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株式会社 タウ 

栃木県損害保険代理業協会 御中  
         

株式会社タウの車両買取サービスの 
活用について 

収益向上、CS向上のために 

   



【営業拠点】 18支店 

【物流拠点】 18ヤード 

■世界各国販売マーケット 

： 株式会社 タウ 

： 1997年6月 

： 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 LAﾀﾜｰ10Ｆ  

： 損害車、中古自動車、中古ボート、自動車パーツ等の買取、販売、輸出 

： 156億円（2013年9月期） 

： 336名   （2013年9月末） 

：（国内）札幌 盛岡 仙台 水戸 高崎 埼玉 千葉 西東京 横浜 浜松 名古屋 金沢 大阪 神戸 広島 高松     

      福岡 熊本 

 （海外）ウラジオストク ブリスベン ドバイ サンティアゴ  ミャンマー 

社  名 

設  立 

本  社 

事業内容 

売  上 高 

従  業 員 

拠  点 

■国内買取ネットワーク 

ヨーロッパ 

アジア 

アフリカ 

オセアニア 

中米 

南米 

ロシア・ＣＩ
Ｓ 

中東 

日本 

   

1000～9999  販売台数／月 

100～999  販売台数／月 

10～99    販売台数／月 

カリブ 
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『地球規模で、不要な人から必要な人へ』 
弊社は上記スローガンを掲げ、地球規模で限りある資源の有効活用を推進し、 

 真に社会に必要とされる企業を目指しております。 

会社概要 



： 埼玉支店 

： 1996年8月 

： 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ＬＡタワー10Ｆ 

： 048-601-0839 

： 048-601-0843 

： 14名 （2014年10月） 

： 埼玉県、栃木県 

支      店   

開  設 

住  所 

電  話 

F A X 

従  業 員 

管轄ｴﾘｱ 

■担当者紹介 
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渡辺 万理 
(ワタナベ マリ) 
損保担当 
担当エリア 東京都 
わかりやすく、丁寧
にを心がけておりま
す！ 
 

 
 

 
 

下島 めぐみ 
(シモジマ メグミ) 
経理担当 
業務サポート担当 
親身な対応を心がけて
おります！ 
 
 

梅木 香奈 
(ウメキ カナ) 
損保担当 
担当エリア 東京都 
明るく、親しみやす
いがモットーです！ 
 

秀岡 美希(新卒社員) 
(ヒデオカ ミキ) 
損保担当  
担当エリア 栃木 
いつも笑顔で明るく、元
気な対応をしております。 

内野 亜紀 (新卒社員) 
(ウチノ アキ) 
担当エリア 埼玉代協 
日本語が苦手な契約者様への
対応、お任せ下さい！ 
中国語！英語！できます。 

支店概要 
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栃木代協 担当者紹介 

島村 達也 
しまむら       たつや 

 秀岡 美希 
ひでおか     みき 

営業担当 総務担当 

080-2026-2370 

8月より栃木県担当になりました島村です。ご依頼・

お困り事がありましたらなんでもご連絡下さい！！
宜しくお願い致します！！ 

美味しいご飯屋さん情報求めています！！ 

メッセージ 

4月から栃木を担当しております秀岡です。どんなご

依頼もご相談もいつでもお受け致しますので、宜しく
お願い致します。 

メッセージ 

   

 

株式会社 タウ 埼玉支店 
メールアドレス：SAITAMA@tau.co.jp 

TEL:048-601-0839 FAX:048-601-0843 

http://privacymark.jp/


【損害保険会社】 
  

【ｵｰﾄﾘｰｽ・ﾚﾝﾀｶｰ会社】 
 

      （2014年5月末時点） 

・アメリカンホーム保険会社  

・ＡＩＵ保険会社  

・富士火災海上保険(株) 

・あいおいニッセイ同和損害保険(株) 

・朝日火災海上保険(株) 

・エース損害保険(株) 

・共栄火災海上保険(株) 

・教職員共済生活協同組合  

・ＪＡ共済連  

・セコム損害保険(株) 

・セゾン自動車火災保険(株) 

 

・全労済 

・ソニー損害保険(株) 

・損保ジャパン日本興亜株式会社 

・チューリッヒ保険会社 

・東京海上日動火災保険(株) 

・日新火災海上保険(株) 

・ニューインディア保険会社 

・三井住友海上火災保険(株) 

・三井ダイレクト損害保険(株) 

・MMCダイヤモンドファイナンス(株) 

・オリックス自動車(株) 

・オリックスレンタカーFC店 

・キリックスリース(株) 

・興銀オートリース(株) 

・ＪＡ三井リースオート(株) 

・GEキャピタル 

・住友三井オートサービス(株) 

・タイムズモビリティＮＴＷ(株) 

 

・東京オートリース(株) 

・トヨタレンタリースFC店  

・日産プラザソル(株) 

・日通商事(株) 

・ニッポンレンタカーFC 

・日本カーソリューションズ(株) 

・マツダオートリース(株) 

・三菱オートリース(株)   
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主要お取引先様 Confidential 



ご利用方法 
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◆事故車の場合 
ぶつけた（ぶつけられた） 
どうしよう。 

お客様よりご相談 

保険代理店様 

タウに買取金額を 
聞いてみよう！！ 

ご依頼は電話でも
FAXでも承ります。 
Tel：090-7256-4571 
Fax：048-601-0843 
 

 

お客様の選択肢を広げることによってCSの向上 

買取金額の提示 

ご依頼ありがとう 
ございます！ 
○○○円で買取ります。 

タウというところなら 
○○○円で買取れますよ！ 

お悩みへの提案 

おお～！ 
高く売れるなら次の車の 
頭金に充てよう！ 

保険代理店様 

修理せずに処分したいなあ… 

ｵｰﾅｰ様と直接やり取りもOK 

Confidential 



ご利用方法 
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◆中古車の場合 
どこか買取ってくれる
ところないかな？ 

お客様よりご相談 

保険代理店様 

お客様の選択肢を広げることによってCSの向上 

買取金額の提示 

新しい車に買い替えたいなあ… 
古い車を手放したいなあ… 

お悩みへの提案 その他の選択肢 

まだ乗り続けようかなあ… 
他社売却も検討してみようかなあ… 

保険代理店様 

ｵｰﾅｰ様と直接やり取りもOK 

ご依頼は電話でも
FAXでも承ります。 
Tel：090-7256-4571 
Fax：048-601-0843 
 

 

タウに買取金額を 
聞いてみよう！！ 

ご依頼ありがとう 
ございます！ 
○○○円で買取ります。 

タウというところなら 
○○○円で買取れますよ！ 

おお～！ 
高く売れるなら次の車の 
頭金に充てよう！ 

Confidential 
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お取引の流れ 

会員 様 

タ 

ウ 

ご
契
約
者
・お
相
手
様 

①査定依頼 
②査定（現車/書面）のうえ買取金額のご報告 

③買取決定 

④書類のご案内・契約書のご送付(返信用封筒同封） 

  車両引取 

⑥車両代金のお支払い（書類到着後約１週間） 

⑦手続き完了後のご報告（郵送） 
栃木県損害保険 
代理業協会 様 

⑧ご紹介手数料のお支払い 

※②～⑤は会員様を介しての対応でも結構です 

ご契約者・お相手様へ柔軟にご対応可能です 

⑤書類と契約書のご返送 

⑦手続き完了後のご報告（FAX） 

Confidential 



（月初）月間取引実績・進捗状況を報告 
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埼玉代協様 買取事例 

【事故車両売却】 
 
今年9月に登録したばかりのお車で事故を起こされ、ディーラーへ 
入庫した車両でした。 
代理店の方よりご依頼頂き、翌日にディーラーへ連絡のうえ査定に伺いました。 
弊社の買取価格を提示させて頂き、納得の上ご契約となりました。 
新しいお車の頭金に充てるとの事で、喜んで頂けました。 
 
買取価格 511,500円 
平成26年登録 アクア  
エンジンブロック穴あき   ABS・横滑りチェックランプ点灯 
 

 
【中古車両売却】 
 
社用車として使用されていたトラックでしたが、今年の5月に車検が切れ、 
敷地内の一角に保管されていた車両でした。 
オーナー様より代理店へ車両の処分に困っているとのご相談があり、 
ご依頼を頂きました。 
車両の年式や状態からあまりお値段がつかないと思われていましたが、 
期待以上の買取価格に大変喜んでいただけたようです。 
 
買取価格 30,000円 
平成6年登録 ハイゼットトラック  
  
 

 
（2014年10月～11月に代理店からのご紹介で実際に買取りした車両です。） 

Confidential 



（月初）月間取引実績・進捗状況を報告 
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【事故車両】 
 

 

  

買取金額：1,980,000円 

グレード  ： 240S Cパッケージ 
年 式  ： 2012 
走行距離： 17,000 km 
エンジン  ： 始動可 
エアバック： 展開なし 

アルファード 

（2014年7月～9月に代理店からのご紹介で実際に買取りした車両です。） 

埼玉代協様 買取事例 

買取金額：750,000円 

フィットハイブリッド 

グレード  ： ハイブリッドFパッケージ 
年 式  ： 2013 
走行距離： 20,359 km 
エンジン  ： 始動可(自走不可) 
エアバック： 展開なし 

Confidential 



（月初）月間取引実績・進捗状況を報告 
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【中古車両】 
 
 
 

 

  

買取金額：310,000円 買取金額：1,700,000円 

クラウン 

グレード  ： ロイヤルサルーン 
年 式  ： 2004 
走行距離： 41,185 km 
エンジン  ： 始動可 
エアバック： 展開なし 

プレミオ 

グレード  ： 1.5F Lパッケージ 
年 式  ： 2011 
走行距離： 24,055 km 
エンジン  ： 始動可 
エアバック： 展開なし 

（2014年7月～11月に代理店からのご紹介で実際に買取りした車両です。） 

埼玉代協様 買取事例 Confidential 
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（月初）月間取引実績・進捗状況を報告 
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平均買取金額  
 

   219,765円 

依頼件数の内訳 
 
     事故車 21台 
     中古車 41台 

現在保留中の車両も
多く入っております。 

埼玉代協様 依頼統計表 Confidential 



 最低保証価格：普通車5,000円（税込）軽自動車3,000円（税込）   

年式・損傷程度を問わず、どのような車両も最低保証価格以上で買取いたします！ 

  引取や登録変更手続に関しても一切費用は頂いておりません！ 

すべての車両を有償で買取いたします 

会員様・ユーザー様のCS向上にご協力致します！ 

Confidential 
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※バイク、特殊車両に関しては有償での買取が困難な場合もあります 

（2013年6月～10月の買取車両から抜粋した参考事例です。） 

525,000円 
プリウス グレード  ： S 

年 式  ： 2010/11 
走行距離： 32,770 km 
エンジン  ： 始動可 
エアバック： 展開あり 

100,000円 
フィット グレード ： G 

年 式  ： 2011/02 
走行距離： 26,924 km 
エンジン ： 始動不可 
エアバック： 展開あり 

80,000円 
ミラ・イース グレード ： L 

年 式  ： 2013/08 
走行距離： 374 km 
エンジン ： 始動可 
エアバック： 展開なし 

最低価格による買取保証 
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Confidential 

【備考】 

・上記税込 

・月末締め、翌月末払い 

・集計実績報告 翌月5営業日 

• 会員様の顧客ご紹介取引に際し、1,000円/台をお支払い 

栃木県損害保険代理業協会様 

• 顧客ご紹介取引に際し、10,000円/台をお支払い 

損害保険代理業協会 会員様 

・契約の際は左記契約書を締結 

 ⇒ ご安心の取引 

【ご提案】ご紹介手数料 


