
検索システムご利用の流れ

MechanicBoardご利用申請用紙
を提出してください。
会社名、ご利用人数、ご利用者名など

検索システムへユーザー登録後
ログイン IDおよびパスワードの発行

ログイン IDは原則メールアドレスで
登録されます。

パスワードをメールにてお知らせ
させて頂きます。
パスワードは変更できません。

検索システムを利用できます。

検索システム利用について

メールアドレス

MechanicBoard指定のパスワード

事例投稿および抽選券について

MechanicBoard検索システムは、メカニックの皆様が日々の業務で得た診断知識
を蓄積するシステムです。
これをクラウドデータサーバー上で管理し、検索共有することを目的としております。

毎月メカニックへの還元イベントして抽選会を開催

抽選イベントの贈呈品などは、弊社HPでお知らせいたします。
当選された方には弊社からの贈呈にお伺いします。
抽選会と贈呈の様子は弊社HP及びYouTubeで確認することができます。

贈呈品の例：賞金・工具・旅行券・他　会員数規模応じて決定します。

※抽選会対象者条件：弊社から発行させていただいている事例投稿用紙に記載された方のみとなります。
　　　　　　　　　　一拠点でメカニックスタッフの人数分をその月の 1日～末までに一人１枚を FAX
　　　　　　　　　　で送信してください。
　　　　　　　　　　抽選方法については別紙にてご確認ください。
　　　　　　　　　　

抽選券について

抽選券と事例投稿フォーマットは同一です。
原則一人一枚を記入していただき、それを弊社指定のFAXに送信することで
メカニック還元イベント用の抽選券とさせていただきます。
抽選券のフォーマットは弊社HPよりダウンロードしていただけます。
もしくは、初回にお渡しした用紙をコピーしていただくこともできます。

みなさまにあらゆる希少な事例や価値のある情報を提供していただくことが目的です。
抽選前に弊社メカニックが投稿内容を確認させていただきます。
あまりにも適当な内容や、修理とは関係のない情報は抽選対象外とさせていただきます。

皆様に投稿していただいた内容はここに反映されます。
反映前に弊社内のメカニックによる内容確認はさせて
いただきます。

メカニック還元イベント抽選券 MechanicBoard行

会社名

年式

投稿内容に◯をつけてください。　投稿者名　
自動車整備・電装品取付・板金修理・架装修理・現地応急

記事として投稿する車種、型式、など詳細内容を下記に記入してください。
車種名 型式 原動機型式

支店がある場合は支店名も記入

症状を詳しく記入してください。いつ、どんな時、カタカタ音や発生条件などもわかればお願いします。

症状

対処内容

故障コードなどもわかれば記入お願いします。

どのような部品を交換したら改善したかなどここは伝わりやすく簡潔にお願いします。

原因・理由
なぜこのような故障が発生したのかなど詳しく記入お願いします。

使用した部品・工具など品番を詳しく記入してください。

品番

その他

FAX送信先

０７２-７６７-７７５９

記事投稿と抽選の流れとルール

一拠点につき抽選対象者は必ず抽選券１枚を記入の上
所定のFAX送信先に記事を投稿してください。

投稿の際は、必ず全て記入されていることが条件です。
個人名や企業名は抽選イベント以外に使用することはございません。

投稿内容を審査及び仕分け後に企業ごとに選別

A社
５名

B社
３名

C社
２名

D社
７名

最初の抽選は企業ごとに行い
B社
３名 に決定

さらに

B社
３名

から３名の中で抽選

B社
３名

Aさんに決定で弊社より商品などの贈呈に伺います。
この様子はHPなどで動画でチェックすることができます。

こういったイベントを行うことで、現場のモチベーションアップなどに貢献し
福利厚生の一環として、活用していただけることを目的に運営しています。
ぜひ、この機会にご参加ください。

※抽選条件の注意
１、投稿記事が全て記入されていること。
２、車検や法定点検などは記入していないこと。
３、あまりにも簡素な内容でないこと。
４、何度も同じ内容が投稿されていないこと。
５、フォーマット指示以外のことは記載しないこと。

贈呈の様子を弊社MechanicBoardチャンネルでも配信致します。

出演NGの場合はお手元だけ撮影致します。
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走行距離

車速情報や電源取得などもOK

他サイトやファイネスなどの転載は一切禁止します。

あくまでもご自身で経験した内容をご記載ください。



修理過程の診断を極力短くすることで
現場の回転率、お客様を待たせる時間を
必ず削減することができます。

こんな症状見たことない、、、こんな修理したことがない、、、

メーカーを選択

スマホでの使いやすさを追求！

車種・型式
を選択するだけ。

MechanicBoard合同会社
住所：大阪府大阪市北区梅田2-6-20
TEL：06-7713-2598

電装品の配線取得情報等も掲載！

ググってもなかなか見つからない、、、
ボンゴ　車速

診断時間を短縮！

システムのお問い合わせ
公式HPまで

メーカー：マツダ
車種　　：ボンゴ
型式　　：ABF-SKF2T
車速取り出し事例
コンビメータ－裏の１６Ｐコネクタ　灰色／黒

トラックなども多数掲載

症状別で検索！

事例の無い故障診断に
ご活用ください。

出張先や誰に聞いてもわからないときに！

その診断時間無駄です。

現場の回転率アップに貢
献すること間違いなし！

！

すぐ検索！ すぐ診断！ すぐ修理！ 　

整備士必須のWEBアプリの誕生です。
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