）

2,059

20 年度

2,075

プリウス

シエンタ

岩手日報 2020 年４月 24 日

シエンタ

ライズ



キャリアアッププログラム 人事制度・福利厚生・社内活動

福利厚生施設

休日・休暇

岩手トヨタの新人研修プログラムは毎年入社後２ヶ月間に渡って行われま
す。プログラムの主な内容は、４月は社会人としての基本マナー研修をはじ
め、トヨタ生産ラインでの物づくり体験研修。５月は営業、サービスそれぞ
れの部門に分かれた専門導入教育が行われます。また、秋には店舗で経験し
たことをみんなで共有化し情報交換するフォロー研修が設けられています。

岩手トヨタの新人研修プログラムは毎年入社後２ヶ月間に渡って行われま
す。プログラムの主な内容は、４月は社会人としての基本マナー研修をはじ
め、トヨタ生産ラインでの物づくり体験研修。５月は営業、サービスそれぞ
れの部門に分かれた専門導入教育が行われます。また、秋には店舗で経験し
たことをみんなで共有化し情報交換するフォロー研修が設けられています。

先輩に仕事の進め方を教わりな
がら、チームワークを大切にし
仕事力の向上を図っています。

４月入社 ５月 6月 9月
部門別導入
教育

店舗配属
OJT 教育

新人合同研修
（基本マナー・工場実習）

新人フォロー
研修

1 年目

2年目
以降

新人研修プログラム新人研修プログラム

資格取得や年次別の多彩な研修会を開催しています。
充実した人財育成制度で社員力を磨きます。

社員が安心安全に働ける職場環境づくりを第一と考え、ワークライフ
バランス（仕事と生活の調和）の実現に向けて働き方改革に取組んでいます。

年間休日日数は 108 日あり、長期連休が年末年始、ゴール
デンウィーク、お盆時期に設けられています。また、育児・
介護休業制度なども整備されており、女性の働きやすい環
境が整えられています。

社員にとって会社の人事制度は大
変重要です。当社は人事制度を「資
格」と「役割」等級で運用しています。
資格は基幹職、指導職、一般職に
区分され、役割は担当業務のレベ
ルによって設けています。「頑張っ
た社員が正しく報われる会社」の
実現を人事制度で行います。

社内報の発行

労働組合

HP・SNS を活用した情報発信

新人フォロー研修新人フォロー研修
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■４年次研修会
入社 4年目を迎えると、愛知県のトヨタ関連施設を巡る研
修会が行われます。トヨタ自動車の歴史やこれからの取組
みなどを学びます。また、オフロード体験会や車両開発者
の講演を聞き、トヨタマンとしての知識を深めます。

■社内で行われる研修会
昇格者研修、指導職特別研修、ES フィードバック研修、
営業スタッフ研修、サービス技術研修、事務スタッフ研修、
auプロスタッフ研修、新型商品研修、CS研修など

トップクルー認定、トヨタサービス技術検定、
トヨタエステメーション検定、トヨタ業務認定。
本部インストラクターが受験者の資格認定に向け研修
会を開催しサポートを行います。

■トヨタ認定・検定制度

人事制度

組合は職場のさまざまな要望事項を吸い上げ会社側と交渉・
協議をしています。社員が働きがいを感じる職場であるこ
とは会社の永続的な発展に繋がります。岩手トヨタ自動車
労働組合は結成７０年以上の
歴史と伝統のある労働組合で
す。また、全トヨタ販売労働
組合連合会（ＣＮＤ）に加盟
しており全国のトヨタ販売店
と連携して福利厚生の向上に
努めています。

岩手トヨタは IT を活用した情報発信強化とWeb 商談など営
業の働き方改革を進めています。HP の来訪者数は年々増加
しており、定期的に情報を
更新しています。また SNS
（Facebook・YouTube）に
当社オフィシャルページが
あり、多くの皆様に親しま
れています。

社内の出来事や社員情
報を年 4 回社内報「コ
ンパス」で発信してい
ます。みなさんを繋ぐ
羅針盤として社員や OB
のみなさんに愛読され
ています。

ゴルフ、マラソン同好会
を中心に活動が盛んに行
われています。会社では、
サークル活動支援を行っ
ています。

ANA クラウンプラザリ
ゾート安比高原に 3 室、
社員用オーナーズルーム
を所有しており、オー
ナー料金で社員は利用出
来ます。

サークル活動

自動車補助制度：自動車購入、自動車保険、金利優遇など
の補助制度があります。
その他諸制度：社用スマホ貸与、住宅補助、ジョブリターン、
定年後再雇用、営業スタッフ配転、人間ドック・予防接種
補助、永年勤続表彰他

充実した社内福利厚生制度

資格等級 役割等級 本 部

資格・役割体系

部長

室長

チーフ 事務
チーフ

営業
チーフ

サービスチーフ

サービス
スタッフ

サービス
リーダー

サービス
アドバイザー

サービス副店長営業
シニアチーフ

事務
リーダー

営業
リーダー

事務
スタッフ

営業
スタッフ

リーダー

スタッフ

役割級
１級

基幹職
１級

基幹職
２級

基幹職
３級

指導職
１級

指導職
２級

一般職
１級

一般職
２級

一般職
初級

役割級
２級

役割級
３級

グループ長
センター長

副グループ長
シニアチーフ

役割級２級
大規模店店長

役割級３級
店長 /大規模店サービス副店長

主査
資格２級
役割３級

主幹
資格３級
役割４級役割級

４級

役割級
５級

役割級
６級

役割級
７級

役割級
８級

事 務 営業 サービス

基幹職　  34 名（13%）
（課長職以上）

指導職　  56 名（22%）

一般職　167 名（65%）
合　計　257 名

（係長職）

参考（2021 年 12 月末）



2018 年度、経常利益の新記録を更新いたしました。新記録
達成を祝い、全社員で国内３コースに分かれ記念旅行を行い
ました。常に「頑張った人が報われる会社」を具現化するこ
とで社員の満足度向上に努めます。

毎年４月には、年度表彰式と方針説明会が開催されま
す。表彰はトヨタ自動車表彰をはじめ、店舗と個人別
表彰に多くの社員が表彰されています。年度方針説明
会は全社員が出席して行われ、１年間の会社業績の振
返りと新年度の会社方針について説明が行われます。

毎年、店舗スタッフの技術力向上を目指し店舗総合力コ
ンクールが開催されています。コンクールでは、店舗代
表サービスエンジニアによる実技競技と入社 2・3 年次を
対象とした新人エンジニア競技、そして営業スタッフの
商談実技競技が行われます。

11 月 5 日は岩手トヨ
タの創立記念日です。
毎年、全社員で盛大に
創立記念式典が行われ
ています。式典後には
様々な分野の講師を招
いた講演会と全社員参
加のパーティーが開催

され親睦を深めています。また、周年の節目の年には、
全社員で海外旅行も実施されてきました。

13 14

創立記念式典 新記録達成旅行

店舗総合力コンクール

年度表彰式・方針説明会

社内行事お客様イベント

クラウンゴルフ大会 VRシミュレーター体験会クラウン旅行会

2019 年 10 月、クラウン旅行会がス
タートしました。この旅行会は、ク
ラウンオーナーの皆様と旅行会を通
じて親睦を図ることで、お客様との
絆を深めることを目的にしていま
す。クラウンオーナーとそのご家族
が気軽に参加できる親睦会として多
くの皆様が参加されました。

岩手トヨタクラウンゴルフ大会は当
社から新車購入いただいたクラウン
オーナー様の親睦会として 1973 年
から始まりました。この大会は全国
トヨタ販売店の中でも最も歴史ある
ゴルフ大会で、毎年 9 月多くのクラ
ウンオーナーが県内各地から集われ
クラウンを通じた親睦を大いに深め
ておられます。

「ランドクルーザーフェス in 岩洞」は
ファミリー層のお客様が気軽に参加
できるイベントとして、2016 年にス
タートしました。このイベントでは、
ランドクルーザーやハイラックスで
普段体験することが出来ない本格オ
フロードコース、悪路コースを走行
します。お客様は車の性能の高さを
体感するとともにプロドライバーに
よるデモ走行やお楽しみ抽選会など
の企画に大変喜んでおられます。

2019 年、ＶＲシミュレーターを岩手
県ディーラーで初めて導入いたしま
した。このシミュレーターではトヨ
タの先進予防安全技術をリアルに疑
似体験出来ます。岩手トヨタではこ
のＶＲシミュレーターを多くのお客
様に体験して頂き、予防安全装置の
普及に取組み交通事故の削減に努め
てます。

ランクルフェス in 岩洞

岩手トヨタでは、毎年さまざまなイベントを開催しており、
たくさんのお客様がご参加されています。

毎年全社員が集う社内行事が行われます。節目の年には
海外旅行も企画され社員の交流が図られています。



岩手県全域で
展開する
岩手トヨタの
拠点網
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セールスネットワーク
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14

15

花巻市二枚橋6地割534
☎（0198）30-2151

花 巻 店4
北上市北鬼柳32-86-1
☎（0197）64-1161

北 上 店5

奥州市水沢佐倉河字三反町88-1
☎（0197）24-4141

水 沢 店6
西磐井郡平泉町平泉字正法1-5

☎（0191）46-2246

平泉店7

平泉店
千厩サービス工場

一関市千厩町千厩字上駒場353
☎（0191）53-2281

釜石市野田町1丁目9番26号
☎（0193）23-6675

釜 石 店9

大船渡市猪川町久名畑27-2
☎（0192）26-2151

大船渡店10
二戸市堀野字馬場44-4
☎（0195）23-3321

二戸店11
盛岡市上堂4丁目12番11号
☎（019）648-8311

盛 岡 店1
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紫波郡矢巾町大字高田第14地割2-23
☎（019）697-5231

盛岡南店3
盛岡市向中野3丁目1番18号
☎（019）631-3121

新本宮店2

盛岡市上堂4丁目12番11号
☎（019）641-6300

Uスペース盛岡

10 11　Uスペース盛岡

13

胆沢郡金ヶ崎町西根南羽沢70-2
☎（0197）44-3107

金ヶ崎
BPセンター16 17

国
道
４
号

盛岡

奥州

金
ヶ
崎                 トヨタ L&F●

                 ●いすゞ自動車

金ヶ崎町
青年会館●

金ヶ崎 BP
センター

15 16

新本宮店

盛岡市向中野3丁目2番33号
☎（019）631-3300

Uスペース本宮14

Uスペース本宮 新本宮店新本宮店

（2022年 1月現在）

紫波郡矢巾町大字高田第14地割2-23
☎（019）697-9871

Uスペース盛岡南15

県北地区
２店舗

盛岡地区
６店舗

県南地区
４店舗
２工場

沿岸地区
３店舗

平泉店

ネクサス
仙北店
ネクサス
仙北店

宮古市太田2丁目1-28
☎（0193）62-6211

宮 古 店8

三陸道

久慈市夏井町字鳥谷8-49-3
☎（0194）53-3264

久 慈 店12

セブン
イレブン

回転寿司
すノ家

セブン
イレブン

回転寿司
すノ家

ファミリーマート

鳥
谷
川

J
R
八
戸
線

仁
左
平

二戸ショッピング
タウン

ネクサス
仙北店
ネクサス
仙北店

千廐サー
ビス工場

久慈北インター
三
陸
自
動
車
道

国道45号

●
ヤクルト

千厩駅

千厩町内

千厩
バイ
パス

一
関



報道記事
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岩手トヨタの時代に即した
企業活動が新聞に取り上げ
られました。

岩手日報  2019.6.21

日刊自動車 2016.3.2
9

日刊自動車  2019.5.14

岩手日報  2020.4.4

日刊自動車 2017.3.31

日刊自動車  2019.9.13

日刊自動車 2017.3.31
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