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フォルクスワーゲン正規ディーラー  

世界統一の CD（コーポレート デザイン）を採用した 3店舗がオープン 
 
フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社（略称：VGJ 代表取締役社長：ゲラシモス ドリザ
ス 本社：愛知県豊橋市）と、フォルクスワーゲン正規販売店を運営しているトヨタカローラ岐阜株式会
社、AOIユーロ株式会社、フォルクスワーゲン東京株式会社はそれぞれ、フォルクスワーゲンが世界
的に展開しているCD（コーポレートデザイン）に基づいた3店舗をオープンします（リニューアルオープ
ン、移転オープンも含む）。 
 
各店舗の概要は以下の通りです。 
 
【DUO多治見】   6/11（木）リニューアルオープン 
会社名  ：トヨタカローラ岐阜株式会社 
店舗住所  ：〒507-0022  岐阜県多治見市上山町 2-25-1 
  ：tel. 0572-24-6601  fax. 0572-24-6605 
店長名  ：松原 広信（まつばら ひろのぶ） 
従業員数  ：13名 （店長 1名、営業 3名、サービス 7名、ショールームスタッフ 2名） 
敷地総面積 ：2,113m2

 （店舗延べ床面積：821m2 ：地上 2階建） 

展示車両台数 ：ショールーム 5台  
URL  ：http://www.volkswagen.jp/tajimi/ （6月 11日から HP更新） 
 
【フォルクスワーゲン金沢西】   6/12（金）新規オープン 
会社名  ：AOIユーロ株式会社  
店舗住所  ：〒920-0025  石川県金沢市駅西本町 3-15-14 
  ：tel. 076-213-7010  fax. 076-213-7110 
店長名  ：友田 辰美 （ともだ たつみ） 
従業員数  ：11名 （店長 1名、営業 3名、サービス 5名、事務 2名） 
敷地総面積 ：1,460㎡ （店舗延べ床面積：670 m2

、1階建） 

展示車両台数 ：ショールーム 5台  
URL  ：http://www.volkswagen.jp/kanazawanishi/ （6月 12日から HP開設） 
 
【フォルクスワーゲン豊玉】   6/13（土）移転オープン 
会社名  ：フォルクスワーゲン東京株式会社 
店舗住所  ：〒176-0014 東京都練馬区豊玉南 2-16-11 
  ：tel. 03-5912-9950   fax. 03-5912-9954 
店長名  ：斎藤 雄三（さいとう ゆうぞう） 
従業員数  ：13名 （店長 1名、営業 4名、サービス 6名、事務 2名）  
敷地総面積 ：1,405m2

 （店舗延べ床面積：1,707m2 ：一部 2階建）  
展示車両台数 ：ショールーム 8台   
URL  ：http://www.volkswagen.jp/toyotama/ （6月 13日から HP更新）  
 
※ 各店舗の詳細につきましては、別紙のご参考資料をご参照ください。 



 
 

 
 

フォルクスワーゲン正規ディーラー ｢DUO多治見｣ リニューアルオープン 
6月 11日（木）から営業開始 

― フォルクスワーゲンの世界統一 CD（コーポレート デザイン）を採用 ― 
 
フォルクスワーゲン正規販売店を運営するトヨタカローラ岐阜株式会社（代表取締役社長:三宅 敏機、
本社:岐阜県岐阜市）は、既設の「DUO多治見」をフォルクスワーゲンCD（コーポレート デザイン）に
基づいてリニューアルし、6月11日（木）から新店舗での営業を開始します。なお、6月19日（金）～21
日（日）の3日間、オープニングフェアを開催します。 
 
「DUO多治見」は、岐阜県の主要幹線の一つで、県南東部を横断する国道19号線に面しています。
中央自動車道 多治見インターチェンジからも近く、周辺には多くの商業施設が軒を連ねるなど、自動
車販売には最適のロケーションです。 
 
新店舗は、フォルクスワーゲンがドイツをはじめ、世界的に展開しているCD 「マーケットプレイス コ
ンセプト」に基づいてリニューアルされます。ショールームには、中世ヨーロッパのマーケット（市場）を

イメージした放射状の展示スペースに、常時5台のフォルクスワーゲンがディスプレイされます。また、
サービス工場においても、設備の増強がなされています。旧店舗と比較すると、店舗延べ床面積が約

452m2拡大して821m2となり、展示車両は5台へ、サービスワークベイも5ベイへと拡充され、お客様
に高い満足度とブランド価値を提供できる施設となっています。 
 
トヨタカローラ岐阜株式会社、ならびに「DUO多治見」の事業概要は下記をご参照ください。 
 

－ 記 － 

 
法  人  【トヨタカローラ岐阜株式会社】   
住所  ：〒500-8637  岐阜県岐阜市六条大溝 4丁目 1番 3号 
設立年月 ：1943年 2月 
資本金  ：1億円 
代表者名 ：代表取締役社長 三宅 敏機 （みやけ としのり） 
主な事業内容 ：新車・中古車販売 / 整備 / 部品販売  
 
店  舗  【DUO多治見】 
店舗住所 ：〒507-0022  岐阜県多治見市上山町 2-25-1 
  ：tel.0572-24-6601  fax. 0572-24-6605 
店長名  ：松原 広信（まつばら ひろのぶ） 
従業員数 ：13名 （店長 1名、営業 3名、サービス 7名、ショールームスタッフ 2名） 
敷地総面積 ：2,113m2 （店舗延べ床面積：821m2 ：地上 2階建） 

展示車両台数 ：ショールーム 5台  
サービス施設 ：5サービス ワークベイ（検査ラインを含む） 
営業開始日 ：2009年 6月 11日（木） （オープニングフェア：6月 19日～21日） 
URL  ：http://www.volkswagen.jp/tajimi/ （6月 11日から HP更新） 
 

ご参考資料 1 



  

 
               

 
フォルクスワーゲン正規ディーラー ｢フォルクスワーゲン金沢西｣ 新規オープン 

6月 12日（金）から営業開始 
― フォルクスワーゲンの世界統一 CD（コーポレート デザイン）を採用 ― 

 
フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社（略称：VGJ 代表取締役社長：ゲラシモス ドリザ
ス 本社：愛知県豊橋市）とフォルクスワーゲン正規販売店に関する契約を締結しているAOIユーロ株
式会社（代表取締役：山本 一雄 本社：福井県福井市）は、この度、石川県金沢市にフォルクスワー
ゲン正規ディーラー「フォルクスワーゲン金沢西」を新たにオープンし、6月12日（金）より営業を開始し
ます。なお、6月12日（金）から14日（日）までの3日間、オープニングフェアを開催いたします。 
 
新店舗は、AOIユーロ株式会社が「フォルクスワーゲン福井中央」に次いで展開する、2店舗目のフォ
ルクスワーゲン販売店です。同店は、金沢市内を縦断する主要幹線「金岩街道」に面し、北陸地方の

主要幹線である国道8号線やJR金沢駅からも近く、金沢市内はもとより周辺エリアからのアクセスに
優れた、輸入車販売に最適なロケーションにあります。 
 
新店舗は、フォルクスワーゲンがドイツをはじめ世界的に展開する、フォルクスワーゲンCD（コーポレ
ート デザイン）に基づいて設計されています。ショールームには、常時5台のフォルクスワーゲン車が
展示され、お客様への納車説明を行うデリバリールームも併設されています。さらに、フォルクスワー

ゲン専用テスター等の充実した設備を持つサービス工場も完備されており、お客様に高い満足度とブ

ランド価値をご提供できる施設となっています。 
 
AOIユーロ株式会社ならびに「フォルクスワーゲン金沢西」の事業概要は、下記のとおりです。 
 

－ 記 － 
法 人   【AOIユーロ株式会社】 
住所  ：〒910-0015  福井県福井市二の宮 4丁目 44-1 
設立年月 ：1992年 7月 
代表者名 ：代表取締役 山本 一雄 （やまもと かずお） 
主な事業内容 ：新車・中古車販売 / 整備 / 部品販売 等 
 
店 舗   【フォルクスワーゲン金沢西】 
店舗住所 ：〒920-0025  石川県金沢市駅西本町 3-15-14 
  ：tel. 076-213-7010  fax. 076-213-7110 
店長名  ：友田 辰美 （ともだ たつみ） 
従業員数 ：11名 （店長 1名、営業 3名、サービス 5名、事務 2名） 
敷地総面積 ：1,460㎡ （店舗延べ床面積：670 m2、1階建） 
展示車両台数 ：ショールーム 5台  
サービス施設 ：3サービス ワークベイ＋検査ライン 

営業開始日 ：2009年 6月 12日（金） （オープニングフェア：6月 12日～14日） 
URL  ：http://www.volkswagen.jp/kanazawanishi/ （6月 12日から HP開設） 
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フォルクスワーゲン正規ディーラー ｢フォルクスワーゲン豊玉｣ 移転リニューアル 

6月 13日（土）から営業開始 
― フォルクスワーゲンの世界統一 CD（コーポレート デザイン）を採用 ― 

 
東京・神奈川・埼玉においてフォルクスワーゲン正規販売店を14拠点運営するフォルクスワーゲン東
京株式会社（代表取締役社長:川口 博、本社:東京都世田谷区）は、既存の「フォルクスワーゲン豊
玉」を移転、6月13日（土）から新店舗での営業を開始します。なお、6月13日（土）～14日（日）の2日
間、オープニングフェアを開催します。 
 
新店舗は、東京都内の主要幹線の一つである環状七号線の豊玉陸橋と丸山陸橋の中間に位置して

おり、目白通りならびに新青梅街道からのアクセスにも優れた、自動車販売に最適のロケーションと

いえます。 
 
新店舗は、フォルクスワーゲンが世界的に展開しているCD（コーポレート デザイン）の「マーケットプ
レイス コンセプト」に基づいて設計されています。ショールームには、中世ヨーロッパのマーケット（市
場）をイメージした放射状の展示スペースに、常時8台のフォルクスワーゲンがディスプレイされます。
また、サービス工場にもフォルクスワーゲン専用テスターを始めとする充実した設備を備え、お客様に

高い満足度とブランド価値を提供できる施設となっています。 
 
フォルクスワーゲン東京株式会社、ならびに「フォルクスワーゲン豊玉」の事業概要は下記をご参照く

ださい。 
 

－ 記 － 
 
法  人  【フォルクスワーゲン東京株式会社】   
住所  ：〒158-0086 東京都世田谷区尾山台 3-5-2 
設立  ：平成 10年 4月 
資本金  ：1000万円 
代表者名 ：代表取締役社長 川口 博 （かわぐち ひろし） 
主な事業内容 ：新車・中古車販売 / 整備 / 部品販売  
 
店  舗  【フォルクスワーゲン豊玉】 
店舗住所 ：〒176-0014 東京都練馬区豊玉南 2-16-11 
  ：tel. 03-5912-9950   fax. 03-5912-9954 
店長名  ：斎藤 雄三（さいとう ゆうぞう） 
従業員数 ：13名 （店長 1名、営業 4名、サービス 6名、事務 2名） 
敷地総面積 ：1,405m2 （店舗延べ床面積：1,707m2 ：一部 2階建） 
展示車両台数 ：ショールーム 8台  
サービス施設 ：4サービス ワークベイ 
営業開始日 ：2009年 6月 13日（火） （オープニングフェア：6月 13日～14日） 
URL  ：http://www.volkswagen.jp/toyotama/ （6月 13日から HP更新） 
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