Company
車 社会に貢献できる会社を創造すること
すべてはお客さまの満足のために

お客さまの笑顔と安心のために…
常に最高の品質とサービスをお届けするため、
技術認定制度や研修制度、
サービス
アップのアイデアを吸い上げる社内提案制度の制定、社内技術大会の実施など
常に一歩先を見据えながら
「車をいつまでも長く、
綺麗に乗りたい」
というユーザー
ニーズにお応えしています。

一歩先を行くトウメイのカーコーティング
近年、持続期間の長いコーティングが主流になっています。
時代の先端をいくガラスコーティングなどの販売・施工に着手し、
美しさはもとより防汚耐久性にもこだわった商品を提供、
メンテナンスシステムも完備しております。

トウメイにはタイムリーな行動力があります
本社オペレーターによる電話対応やネットでの予約受付システムにより、
お客さまのご要望に沿ったスピーディなサポートを提供いたします。

美 しさを日々追求し

品質にこだわったサービスを提供
お客さまの愛車を美しく保つために、高い技術とクオリティに満足することなく、
進化するプロ集団であることを心掛けています。

取締役社長

泉

重光

社是
我社は美しい空間づくりを通して社会に貢献します。

社訓
常に感謝の心を持ってお客さまに最善を尽くします。
プロフェッショナルとして共に学び考え行動します。
仕事に誇りを持ち価値あるサービスをご提供します。
人の和を大切にし情熱と活力で実践します。
小さな積み重ねを大切にし、
たゆみなく努力します。

Service
業 界No1の

サービスネットワーク

大阪、
京都、
滋賀、
兵庫の近畿圏内を中心に、
ボディコーティング・
洗車・ルームクリーニング・カーフィルムなど幅広いカーアフター

ボディコーティング

サービスをご提供しております。

プロの技術者が最高級の溶剤を使用し、
クオリティにこだわった美しい
コーティングをご提供いたします。

皆さまにまでご支援いただいております。

店舗、各営業所にて一般ユーザーの皆さまからディーラーの
近年では関東や九州にも拠点を展開、
モーターショーへの参加や
カーケア製品の販売なども行っております。高品質なマテリアルと
ツール、
そして高い技術で皆さまのお役に立てることを第一に
考えております。

コーティングメンテナンス

手洗い洗車

ルームクリーニング

フロントガラス撥水コート

コーティング施工後のアフターケア
として充実したメンテナンスシステム
をご用意しています。
他店の施工車両でも承ります。

ボディや塗装を知り尽くしたスタッ
フが手洗い洗車で美しく隅々まで
キレイに洗車いたします。

車内の天井からフロアまでしっかり
洗浄いたします。高温スチームや
抗 菌スプレーによる除 菌・殺 菌
処理もお任せください。

窓ガラスに撥水コーティングを施工
することで、雨の日もクリアな視界
を確保します。

カーフィルム

カラーラッピング

レッカーサービス

カー用品取付

スモークフィルムに加え、紫外線、
赤外線をカットする遮熱フィルムも
ご用意。車内温度の上昇を抑え、
日焼け防止にも効果があります。

ボディ表面にフィルムを貼ることに
よって、車のカラー、雰囲気を変える
ことができます。塗装と見間違うほど
の美しい仕上がりを提供いたします。

回送業務も当社所有のキャリア
カーで行います。
ローダウン車両
には専用の積載車をご用意いた
します。

ディーラーさまの新車整備センター
にて、
オプションパーツ取付業務を
承っております。

イベント・展示会派遣

各種リペア

カーケア用品販売

技術講習・講習員の派遣

モーターショーなどで展示車両の
仕上げやイベントでの洗車サービ
スなどに伴うスタッフ派遣を承って
います。

シートの穴あき補修、
フロントガラス
の傷補修を承っております。気に
なる部分があればご相談ください。

オリジナルで企画開発したカー
メンテナンス用品の販売も行って
います。
オリジナル製品はホーム
ページにも掲載しています。

スタッフを養成する技術指導を
はじめ、座学、実技を含む気配り
のできた講習を実践しております。

確 かな技術力とスピーディな行動力

サ ポ ートシステム

確かな技術を持ったスタッフによる、多様なカーケアサービス
トウメイの鍛え抜かれた技術スタッフが国産、
輸入自動車販売ディーラーさまを中心にそれぞれのブース内で
納車仕上げ、
コーティングなどプロフェッショナルなカーケア業務を行っています。
また自動車関連企業以外でも、
イベントにおける洗車サービスや営業車の出張メンテナンスなど、
出張カー
ケアに関するご依頼も承っています。

ディーラー出張施工

店舗展開

自動車販売ディーラーさまにお伺いし、
各種
コーティングや洗車、納車仕上げなど承り
ます。作業を受注するだけではなく、
営業部
からは販売促進キャンペーンの提案も積極的
に行っております。

イベント参加

エンドユーザー向けの洗車・コーティング
専門店を出店しております。お客さま一人
ひとりの要望に応える、
きめ細やかなサービス
を提供いたします。

モーターショー展示車の美装仕上げのほか、
イベント主催者さまからの依頼を受け、
ご来場
されるお客さまへの出張カーケアも承って
おります。

ご契約までの流れ
本部へご連絡
06-6928-5114

トウメイ本社受付センター
までお電話でご連絡くだ
さい。

打ち合わせ

作業デモ

ご契約完了

営 業 担 当 が お 伺 いし、
ご要 望をふまえサービス
の説明をいたします。

営 業 担 当・作 業 担 当 が
お伺いし、作業内容の確認
及びデモを行います。

ご契約後に、
オンライン予約
に必 要 な I D・パスワード
などを発行いたします。

作業申し込みの流れ
本部へご連絡
または予約システム
にてお申込み

予約状況・
内容のご確認

予約完了

当日
スタッフ派遣

オンライン予約またはトウ
メイ本社受付センターまで
お電話でご連絡ください。

トウメイ本社受付センター
で予約状況と作業内容の
確認をいたします。

トウメイ本社受付センター
よりスケジュール確定の
ご連絡をいたします。

当日営業所のスタッフが
直 接 訪 問し、作 業に入り
ます。

営 業所の取り組み

サ ービ ス アップ
トウメイ技術大会

スタッフ研修会

年1回、
社内技術大会を開催し、
社員同士が
技術を競い合います。技術を披露する場を
作るだけでなく、審査員・見学者も様々な
観点から意見を出し合うことで、
全体の技術
レベルの向上を目指しています。

それぞれのスタッフが一定の技術と知識を
身に付けるため、
経験年数や役職に応じて、
段階的に研修会を実施しています。

技術認定制度

独自の資格制度である
「コーティング施工士」
を取得した社員のみがコーティング施工を
行えるシステムを制定しています。

会社概要
社

名

店

舗

トウメイ株式会社

■カーコーティングスタジオTOMEI

〒572-0074 大阪府寝屋川市池田中町2-19

本社・総合受付

TEL 072-838-1667
営業／10:00〜19:00（水曜定休日）

〒535-0004 大阪府大阪市旭区生江3-12-9

TEL 06-6928-5114
FAX 06-6924-0171

■リーガロイヤル店

〒535-0004 大阪府大阪市北区中之島5-3-68
リーガロイヤルホテルアネックス4F

TEL 06-6479-2500

営業／平 日 11:00〜19:00（水曜定休日）
土日祝 10:00〜19:00

■ホテルオークラ神戸店

〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町2-1
ホテルオークラ神戸1F 平面駐車場

TEL 078-331-6015
営業／10:00〜19:00（水曜定休日）

■ピッカーウォッシュ栗東店

〒520-3024 滋賀県栗東市小柿8-1-20

TEL 077-598-6490
営業／10:00〜18:00（水曜定休日）

営業品目

営業所

ボディコーティング・コーティングメンテナンス・手洗い洗車
カーフィルム・カラ ー ラッピング・カー用品取付・レッカーサービス
フロントガラス撥水コート・ルームクリーニング・カー用品販売
イベント展示会派遣・各種リペア・技術講習、講習員の派遣

大阪営業所 大坂府大阪市旭区生江3-16-22
堺営業所
大阪府高石市西取石5-4-13
箕面営業所 大阪府箕面市西宿2-1-2
松原営業所 大阪府松原市西大塚1-2-29-A
兵庫東営業所 兵庫県尼崎市武庫之荘3-20-2
神戸営業所 兵庫県神戸市中央区小野浜町18-1
京都営業所 京都府京都市伏見区中島秋ノ山町128
住之江営業所 大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-2-45
泉大津センター 大阪府泉大津市青葉町7-1
東京営業所 東京都大田区千鳥1-5-2
新橋オフィス 東京都港区新橋1-10-1正直屋ビル3F
埼玉営業所 埼玉県戸田市早瀬1-24-6
静岡営業所 静岡県静岡市駿河区南安倍3-9-23
浜松営業所 静岡県浜松市東区上西町40-1
福岡営業所 福岡県福岡市西区小戸1-14-10
金沢営業所 石川県金沢市諸江町下丁38-1
群馬研修センター 群馬県太田市本町20-11

取引企業
アウディジャパン販売（株）
大阪ダイハツ販売（株）
大阪トヨタ自動車（株）
大阪日野自動車（株）
大阪BMW
大阪マツダ販売（株）
スズキ自販関西（株）
スズキ自販近畿（株）
（株）スバルロジスティック
スリーボンドアーベル近畿（株）

千葉トヨペット
中央自動車工業（株）
西日本三菱自動車販売（株）
日産大阪販売（株）
（株）ホンダカーズ大阪
（株）ホンダカーズ京都
（株）ホンダカーズ東京中央
（株）ホンダカーズ兵庫
（株）ホンダカーズ南近畿
他 50音順 敬称略

TEL 06-6928-0161
TEL 072-266-8055
TEL 072-728-3550
TEL 072-338-8331
TEL 06-6435-8702
TEL 078-334-4566
TEL 075-603-6669
TEL 06-4702-0666
TEL 0725-22-6222
TEL 03-3751-8558
TEL 03-6550-9430
TEL 048-458-0423
TEL 054-287-0551
TEL 053-463-8777
TEL 092-707-4840
TEL 076-256-0550

沿
1972年

自動車整備会社のスチーム洗車場として「トウメイ洗車」が創業

1980年 「トウメイ洗車」を「トウメイ洗車株式会社」として法人化
1984年

大阪旭区に本社工場を建設

1987年

堺営業所を開設

1989年

寝屋川営業所を開設

1999年

滋賀県大津市にピッカーウォッシュ西武大津店を開設

2000年

大阪市中之島にリーガロイヤル店を開設

2003年

第3回 大阪モーターショー 出展

2005年

茨木営業所を開設
第4回 大阪モーターショー 出展

2006年

松原営業所を開設

2007年

商号を「トウメイ洗車株式会社」から
「トウメイ株式会社」に変更
第5回 大阪モーターショー 出展

2008年

大阪府寝屋川市にカーコーティングスタジオTOMEIを開設

2009年

第6回 大阪モーターショー 出展

革

2011年

兵庫東営業所を開設
京都営業所を開設

2012年

第7回 大阪モーターショー 出展
茨木営業所を箕面市に移転し、箕面営業所に変更

2013年

浜松営業所を開設
第8回 大阪モーターショー 出展

2014年

東京営業所を開設
泉大津センターを開設

2015年

新社屋となる本社ビルを建設
第9回 大阪モーターショー 出展
静岡営業所を開設
埼玉営業所を開設
住之江出張所を開設

2016年

福岡営業所を開設

2017年

群馬研修センターを開設
第10回大阪モーターショー出展

2018年

西武大津店を栗東市に移転し、栗東店に変更
兵庫県神戸市にホテルオークラ神戸店を開設
金沢営業所を開設

