
Netz Network

〒992-0012 米沢市金池7丁目2-12
TEL.0238（24）5000　FAX.0238（24）5125

〒999-2221 南陽市椚塚字太子堂379-4
TEL.0238（43）3391　FAX.0238（43）3392

〒990-0821 山形市北町2-6-40
TEL.023（681）0010　FAX.023（684）1211

〒991-0013 寒河江市高田2-4-11
TEL.0237（86）0010　FAX.0237（86）3281

〒998-0851 酒田市東大町1-10-37
TEL.0234（26）4155　FAX.0234（26）4160

〒997-0838 鶴岡市淀川町25-9
TEL.0235（24）0055　FAX.0235（24）7014

ネッツタワー本店
〒990-2423 山形市東青田5-1-1
TEL.023（623）0010　FAX.023（632）1718

山形あかねヶ丘店
〒990-2481 山形市あかねヶ丘1-15-27
TEL.023（645）5000　FAX.023（645）5056

〒994-0014 天童市糠塚2-10-37
TEL.023（653）0010　FAX.023（654）3136

〒999-3701 東根市大字東根甲4734-1
TEL.0237（41）0234　FAX.0237（41）0280

〒996-0041 新庄市大字鳥越字栗田702-8
TEL.0233（22）0010　FAX.0233（22）6272

〒990-0001 山形市穂積91
TEL.023（622）2547　FAX.023（622）2548

事業内容 コスモサービスステーション・LPガス・OA機器・住宅設備機器・ガス器具・家庭電化製品・
リフォーム・車検・ハワイウォーター

遠藤商事株式会社 〒990-0001 山形市穂積85／TEL. 023（631）1331

事業内容 空調・冷暖房設備工事・上下水道施設工事　他

遠藤設備建設株式会社 〒990-0001 山形市穂積68-7／TEL.023（641）4561

事業内容 書籍・教科書・医学書専門店・「1枚の絵」特約店

株式会社高陽堂書店 〒990-0073 山形市大野目3-1-17／TEL.023（631）6001

事業内容 オフィス家具・店舗用什器・パーテーションラック・セキュリティー部門（貸金庫）等

山形事務器販売株式会社 〒990-0071 山形市流通センター3-6-2／TEL.023（631）1870

事業内容 LPガス・石油製品・住宅設備機器・上下水道施設工事・サービスステーション 他

富士ガス販売株式会社 〒992-0011 米沢市中田町1977／TEL.0238（21）4411

事業内容 青果物及び食品の流通工業

株 式 会 社 丸 越 〒029-3102 岩手県一関市花泉町金沢字運南田171-1／TEL.0191（82）4009

事業内容 保育事業　定員120名

社会福祉法人山形南保育園 〒990-2321 山形市桜田西3-2-4／TEL.023（641）5565

事業内容 コスモサービスステーション ・ LPガス　他

energy-山形株式会社 〒990-0042 山形市七日町4-14-25／TEL.023（622）7476

事業内容 LPガス・ガス・石油器具・冷暖房・住宅設備　他

宮城ガス株式会社 〒981-3352 宮城県黒川郡富谷町富ヶ丘4-24-1／TEL.022（358）3730
ENDO GROUPエンドーグループ
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東北芸術工科大学

青春通り

TEL.023-623-0502   FAX.023-632-1719
〒990-2423  山形市東青田5丁目1番1号

 お客様ご相談センター
【E-mail】 mail@netz-yamagata.co.jp
【U R L 】 https://netzyamagata.jp
【定休日】 月曜 第1・3火曜 祝日　【営業時間】 あさ9：30～夕方6：00

0120-959-004

サポート本部

Corporate Profile

会 社 案 内



事業内容

❶ まるまるクリン　❷ 車両検査証明書　❸ 1年間無料保証

◆残価設定型クレジット
　「プレミアムクレジット2.9」 と 「プレミアム2回払い」
　  2つの「残価型」のクレジット比率は57％で全国トヨタ販売店280社の中でNo.1になりました。（2020年3月）
◆TS³カード（トヨタファイナンス）

保険代理店業務　

ネッツ山形事故・故障受付センター（365日24時間受付）
（あいおいニッセイ同和損保・東京海上日動火災・損保ジャパン・三井住友海上）

山形大学様との共同開発！『プレミアム車検』多くの驚きと感動のお声を頂戴しております。

リコールが出たら最優先でお客様にお詫び、作業を行います。

普通自動車

軽自動車 ピクシス ジョイ／ピクシス メガ／ピクシス エポック／ピクシス バ ン／ピクシス トラック

ネッツまるまるクリン

冨樫 優一郎  選手 鈴木 貴雄 選手

2018年
全国ネッツサービス技術コンクール

全国 第3位!！

〈 監督 〉

松田 朋和

■　所在地／〒990－2423 山形市東青田5－1－1　　■　代表者／代表取締役社長　髙　橋　　修　　■　設立／1967年12月
■　資本金／7,000万円　　■　社員数／326名（2021年9月現在）　　■　売上／142億6,700万円（2021年3月期）

会社概要

やまがたの未来 応援 
プロジェクト

こども芸術大学認定こども園の園児のみなさんから、
未来のくるまや未来のやまがたを描いていただきました。
子どもたちの探求心と創造力に溢れた作品づくりを後押し
させていただいたプロジェクトです。

学校に行けない、行かない事を選択した子供たち、
今の社会の中で生きにくさを抱えた青少年の自立支援を中
心に、地域のどんな人も自分らしく、
イキイキと幸せに生きていけるような地域社会を目指す活動
を応援しています。

スポーツやサッカーの楽しさを子どもたちに伝える。
ネッツトヨタ山形ではモンテディオ山形サッカースクールを
応援しています。子どもの頃からトップチームの選手とも
触れ合えるスクールで、子どもたちの成長をサポートします。

日本赤十字社

LOVE IN ACTION 私たちネッツトヨタ山形は、献血バスの
受け入れによる日本赤十字社の献血活動に長年協力させて
いただいております。私たちの車に携わる企業としての責任、
そして人の役に立つ企業であることが誇りでもあります。

ネッツタワー本店の地域内にある東北芸術工科大学様とカー
シェア事業を展開いたしました。学生の皆さんからレンタカー
のようにお使いいただけるカーシェア。学生生活、青春の想い
出づくりにご利用いただける「NetzGO!」。

学内カーシェア「NetzGO!」献血活動サッカースクール

阿部 菜々実

ラストアイドル、パクスプエラで活躍の阿部菜々実さんから、
ネッツトヨタ山形のイメージソングをプロデュースいた
だきました。山形愛に溢れた歌、ダンスの振り付けは全
て自身のオリジナル。ネッツトヨタ山形も山形出身の
トップアイドルを全力で応援します。

キミと、Netz。
ネッツトヨタ山形 イメージソング

Song by ： 阿部菜々実 with ネッツgirls

ⒸMONTEDIO YAMAGATA
スポーツ山形21

芸工大

クラウン ／ランクル／アルファード ／ハリアー ／エスクァイア ／ノア ／ハイエース／カローラ ／パッソ ／
ヤリス ／ヤリスクロス ／アクア／ルーミー／プリウス／プリウスPHV／シエンタ ／カムリ／
ヴォクシー ／ヴェルファイア ／RAV4 ／C-HR ／ライズ ／スープラ ／ 86 ／レジアスエース／ライトエースなど

他 TOYOTA全車種  取り扱い

新　　　車

中 古 車

カーメンテナンス

自動車ローン

自動 車 保 険
JAF他

『ネッツの新しい車の買い方』

『万が一に備えて…』

『ネッツ認定中古車』

『人気のネッツラインナップ』

車検

代表取締役社長　

「お客様の安心・安全を守るため、エンジニアがイキイキ働ける環境をづくり」
❶ 県内唯一、県内全工場にエアコン・スポットクーラー・暖房を完備。
❷ 車検専用システム台車を全店配備で、カラダの負担を軽減。
❸ 改善活動で教え合い、学び合う風土。
❹ トヨタ検定、国家資格へのチャレンジを後押し。
❺ お客様へのお役立ちのためのミーティングを常時開催。

プレミアム車検／点検／メンテナンス／板金修理／カー用品販売 他
『全国トップレベルの安心・安全をお客様へ！』

ネッツ笑顔プロジェクト

With優
特定非営利活動法人

こどもは地域の宝、山形の未来です。
ネッツトヨタ山形は支援団体への寄付を通じて、
地域のこどもたちの元気を支えています。

「チームネッツに関わる全ての皆さんと一緒に、笑顔と幸せになる。」ためのプロジェクト。
そのために私たちチームネッツは「山形一の私のお家のクルマやさん」を目指し、様々な活動をしています。

こども食堂

山形大学様と一緒になって車検の無駄な動きの効率化を
図りました。お客様の大切な時間を無駄にしない。
プレミアムな時間にするのが「プレミアム車検」です。

セーフティ&エコドライブ教室
自動車公益センター
NPO法人 山形県

ネッツトヨタ山形では、「人に優しく自然を大切に」を
モットーに、自動車公益センター様と共に各店舗にて
エコドライブ講習会を実施しております。
エコドライブのコツや方法はもちろん、安全運転にもつ
ながるエコドライブ。2019年 環境大臣賞を受賞しました。

あなたの街にもオーケストラを。ネッツトヨタ山形では、
普段なかなかふれあう機会の少ないオーケストラの
コンサートを気軽にお聴きいただきたいという想いで、
山形交響楽団の皆様によりますミニコンサートをお店で
実施し、大変ご好評をいただいております。

ネッツに山響がやってきた。

クルマやさん私のお家の

ちう

中古車ネッツ!

自動（被害軽減）ブレーキ付き※ の中古車自動（被害軽減）ブレーキ付き※ の中古車

もあります!もあります!
※予防安全機能について詳しくはスタッフまで

中 古 車

金利を引き下げました。 金利を引き下げました。 

実質年率 4.9%▶2.9%実質年率 4.9%▶2.9%

チームネッツに関わる全ての皆さんと一緒に、笑顔と幸せになる。

山形一の私のお家のクルマやさん

0.チームネッツ320人の我が家とネッツは、安全で健康で安心できる場であり続けます。 
1.誠実に行動するため、損か得かではなく、正しいか正しくないかで判断します。 
2.“人が輝き、人が育つチーム”を作り上げるため、感謝と愛情、素直な気持ちで山形一にチャレンジします。 
3.皆さんの時間を大切に使うため、目的と優先順位を明確にし、改善活動を続けます。 
4.お客様の笑顔と幸せのため、お一人おひとりに真剣に、手間暇をかけます。 

真の目的、私達はなぜ仕事をするのか

価値観、どのように

目指す姿、どこへチームネッツビジョン

チームネッツウェイ

チームネッツミッション




