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ネキスト株式会社が国内・全世界へ向けて販売している機器を実際に見て、使用できる
NTCネキストトレーニングセンターがオープンしました。
「購入前に商品を見たい」「実際に使ってみたい」「講習会で使用したい」「トレーニング
を受けたい」等さまざまな要望に対応可能です。

"Training center" which can see and use equipment sold by “NEXT CO., LTD” has opened.
It is possible to respond to various demands such as "SEE" "USE" "TRAINING"
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○ NTC トレーニングセンター所在地
住所（Address）：愛知県あま市七宝町鯰橋４丁目３６
　　　　　　　    4-36 Namazubashi Shippo-cho Ama-city Aichi Japan
TEL：052-559-2115（+81-52-559-2115）
　FAX：052-559-2116（+81-52-559-2116）

名古屋駅から西へ約 10km／ About 10km west of Nagoya Station

電車でお越しの方：JR関西本線　蟹江駅 1.5km
　　　　　　　　　近鉄　蟹江駅 2.9km
　　　　　　　　　（車にて送迎させていただきます）
お車でお越しの方：東名阪自動車道　蟹江 IC から約７分
　　　　　　　　　東名阪自動車道　名古屋西 IC から約 10分
　　　　　　　　　名二環　大治南 IC から約 12分
　　　　　　　　　名古屋高速　千音寺 IC から約 12分
※ナビは南側ルートを推奨致しますが、道幅が狭いので北側よりお越し下さい。



世界的トップブランドのUSI ITALIA 社製の最新型塗装ブースを常設展示しております。熱効率・省エネを
とことん追求した Air Blue バーナーシステムや水性塗料向けの最新式の加湿コントロール機能も体験可能
塗料メーカー・販売店様の講習場所としてもご利用頂けます。プレップブースは展示のみとなります。
You can do the spray work. It is a “USI ITALIA Spray-booth” equipped with “Humidifier” .

USI ITALIA　塗装ブース&プレップブース（加湿コントロール機能付き）
Spray-Booth “Chronotech Supremacy” & Prep-Booth “Synchro”

大破修正に最適なユーノライナー（ベンチ式フレーム修正機）とシャーク（コンピューター計測機）を実
演する事ができます。引き作業や実車での計測も可能でフロアー式フレーム修正機との違いを体感できま
す。本機器は常設展示ではありませんので事前にリクエストが必要となります。（オングランド仕様）
Body repair and measurement can be done.

ユーノライナー（ベンチ式フレーム修正機）＆シャーク（コンピューター計測機）
UNO LINER (Collision Repair System)&SHARK(computerized measuring system)
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○ NTC トレーニングセンター工場レイアウト図　／　Training Center Layout

※上記以外にも弊社の取扱い機器は取揃えてあります。／ Some tools are not on the layout.

最新式のカーボンヒーターは遠・中・近赤外線を同時に平均的に照射する事で対象物や場所を選ばず乾燥
時間の短縮と品質の向上を実現しました。ここでは乾燥具合や独自の温度センサーコントロールによる高
い省エネ効果を体験できます。天吊り型（設置中）と移動式を常時展示しております。
Experience "Carbon lamp" technology superior to "Short wave lamp".

ヒートネックス　カーボンヒーター（天吊り型・移動型）
HEAT-NEX Carbon Heater (Carbon Heating System)

国内のみならず、海外への導入実績も多数あるネキストブランドのフロアー式フレーム修正機は常設展示
しております。鈑金工場と同条件で設置されていますので機器のデモンストレーションはもちろん、引き
作業も可能です。製造工場・ストックヤードが同敷地内にありますので全ての商品の閲覧が可能です。
It is on display at all times. You can see all the items. You can Body-Repair.

ネキストブランド　フロアー式フレーム修正機
NEXT BRAND (Floor Rail Collision Repair System)



各機器の取扱トレーニングや各種トレーニング項目を用意しております。貴工場へ出張してトレーニング
を行う事も可能です。各機器を利用してセミナー・講習会を開催する事もできますので是非、ご利用下さ
い。トレーニングセンター以外にもミーティングルーム、シャワールームもご利用可能です。
You can take training on each equipment. We can also make a business trip to your country.

セミナー・講習会・トレーニング（トレーニングセンター内・出張）
Seminars and training (Instructions / Body repair / Painting)

宮城県仙台市にある弊社の提携トレーニングセンターでは、実際の事故車を修復しながら技術を習得で
きます。鈑金・下地・調色・塗装を徹底指導。特に面出し・パテ研磨は感覚では無く理論に基づいた技
術習得が可能なので１２日間で一般講習の２倍以上の技術経験が可能となります。受講者のご希望に応
じてカリキュラムはカスタマイズ可能。貴工場での技術指導も可能です。
First-class technicians will train you in a short time.

弊社提携トレーニングセンターでの徹底指導
A thorough human resource development curriculum (at a partner factory)

車両をリフトアップした状態で移動できるモバイルリフトを様々な条件でご使用頂けます。フロアレール
やグレーチング、段差への相性を確認したり、どの程度簡単に移動ができるのか？等の疑問も解決できま
す。作業ストールに縛られる事なくどこでもリフトアップが出来る事を体感下さい。
You can do the lift up. 

モバイルリフト
Mobile Lift

様々な油圧機器を取揃えております。鈑金塗装工
場に大人気のドアリフトもあり、ドア脱着作業を
実際に体験する事もできます。ドアリフトは貸出
も行っておりますので見学の際は事前にリクエス
トが必要となります。
You can see all the items. 

油圧機器
Hydraulic Tools

塗装ブース壁面保護剤のブースパックを試し吹き
する事ができます。塗布前のテストとしてもご利
用頂けます。サンプルボトルも用意しております
ので自社の塗装ブースでテストする事が可能です
You can do the spray work. 

ブースパック
White Out / Clear View

水性塗料の乾燥促進に電気を一切使用しないブロ
アー装置で少ないエアーでファンを回転させ、大
量の風を起こす事ができます。使用して乾燥スピ
ードの違いを体感する事ができます。
You can do the drying work. 

エアーブロアー（水性塗料乾燥促進装置）
Air Blower (Water base paint drying tool)

塗装工場にとって今や必需品となっている少量危
険物保管庫は弊社工場で自社生産しております。
0.5 坪タイプを屋外に常時展示しており、照明・
換気扇・FD等も確認する事ができます。
You can see the items. 

少量危険物保管庫
Paint Strage Box

全国各地にある弊社とパイロット店契約をおこなった鈑金塗装工場を見学する事ができます。海外のボデ
ィーショップ視察や海外設備メーカーのトレーニングを受ける事もできます。
You can visit a body shop & paint in Japan.

鈑金塗装工場見学（パイロット店契約）／海外視察
Body Repair & Paint Shop Tour in Japan

〒497-0015 愛知県あま市七宝町鯰橋 4-36 / 4-36 Namazubashi Shippo-cho Ama-city Aichi Japan
TEL : (052)559-2115 / FAX : (052)559-2116 / TEL : 81-52-559-2115 / FAX : 81-52-559-2116
URL : http://www.next-co.co.jp / Email : info@next-co.co.jp / Skype : next-hd (NEXT Head Office)
東日本営業所（千葉） / 西日本営業所（兵庫）/東京事務所 / トレーニングセンター（本社併設）

ネキスト株式会社 / NEXT CO., LTDお問合せは


