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■もっといいクルマづくり

「もっといいクルマづくり」を通して、全ての人に移動の自由と喜び
を提供します。そのため国内のみならず世界各地域の方々に使って

お客様の笑顔と感動を思い浮かべ

開発本部統括
取締役　専務役員
小西　雄三

いただけるミニバン、ＳＵＶ、商用車・コミュータ、
高齢の方や身体の不自由な方のための福祉車両、
環境に優しい利便性を高めた一人乗りＥＶ「コムス」
等、幅広い商品の開発に取り組んでいます。

もっといいコースターづくり

“お客様の笑顔”

２４年ぶりのモデルチェンジとして、お客様の声を大切にし、お客様の期待を
超えるクルマを目指し、快適性、安全性、環境性能の向上に取り組んだ、“ＣＶ 
Ｃompany”の初のモデルチェンジとなる新型「コースター」の取り組みをご
紹介します。 　（次頁以降、Ｐ.９～Ｐ.１３でご紹介）

全社一丸となって取り組んだ「もっといい
コースターづくり」

新型「コースター」
（２０１７年１月発売）

お客様の声を大切に

路面環境の調査
(パプアニューギニア )

公共バス (香港 )

「快適性」を求めて 万が一に備える
「安全性」

地球にやさしい
「環境性能」

P.11P.10P.9P.9

客室空間の拡大

NV性能の向上

横スベリ防止の初採用

横転性能の向上

軽量化の取り組み

リサイクル材の
採用拡大

旧型 新型＜NV性能＞
悪い

良い

ノ
イ
ズ
レ
ベ
ル

もっといい
工場づくり

人に優しい、
環境にやさしい

インパネモジュールの自動搭載で
室内組付作業が格段に減少

（旧）手作業 （新）自動機

100 100

50 68

CO2 排出量 VOC排出量

▲50% ▲32%

旧型 新型 旧型 新型

新型コースターラインのCO2排出量等
削減効果 P.12～ 13

新型従来技術

▲１５０㎏



9

■もっといいクルマづくり
もっといいコースターづくり

お客様の声を大切に
コースターは、世界１１０ヵ国以上の国や地域で使われています。海外では、砂漠や

資源採掘現場などの厳しい使用環境に耐える高い信頼性を築き、販売開始から累計

で約５５万台を販売しています。

世界各国の路面や環境、使われ方を調査
開発者自身が、世界各国の路面状況や環境、使われ方を現地におもむき調査し、

お客様のご意見を直接伺い、製品開発につなげるよう取り組んでいます。

・もっとゆったりとした客室空間

・ロングモデルライフでデザインが旧来的

・運転席まわりに物入れがほしい

・安全装備を充実してほしい

・故障せずに安心して使える

＜お客様からの主なご意見＞

未舗装の荒れた道路を走行
（パプアニューギニア )

砂漠地帯での使用
(アルジェリア )

公共バス（香港）

沖縄レンタカ―送迎用（那覇空港）

お客様からの貴重なご意見、生の声を大切にしています
お客様からいただく様々なご意見に対し、開発技術者が市場に自ら出かけ、

実際の使われ方を見て、お客様から直接話を聞き、開発を推進しています。

製品企画センター　宇佐美　彰英

新型コースター　開発担当者の声

２４年ぶりのモデルチェンジにあたり、長年培っ
てきた信頼性をさらに進化させるために、市場で
のお客様の使われ方を常に留意しました。

「快適性」を求めて

客室は、室内高を60mm高くし、窓側は肘が置ける程度（約40mm）

外側へ拡大。また、サイドウインドウの上下高さを 50mm 広げるな

ど、開放感と快適な乗客スペースを提供しています。

【ゆとりある客室空間】

「EX」のシートは、合成皮革とファブリックを組み合わせたシート表皮

にダブルステッチをあしらい高級感を演出。また、クッション材に低

反発ウレタンを採用し、着座時のフィット感を向上しました。

【高級感のあるシート】

ボディ剛性の向上や、エンジン周りに防音材を追加し、最適配置する

など、様々な改良により、静粛性能の向上を実現しました。

【快適な客室空間】

運転席は、フロントウインドウの開口部を広げ、視界を拡大し、機能

スイッチや運転席周りの物入れを最適配置することで、視線の動き

を最小限にし、ドライバーが運転に集中しやすいコックピットを実現

しました。

【機能的なコックピット】

ルーフサイドに面取りをきかせ、シンプルでありながら目を引くモダ

ンなデザインとしました。スクエアなボデーシルエットで室内の広さ

を表現しました。サイドを上下分割したキャラクターラインとタイヤ

周りを強調したアンダーボディでキャビンをしっかり支える頑丈な

ボディを表現しました。

【「Modern & Tough」目を引く外装デザイン】

＋約40ｍｍ

：旧型
：新型

旧型 新型＜NV性能＞
悪い

良い

ノ
イ
ズ
レ
ベ
ル

アイドル
こもり音
アイドル
こもり音

中高速
こもり音
中高速
こもり音

エンジン
ノイズ
エンジン
ノイズ
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■もっといいクルマづくり
もっといいコースターづくり

万が一に備える「安全性」
世界中のお客様が安心して、そして安全に行きたい所に行って、帰ってくることができる。

そんな車を目指して開発を続けています。

様々な路面、環境に対する適合性確認
現地調査の結果やお客様の声を元に世界中のあらゆる路面､環境、使われ方を

想定し、実験室、テストコース等で試験を重ね、高い耐久性を実現しています。

お客様の安全のため、万が一の場合の被害軽減を目指して

環状骨格 *3 や高張力鋼板の採用により､バスボデー強度の世界的な安全評価

基準 である、「ECE基準 R66」に適合し、万が一、車両がロールオーバー（横転）

した場合にも客室空間の確保に配慮しました｡ 

コーナリング時の横滑りなどを抑制し、車両走行時の安定性を確保するＶＳＣを

日本でクラス初採用しました。

【ＶＳＣ（Vehicle Stability Control)】

【世界的な安全評価基準､ECE基準 *1 R66*2（ロールオーバー性能 )に適合】

*1 欧州統一車両法規 （Economic Commission for Europe regulations）
*2 ECE 基準で定める、バスの上部構造の強化に関する 統一法規
*3 環状骨格
ルーフ部の補強材と側面のピラーとをつなぎ
一体化した構造により、強度･剛性をアップ

前輪の横滑りが
発生した状態
（VSCなし）

VSC により、車両 
が外側にふくらむ 
現象の抑制に寄与

油圧により台上で実車を振動させ、
路面状況を再現し耐久性能を評価

＜VSC作動イメージ図＞

〈ロールオーバー (横転 ) 性能評価〉

衝突安全実験室　清水　亮太

衝突安全評価 担当者の声

コースターはトヨタ車で最も乗車定員の 
多い車です｡そのたくさんのお客様に安心 
して、安全に乗っていただきたい､という 
想いで開発を進めてきました｡万が一横転 
した場合でも、必ずお客様の被害軽減に 
力を発揮してくれる車だと信じています｡

リヤシートのシートバッククッションに

より、園児がシートにぶつかった際の衝撃

を緩和します。また、運転席の後ろなどに

プロテクターを設け、最前列に座る園児の

安全にも配慮しています。

【幼児用専用車の安全対応】

シートバッククッション

プロテクター
（運転席側最前列）

プロテクター
（左側最前列）

実車による試験 [ 動画 ]

「安全なクルマづくりの取組みの成果」

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2017/coaster_test.avi
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2017/anzen_seika.pdf
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■もっといいクルマづくり
もっといいコースターづくり

地球にやさしい「環境性能」
エネルギー・温暖化問題は人類や生態系への影響が懸念される重要な環境問題と考え、関係部署が

連携し環境にやさしいクルマづくりを設計段階から取り組み技術開発を進めていきます。

トップクラスの燃費性能に寄与する軽量化技術の開発

高張力鋼板の採用や基材発泡化、樹脂化、薄板化により▲１５０ｋｇの軽量化を実現しました。

ボデーはＣＡＥ解析を行い環状骨格など強度バランスを取りつつ、強度と軽量化を高いレベル 

で両立しています。

【ボデー・内張り部品・外装部品の軽量化に向けた主な取リ組み】

開発・生産技術部門の役員を交え、
コースターの軽量化について討議< ボデー >

高張力鋼板の採用により
鋼板の薄板化

アッパ /アンダーボデー

< 内張り部品 >
クーラーダクト

基材ソリッド→発泡化

< 外装部品 >

バンパー

スチール→樹脂化

新型従来技術

スチール
１００％

高張力鋼板
２５％

スチール７５％

▲１２０㎏

インストルメント
パネル
基材▲０.５mm
薄板化

高張力鋼板
５９０ＭＰａ材
４４０ＭＰａ材

フロントバンパー 
：▲8㎏

リヤバンパー
：▲7㎏

新型従来技術

コースター軽量化トータル

▲１５０㎏

ＦＲフロアマットのフェルト

  ： 再生フェルト

ルーフサイレンサー

ホイールハウスマットＲＨ／ＬＨのフェルト

サイドトリムＲＨ／ＬＨ
のフェルト

リサイクル材の使用拡大に向けた取り組み

コースターでは再生フェルトを使用し、リサイクル材の使用拡大を実施しました。

【市場で廃棄されるリサイクル材の使用拡大】

ボデー設計部　　金田　健一

新型コースター開発担当者の声

車体の骨格部材に積極的
に高張力鋼板を採用して
薄板化し、安全性を確保
しつつ軽量化を実現しま
した。

最新の車両解体性向上技術の採用
使用済み自動車の資源循環を推進するため、最新の取組みを設計段階に織り込み、

解体しやすく分別しやすい構造を積極的に採用しました。

【ドアトリムを引き剥がしやすく】

取り外し時の起点となる位置を設定、

解体性向上マークを付けました。

【インストルメントパネルを取り外しやすく】

締め付け部にＶ字溝の薄肉化による破断構造を

採用、強く引っ張ると容易に取れる構造にしました。

【ワイヤーハーネスを引き剥がしやすく】

他部品と干渉無く引き剥がせる経路配置と

合わせ、引き剥がし位置の視認性向上のため

黄緑テープを設定しました。
『解体性向上マーク』

基材裏に
Ｖ字溝を設定
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■もっといいクルマづくり
もっといいコースターづくり

もっといい工場づくり
２０１７年１月に立ち上がった岐阜車体工業 (株 ) の新型コースターラインは、開発段階から、開発・生産技術・生産が連携し、

取引先様にもご協力いただき、つくりやすさにこだわった改善により、品質向上を推進しています。 

＜旧型＞

・インパネ構成部品の一部を先に室内へ組付け、

それ以外の部品は作業者が手作業で搬入。

【組立工程　インパネ組み付け作業の改善】
＜新型＞

・インパネをモジュール化※し、フロントウインドウ開口部から自動機で搭載。

室内での組付け作業が格段に減少した。

※インパネ リインフォースやエアコン等、主要構成
部品を予め組付け搭載するよう、設計段階から検討

＜作業者の声＞
手作業で部品を
搬入していたの
で、傷をつけない
よう慎重に作業
していました。

車両室内作業の多いトリムラインや下廻りラインはボデーを

横送りにして工程長短縮と作業者の歩行低減を図りました。

【組立工程　ライン長さ短縮（ボデー横送りライン）】
遮音対策でルーフ部（室内側）全面にサイレンサ（不織布：柔らか物）

を組立工程で貼り付けています。

【やりにくい作業の自動化（ルーフサイレンサー貼り付け）】

旧型ラインでの作業

（上向き上肢作業 )

新型ラインは作業の一部

を自動化しロボットアー

ムによる柔らか物の貼り

付け工法を確立しました。

旧型ライン

新型ライン

横送り下廻りライン

横送りトリムライン

マイクロバスは多脚のシートを車内に搭載するのが

大きな課題です｡コースターも14脚のシートがあります。

【人やさしい車内搭載工法（シート搭載作業性改善）】

（作業者の声）
狭くて当てそう

（作業者の声）
大きな開口から不安なく搭載できる

旧型ラインでの作業

（狭い乗降口から

1脚毎の搭載） 新型ラインは大きなサイドウィンド開口から

1列分（2脚：Aシングル /Bダブル）を

一括搭載

車両生技部    河合　剛

働きやすい組立工場づくり　　　担当者の声

組立工場は「人が主役」です。
「働く人にやさしい」に拘って工程の成り立
ち、設備のあり方を皆で試行錯誤して実現
しました。

「全て (設備投資・スペース・加工工数など )
をミニマムに！」に拘り製造準備を進めて
まいりました。
今後も更なる製品・工程づくりを目指して
行きます。

岐阜車体工業 (株 ) 組立課　　福田　敏博
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■もっといいクルマづくり
もっといいコースターづくり

もっといい工場づくり
新型コースターラインは、モデルチェンジ、工程刷新に併せて、環境負荷の少ないクルマづくりを目指し、

造り方変革、製品仕様・構造変更による改善により、環境にやさしい、もっといい工場づくりに取り組みました。

コースター生産ライン削減効果（原単位）

▲50％ 100100

50
68

▲32％ 100 ▲21％

79

指　

数

指　

数

指　

数

旧型 新型 旧型 新型 旧型 新型

CO2排出量 VOC排出量 廃棄物排出量

100 ▲50％

50

指　

数

旧型 新型

水使用量

100 ▲88％

12

指　

数

旧型 新型

接合のCO2排出量

8 ▲50％

4

工
程
数

旧型 新型

塗装工程の短縮

従来のスポット溶接に対しエネルギーの少ないレーザー

溶接を導入し、更にスポット溶接の加圧溶着から非接触

溶着にする事で仕上がり品質が向上し、磨き工程を廃止

しました。

【板金工程の事例】

スポット接合を高速レーザー接合へ！

スポット溶接

打点痕　磨き工程

レーザー溶接

電極

鉄板

電極で加圧、大電流
による発熱で結合
（接触溶接
　⇒打点痕が発生）

（廃止）

〈従来（旧型）〉 〈今回（新型）〉

レーザー光を
集光し、照射
により結合
（非接触溶接）

WETonWET 塗装や塗装部位をカラーテープに置換える

工法の開発によりＣＯ２排出量の多い塗装ブース、乾燥

炉を１／２に工程短縮し、生産で使用するエネルギーや

塗料に含まれる VOC 量を削減しました。大量のマスキ

ングも廃止しました。

【塗装工程の事例】

ボデー生技部　伊藤 貴敏

技術開発　担当者の声

今回の新工法は、開発からライン 導入まで
一気通貫で開発担当し ベンチマークになる
技術にすること が出来ました。
今後も、お客様に喜ばれるもっといいクルマ
造り、 もっといい工場造りにつながる 生産
技術開発を推進していきます。

塗装生技部　　三浦　正人

働きやすい塗装工場づくり　　担当者の声

「働きやすさ」を根本から考え、 技術革新で
従来と風景の違う 塗装工場を実現できま
した。
今後も、もっといいクルマづくり を支え
る、もっといい工場づくり を、開発、生技、
製造一丸で 考え抜き、実現していきます。

〈今回（新型）〉

上塗り

中塗り

WETonWET塗装

カラーテープ化

焼付

〈従来（旧型）〉

上塗り ２回目

上塗り

乾燥

マスキング OFF

中塗り

焼付

マスキング ON

焼付

マスキングON＋上塗り テープ貼付

マスキング＋上塗り 2 回目をテープ貼付へ！
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■もっといいクルマづくり

多様なニーズに応える福祉車両・特装車

お客様に喜ばれるために、介護施設・高齢者施設や販売店を訪問し、

実際の使われ方を見せて頂き、ご意見を伺い、製品開発へつなげる

よう取り組んでいます。

お客様の使われ方を調査し、開発へつなげる活動
お客様の使い易さを向上させた車いすリフトユニットを搭載した

ハイエース車いす仕様車を開発、発売しました。

・介護者が車いすの方へのシートベルト装着時に、

車いすの車輪にベルトを通しにくく、時間がかかる

・車いすの方へシートベルトを装着した時、

高齢者の首に当たる時がある

お客様の声

身体の不自由な方に加え、高齢者、介護者やご家族の皆さんに喜ばれる福祉車両の開発、及び多様な
特装車をマーケットインしながら開発、提供に取り組んでいます。

全ての方に「移動の自由」と「喜び」を提供

福祉車両・ユニット

＜ハイエース　車いす仕様車開発への展開＞

ベルトアンカー
位置の下方移動

ベルト先端部の
剛性ＵＰ

首とベルトの
スキ確保

国内外での普及活動
より多くの方に知っていただくため、国内外での普及活動を

積極的に行っています。

当社従業員デモンストレー 

ションによる説明

（大阪　バリアフリー展）

福祉車両を体感して頂く

（北京国際福祉機器展）

車いすに通し易いシートベルト シートベルトを肩に合わす

特装・福祉センター　野首　福利

福祉車両開発担当者の声

デイケアサービス・福祉施設で毎日
の送迎に利用されるため、車いすの
方・介護者が使い勝手が良く、安心
して使って頂ける製品を目指し開発
しました。
今後も高い安全性・信頼性を確保し
た製品開発を進めます。

特装車
当社の子会社の東海特装車では、

お客様の様々な用途に応じた様々

な“働く車”を提案しています。

移動販売車 空港手荷物運搬車 除雪装置付道路パトロール車

「福祉商品ラインナップ」

「特装車商品ラインナップ」 「東海特装車の活動」

http://www.toyota-body.co.jp/auto/welfare/lineup/
http://www.toyota-body.co.jp/auto/customize/lineup/
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2017/TUM.pdf
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■もっといいクルマづくり

環境にやさしいクルマ（超小型電気自動車コムス・燃料電池車）

様々なシーンで活躍
環境にやさしく、小型で機動性が高いコムスは、配送・営業・買い物などで近距離を移動するのに適したクルマです。

東京では、駅近くの道路上にシェアリング発着専用スペースを設置する国土交通省の社会実験が始まっています。

また、空港のような駐車スペースが限られた施設では整備士の移動手段として使われるなど、活躍の場面はますます広がっています。

環境にやさしく、気軽に運転できる超小型EV コムスは様々な用途で使われています。
水素社会の先駆けになるトヨタの燃料電池部品の開発・生産に取り組んでいます。　

新しいクルマ社会の実現に向けて

超小型ＥＶ コムス

実証実験
国土交通省の「超小型モビリティ認定制度」を活用

し、積載量をアップした配送用のコムスや行政サー

ビス・シェアリング用途としての２人乗りコムス

の実証実験が行われています。

飲料宅配
(ヤクルト様 )

シェアリング用車両
(Times Car PLUS×Ha:mo 様 )

整備士の空港内移動
(JAL エンジニアリング様 )

愛知県名古屋市
配送用コムス（日本郵便様）

愛知県豊田市他
２人乗りコムス (シェアリング）

燃料電池部品

トヨタ自動車の燃料電池車「ＭＩＲＡＩ」の燃料電池

スタック基幹部品に、当社が開発した「３Ｄファイン

メッシュ流路」が採用されています。

３Ｄファインメッシュ流路の加工には、当社独自の

超精密・高速プレス加工技術を用いており、３次元的

な微細格子構造の生産を可能としています。

３Ｄファインメッシュ流路（一部拡大）

（画像提供：トヨタ自動車株式会社）

燃料電池スタック

<トヨタ燃料電池車「ＭＩＲＡＩ」>燃料電池部品の開発・生産

「広がるコムス」

http://coms.toyotabody.jp/trials/
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■もっといいクルマづくり

良い品質のクルマづくり

全社員へ「お客様第一」「品質第一」「現地現物」 を浸透するよ

う、階層別の品質教育とともに品質 講演会・品質事例展示会

などを定期的に開催し、 「お客様の笑顔のために、仕事の質を高

めていく」 ことを改めて認識し、日々の仕事に繋げています。

私たちは、世界中のお客様に安全で安心して使って頂けるNo.1 品質の製品づくりを目指しています。
世界中のお客様の声を現地現物で確認し、過去から学んだこと、日々の改善活動の推進とあわせて、
「品質第一」という思いを全社員で共有しています。

お客様を第一に考え、良い品質の商品をお届けします

お客様第一を全社員で実践するために

現物を使った事例展示会

＜品質月間  社長メッセージ＞ ＜品質事例展示会＞

世界中のお客様の生の声を現地現物で調査、製品開発に反映しています。

2016年度は昨年度に引続き、品質保証部門の担当者が自らお客様・市場ニーズを把握するため、市場での使われ方調査を行いました。

お客様の声を製品へ反映する

＜品質保証部門によるコースターおよび次期プロジェクトへの”お客様の声”現地現物調査例＞

納車前の入念なチェック・・・過酷な環境下では
ランクル、ＬＸは
絶大な信頼を得ている・・・

アンゴラアンゴラ

バーレーンバーレーン

オマーンオマーン

Ｕ.Ａ.Ｅ.Ｕ.Ａ.Ｅ.

タイタイ

シンガポールシンガポール

オーストラリアオーストラリア

フィリピンフィリピン

香港香港
日本日本

ロシアロシア

メキシコメキシコ

ペルーペルー

アルゼンチンアルゼンチン

代理店と市場情報の共有（ロシア） 販売店新車点検場訪問（日本）

⽇頃は、多くの新製品プロジェクトへの対応や品質
向上活動に対する全社をあげての推進に⼼から感謝を
申しあげます。
我々のミッションは「世のため、⼈のため、世界各地の

⽣活を⽀え続けるもっといいクルマづくり」です。
当社は、グローバルな商品企画・開発から⾞両⽣産まで
⼀貫して担当していきます。
そのなかで原点は、「お客様第⼀」「品質第⼀」そして
「現地現物」ですが、まだまだ多くのお客様にご迷惑を
おかけしているのも事実であります。
そこで、今回の展⽰会では、過去に発⽣させた問題を
振り返り、皆さん⼀⼈ひとりが「お客様のために、
仕事の質を⾼めていく」と⾔うことを再認識して欲しいと
思います。

トピックス

安全性・商品性の向上、バリエーション拡充の結果、オーストラリアで

『2017年　4×4 of the year』　獲得。　(受賞対象：ダブルキャブ )

オーストラリアで受賞！

オーストラリア　２０１７年　４×４  of  the  year  受賞、並びに、豪州 ANCAP５☆( 最高ランク）獲得

世界中のお客様に使われ続けているランドクルーザー７０。

安全性をさらに高めた『シングルキャブ ピックアップトラック』を開発。

現地現物での調査・お客様の要望を商品に反映させました。（衝突安全性）

更なる安全性の向上

(2016年 10月に豪州 ANCAP 5☆ 獲得）

「品質の取り組み具体例」：自工程完結活動、EDER活動、お客様の評価

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2017/hinshitsu.pdf
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■もっといいクルマづくり

取引先様とともに

商品開発やものづくりを全てのサプライ
チェーンの皆様と一体となり提案
モデルチェンジを迎える車に対し、幅広く参入機会を

つくることに加え、当社のクルマづくりを知って頂く

ために、取引先様に部品を見ていただく部品検討会及び

取引先様からの新技術のご提案展示会等を開催し、

全てのサプライチェーンの皆様と当社が一体となり、

いいクルマづくりに向けて提案活動をしております。

オープンでフェアな取引を推進し、取引先様との相互信頼にもとづく共存共栄をめざした
調達活動の実践により、もっといいクルマづくりに取り組んでいます。

「もっといいクルマづくり」を目指して

調達の基本的な考え方
当社との取引を希望される国内外の全ての取引先様に対して国籍・

企業規模・取引実績の有無を問わず公正かつ公平な参入機会を提供

しています。

そのために、当社では「調達の基本方針」を定め、調達活動をグロー

バルに展開し、取引先様と一緒にお客様第一を推進しています。 関連
活動
基本
方針

新製品
展示会

方針
説明会

共同開発
・研究会

オープン
フェア

相互
信頼

現地化
推進

企画・
開発力
強化

モノ
づくり
改革

海外
事業
拡大

もっといい
クルマづくり

もっといいクルマづくりに向けて
「もっといいクルマづくり」を目指して

トヨタ車体

設計

生技 工場

取引先様
調達

四位一体化によるもっといいクルマづくり
（クロスファンクション開発オペレーション）

１次・２次取引先様も含めたＶＡ検討会

取引先様による展示会

取引先様との情報共有
当社の動向や調達活動方針を 取引先様と共有するため、「調達方針説明会」

（毎年３月）を初め、「経営講演会」（２回／年）、「ＣＳＲ勉強会」（２回／年）など

を開催しております 。

調達活動を支える取り組みについて

取引先様の協力会である「車体協和会」での研究会及び展示会や災害

ゼロ化に向け「輸送研究会」・「安全衛生連絡会」など各種活動の勉強

会を通した啓蒙活動を実施しております。

取引先様も参加しての勉強会による啓蒙活動

オープンでフェアな取引と相互信頼をより強化する為に当社の調達

活動を約３２０社の取引先様に評価していただき、ご意見・ご要望

をお聞きしながら今後の調達活動に反映しております。

取引先様へのアンケート調査による
調達活動への反映

協和会優秀事例展示会

「輸送研究会」による相互研鑽

「グリーン調達ガイドライン」
（2016年 5月改訂）

「仕入先CSRガイドライン」
（2013年改訂）

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2017/tysiiresaki_csr.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2017/guideline_201605.pdf
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