
査定業務実施店 様

車両状態証明事業のおすすめ
一般財団法人 日本自動車査定協会

V-CON
Vehicle Condition Check System
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安心と信頼は
しっかりとした車両説明から

証明書によって得られる
大きな安心

① 補修してきれいに仕上がったパネルで
あっても、しっかり説明できます。

② 今までなら説明しない小さな傷・凹みも
証明書を使用して説明できます。

一般社団法人自動車公正取引協議会監修
車両状態証明事業（V- CON）は表示項目・方法、運用体制について
㈳自動車公正取引協議会の定める基準を満たしております。

納車後のトラブル回避➡

販売スタッフの安心

中古車購入時の安心
1. 購入予定車の多くの情報が確認できるので良い資
料となります。

2. 購入時に車両の状態を証明書を見ながら確認する
ことができるので安心です。

3. 定期的に第三者機関の監査を受けているので証
明内容が信頼できます。

中古車販売時の安心を増大
1. 納車後に発生する修復歴有無等のトラブルを未然
に防ぐことができます

2. 商談時に証明書を利用して説明することで、お客
様に安心感を訴求できます。

3. 証明書付きで販売することで中古車販売に対する
取り組み姿勢をお客様にアピールし、販売店イ
メージの向上につなげます。

証明書付なので

安心です！

V-CONを利用した丁寧な説明で
購入予定者に安心感を訴求します。
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コンデションノート
としても使用可能！ 傷等の表示例

業務を効率化
V-CONはコンディションノートとしても使用できますので、修復歴車
等の販売時にはV-CONの他に、コンディションノートを発行する必要
はありません。

証明書裏面にお客様ご署名欄があります。

証明書裏面 自動車公正取引協議会
コンディションノート拡大表示
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システム概要
インターネットのWebモデルの採用により、

プログラム・データ・マスター類を全てサーバで管理。

○システム稼働環境について。 　・ブラウザ：Internet Explorer6.0 以上　・OS：WindowsXP SP2 以上の 32bit 対応ならびに、64bit 対応（別途インストール必要）
○右記の必須コンポーネントが必要です。　・NET Framework 2.0　・Crystal Reports for .NET Framework 2.0　・NET Framework 2.0 SP1

プログラム
＆証明書DB

会員ID・PW

Web車両状態証明書
システムサーバー

販売店様

査定協会

SAMPLE
原 

紙

パソコンに
入力後、

印刷します。

証明書確認用
プリンター

完 成
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A 査定協会検査コース

卸　売 小　売

❹車両状態証明書発行❸査定協会が
車両状態を確認

❷Ｕ-Car仕入担当者
による仕分け❶下取り・買取等で入庫

車両状態確認証明書を
展示車に掲示

車両状態を確認

車両状態証明書発行の流れ

検 査 料 金

 3,300円/台（税込）
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B 車両状態確認検査員育成コース
協会指定の研修を終了し試験に合格後、内製検査に移行できます。

机上研修

・修復歴判断基準（40分）
・塗装、板金跡の説明（40分）
・検査実務（40分）
・実施規程（20分）
・実車確認（120分）

査定業務実施店様には、
車両状態証明事業認定証を交付します。
査定業務実施店様には、
車両状態証明事業認定証を交付します。

OJT教育

・実車によるトライアル検査を実施します。
・OJT教育は最大3日間です

合格者には認定証と
検査員カードを交付します。
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B 車両状態確認検査員育成コース
検査員資格取得後も安心のアフターフォロー

コンサルティング（※有料）

○毎月1回、協会職員が証明内容
に誤りが無いか、認定検査員が
検査した車両を数台チェックし
ます。

○不明点や疑問点などをその場
で解決し、検査技量の維持・向
上を図ります。

業務監査

○年１回、協会職員が認定検査員
が発行した証明内容の確認を
行います。

○重大な見落としや、不正行為等
が発覚した場合は、検査の一時
停止もしくは証明業務の認定を
取消す場合もあります。

認定日より1年間（年12回） 認定日より２年目以降
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V-CON＋（カーチェックスデータ一部引き込み機能）
入庫査定からV-CON証明書発行までの業務を一本化!!

A業務効率の向上
⑴今まで手入力をしていた、車両情
報（車検証情報）がそのまま使用
可能になるため、データ入力時間
の短縮につながります。

⑵V-CONカーチェックシートに入庫
時の車両状態の印字が可能になり
検査時間の短縮が見込まれます。

⑶受け入れ査定から、小売り販売ま
での一連の流れが一本化される
ため、社内での書類のやり取り数
削減が見込まれます。
商品化までのスピードUPにもつ
ながります。

B検査品質の向上
⑴受け入れ時の査定情報を基に認
定検査員が再度見直すことで検査
確認の精度向上が見込まれます。

⑵商品化のため、加修作業を行った
後の部位を特定し、品質チェック
を行うことができます。

C社内教育への活用
⑴認定検査員が再販のため見直し
た検査結果を営業スタッフに
フィードバックすることにより、査
定を行った営業スタッフの見落と
し等を指摘し改善に繋げることが
できます。

⑵販売店全体の査定の傾向を分析
し、営業スタッフの弱点を社内教
育に役立てることができます。

（カーチェックスデータ一部引き込み機能）
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V-CON iPad版

イメ－ジ画面

メリット
1、実車の確認をしながらデータ作成が可能なので、
　 入力ミスの減少につながり、さらに評価点や車両図
　 のイメ－ジに役立ちます。

2、今までのチェックシ－ト（紙）が不要になります。
　 （iPadからサーバ－へデ－タ送信のため）

3、車両写真もiPadで撮影し、そのまま利用可能です。

4、QRコード読取り機能
　 自動車検査証のQRコ－ドを読取り、V-CONシステム
　 の車両情報に反映させます。入力ミスの削減、時間短
　 縮に役立ちます。
　 （注意：自動入力された情報は現車にて必ず確認して
　 ください）

5、V-CON＋の機能も利用可能です。
　 （別途カ－チェックス契約が必要です）
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料金について（※価格は全て税込）

検査料金
協会検査

（査定協会が行う検査）

3,300円/台

別途出張費を申し受けます。

A 査　定　協　会
 検査コース

管 理 費
認定検査員

（認定検査員が行う検査）

※1 別途証明用紙費用が必要とな
ります。

※2 発行日より15日以降に証明書
を修正登録した際は、別途157
円を申し受けます。

ご希望により3種類からお選びい
ただけます。
①iPad版  495円／台

※協会規定により ②V-CON+  (プラス)　  399円／台
③V-CON           　   (通常)　　366円／台

B 車両状態確認検査員育成コース

アフターフォロー（下 記 2 項 目 は
認定検査員必須です。）

※認定後1年間
（月1回、合計12回実施）

コンサルティング

2,200円/台 無 料
※合格後2年目以降（年1回実施）

業務監査

オプション研修（ご希望に合わせて
研修を企画いたします。）

※受講者6名まで。7名以上の場合
は、1名増すごとに5,500円。

フォローアップ研修
A標準コース or 

Bフリープランコース

33,000円/回 ※1 各研修は別途教材費を
申し受けます。

※2 協会規定により別途出張費を
申し受けます。

品質評価研修

22,000円/回

検査員育成費用

合
計29,150円/人
※1 各研修は別途教材費を申し受け

ます。
※2 協会規定により別途出張費を申

し受けます。
※３ 合格した認定検査員は、コンサ

ルティング及び業務監査の受講
が必須となっております。

机上研修1日
実車研修3日（最大3日） 
1日5,500円×4日＝22,000円

４
日
間
研修
費用

試験費用5,500円
検査員カード1,650円

１
日
間
試験
費用




