▪ Special Interview

非凡な着眼と不屈の精神で
カーケア界の頂点を目指す
2017 年に創業した、大阪府寝屋川市のカーケアショップ「DAZZLE」
。カーコーティング、
カーフィルム施工などを手掛ける同社は、アメリカのメーカー発のカーフィルム「ウルト
ラビジョン」を日本で唯一輸入・販売する総代理店も務めている。同社の貝谷代表が仕掛
ける精力的な展開について、元ボクシング世界王者の西岡利晃さんが話を伺った。

ボクシングの世界から自動車業界へ
西岡

こちらは車のコーティングやドレ

貝谷卓也
Profile
内装業を営む家に生まれ、幼い頃から独立志向を抱く。高校卒業後、
家業を経て自動車業界に進み、ガソリンスタンドに 2 年半勤務。そ
の後、カーコーティングなどの施工を手掛ける会社に転職し、昼は
会社に勤めながら、夜は他店で修業を積む生活を 1 年間送る。25
歳で独立し、2017 年に「DAZZLE」を開業。2018 年、アメリカの
カーフィルム「ウルトラビジョン」の総代理店事業を開始した。
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現在の道を選ばれた理由というのは？
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貝谷
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ピングなども手掛けています。中でも注

私の親は独立して内装業を手掛け

「名をあげたい」という思いをずっと抱
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次第に、ご自身の進むべき方向が
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そうですね。自分には自動車とバ
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具体的にはどういったフィルムな
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アなんです。可視光線透過率 70%以上

なるほど。自動車に関わる仕事と

一口に言っても、販売や整備などさまざ
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を確保しているため、公道での走行が可

「あきらめない」を信念に

能な保安基準を満たしており、車検も非

そうするとお客様の反応もダイレ

クトに返ってくるわけですから、やりが
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常に通りやすいカーフィルムです。
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では、代表の仕事におけるこだわ

いがあるでしょうね。
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〒 572-0051
大阪府寝屋川市高柳 5-28-17

りなどはございますか？
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がリピーターになってくださいます。こ

ありまして。その方が、当店に総代理店

に入って施工の依頼を受けることが多い

れまでの仕事の積み重ねで今があると

事業を譲渡してくださったんです。その

んです。しかし、私は独立する時から、

思っているので、このスタイルはずっと
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の「お客様の声に

工店などの業者に
このフィルムを卸

「ボクサーは過酷な練習に耐えて、
どんな時もあきらめない。
その姿が自分を後押しする」

お話を伺っ

最高の形で応えた

※ 2019 年 10 月より住所移転↓
〒 572-0052
大阪府寝屋川市上神田 1-36-18
URL http://carshop-dazzle.com/
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Guest Comment>>

西岡 利晃（元ボクシング世界王者）
かつてボクシングの道を挫折されたご経験につい
て、「正直なところ、まだ心残りはある」と話して
いらっしゃった貝谷代表。しかし、対談をさせて頂
く中で、人一倍の技術や意欲を持ち、人脈にも恵ま
れている代表であれば、必ずやカーケアの世界で名
をとどろかせることができると確信しました。です
から、ぜひこのまま突き進み、誰も成し遂げたこと
のないカーケア界のチャンピオンの座を掴み取って
ください。その姿が見られる日を私も楽しみにして
います！

い、と強く思うんです。だから、私の信
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