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愛媛日産自動車株式会社

社長 岡 豊

本社 松山市宮西2丁目8番地27

資本金 2000万円

売上高 122億円（2020年度実績）

従業員数 336名（2021年4月）

拠点数 新車:15 中古車:7
ジャガーランドローバー:1

沿革 昭和31年 愛媛日産自動車設立
昭和41年 日産サニー愛媛販売設立
平成09年 旧愛媛日産の全株式を日産自動車より取得
平成11年 日産サニー愛媛販売が日産サティオ愛媛に商号変更
平成11年 愛媛日産モーターの全株式を日産自動車より取得
平成16年 愛媛日産モーターと旧愛媛日産が合併
平成20年 日産サティオ愛媛と愛媛日産自動車が合併
平成27年 太陽光発電所を稼動
平成29年 海外事業企画室を設置しミャンマーに整備工場・

整備士養成学校に着手

愛媛日産自動車



社長ビジョン

いつの時代も信頼は「人」から生まれる

お客様に喜んでいただくために、「人」も「サービス」も進化する

社会・自動車業界は今、大きな転換期を迎えている。
インターネットで大量の情報を得ることができビジネスはスピード化・簡素化され、
自動車は、電子・電気技術を取り入れた新しい機能が次々と取り入れられて
いる。

どんな時代になったとしても、目指す姿はお客様に喜んでいただけるように、販
売からアフターメンテナンスまでお客様の立場になって考え行動することに変わ
りはない。

販売においても、技術においても、サービスの向上に限界はなく、さらに未来を
見据えたサービスを提案するために、目標を高くもち、チーム一丸となって、自
分たちを磨き続けていきたい



愛媛日産自動車拠点

松山市

道後温泉

今治タオル

みかん

中予地区
（新車）
 宮西
 衣山
 天山
 久米
 松山インター

（中古車）
 カータウン姫原
 カータウン久米
 カータウン松山インター

東予地区
（新車）
 今治別宮
 今治唐子浜
 西条
 新居浜萩生
 新居浜上泉
 川之江

（中古車）
 カータウン今治
 カータウン西条

南予地区
（新車）
 大洲
 八幡浜
 宇和島高串
 宇和島和霊

（中古車）
 カータウン大洲
 カータウン宇和島



ENATIC

ENATIC Automotive Co., Ltd.

会長 岡 豊

社長 髙橋 照雄

所在地 ヤンゴン市郊外（ラインタヤ地区）

資本金 ＄1.2M （約1億3000万）
出資比率 愛媛日産70％ NA Associates30％

従業員数 40名程度

業務内容 自動車整備（点検・修理）…一般顧客
鈑金塗装…保険入庫、一般顧客
自動車整備研修センター

愛媛からミャンマーへ

当社は愛媛日産グループ内で自動車整備に関わる事業（日産愛媛自動車大学校・日産カーテクノ愛媛・日産部品西
四国販売）を総括的に展開している強みを生かし、整備士不足で悩むミャンマーで整備士育成事業を展開するため、
2019年2月に合弁会社「エナティック・オートモーティブ（ENATIC Automotive Co., Ltd)」を設立しました。
研修センターと同敷地内に実践の場として整備・鈑金塗装工場を併設し、人材育成とサービス提供の両立を目指してい
ます。また、日本で学びたいミャンマーの実習生を受け入れるため、自動車整備技術協同組合を設立し、外国人技能実
習生監理団体を設立。



自動車整備技術協同組合

送出機関

日本語学校

受入企業A

入国前
技術研修
（整備）

実習生

海外 日本

受入企業A-D
＜実習終了後＞

送出機関現地企業
就職斡旋

〈入国後研修〉
法定研修

〈配属後〉
①教育支援
②生活支援

自動車
整備技術
協同組合

特定技能1号
（５年間の就労）
への変更も可能

自動車整備技術協同組合

代表理事 岡 豊

事務局長 岡 静佳

所在地 松山市宮西2丁目8番27号

事業内容 外国人技能実習生共同受入事業
（取扱種目：自動車整備及び噴霧塗装）

活動地区 中四国を中心に西日本地域

受入企業B

受入企業C

受入企業D

自動車
整備技術
協同組合



日産部品西四国販売

日産部品西四国販売

社長 秦 寛昭

本社 松山市土居町800番地

資本金 1億2500万円

売上高 42億円（2019年実績）

拠点数 愛媛県、高知県に９店舗

事業内容 日産純正部品販売
ピットワーク商品販売
日産純正カーライフ商品
各種オイル、ケミカル商品販売
タイヤ・バッテリー販売

社長ビジョン
開業以来、常に地域に密着しお客様から信頼される部品供給会社として、日々努力している
豊かで安心・安全なカーライフを自動車部品の供給面でサポートし、地域社会に貢献していきたい



日産カーテクノ愛媛

日産カーテクノ愛媛株式会社

社長 岡 豊 社長代行 秦 寛昭

所在地 松山市大可賀3丁目525番地10

資本金 8000万円

土地面積 8500坪

従業員数 80名

事業内容 自動車鈑金塗装 600台/月
新車納車整備 1000台/月
自動車運送事業 1000台/月

自動車鈑金塗装：最先端の自動調色機など、進化に対応する設備力で国内外メーカー全てに対応

新車納車整備：メーカーから出荷された新車にオプション部品を装着したりボディーコートを施工するなど
お客様のオーダーに従い納車準備を行う

自動車運送事業：車両の運搬用に5台積み積載車を3台、3台積みを１台、1台積みを1台保有

世界最高難易度の塗装技術取得



日産愛媛自動車大学校

学校法人愛自学園 専門学校日産愛媛自動車大学校

理事長 岡 豊

校長 髙橋 照雄

所在地 松山市宮西2丁目8番地27

在籍学生数 195名（整備科151名、工学科25名、
*国際自動車整備科19名）*留学生対象コース

資格取得 一級自動車整備士
二級自動車整備士

沿革 昭和52年 愛媛日産自動車の資本で設立
「愛媛自動車工業専門学校」

平成19年 現学校名に名称変更
平成30年 学校法人「愛自学園」を設立し、法人運営に移行

クルマを学ぶ最高の環境と施設

一級自動車工学科：4年コース
EV技術教育・ハイテク機器を使用した故障診断を学びプロの資質を育む

自動車整備科：2年コース
整備の基礎を学び、自動車整備士として活躍できる人材に育てる

国際自動車整備科：３年コース
留学生のために無理なく学べる専門コース



聖陵高校

学校法人松山聖陵学園 松山聖陵高等学校

理事長 岡 豊

所在地 松山市久万ノ台1112

在籍学生数 997名

学科 特進コース
普通科
自動車工学科
機械科
建築家

沿革 昭和35年 学校法人松山聖陵学園設立
昭和61年 岡勉第4代理事長に就任
平成20年 共学へ移行 女性生徒24名入学
平成23年 岡豊第5代理事長に就任

今後のビジョン
「学び直し教育」：独自のシステムで入学後3ヶ月間は毎時間3人の教員が指導し学力の向上を図る
「部活動の強化」：実績ある指導者のもと部活動強化に努め全国大会出場の常連校を目指す
「特進コースの充実」：少人数20名で7時間授業＋１時間の補習で国公立大学や有名

私立大学の合格を目指す



城西自動車学校

城西自動車学校

代表取締役 岡 寛

所在地 松山市中央一丁目１‐41

資本金 1000万円

従業員数 52名

教習コース 普通自動車免許
自動二輪（普通・大型・小型）免許
フォークリフト運転免許

城西自動車学校特徴
・県内自動車学校で卒業生数 No.1
・電気自動車リーフでの教習


