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eコマースの台頭をはじめ、リサイクルパーツ市場の変化など様々な要因が複雑に絡み合い変容していく自動車補修部品の流通に関する現状とこれからを探る新しい企画です。
日本国内のみならず海外市場における自動車補修部品のビジネストレンドも考えながら、それぞれの立場から今後の展望をお伺いしました。

オートアフターマーケットサミット2016

I A A E 自 動 車 補 修 部 品ビジ ネ スフォー ラム

自動車補修部品ビジネスフォーラム

3月16日（水）10：30～12：15　　　セミナー会場C　　　聴講者数：302名

一般社団法人
日本自動車部品工業会
補修部品用品委員会 委員長

武藤　正弘 氏

進化した自動車に対する正しい修理や整備のあり方、補修部品の流通における改革の必要性など、従来の業界の枠組みを越えた連携によって克服すべき課題を明示し、今後の方向性に関
するパネルディスカッションを行いました。

聴講者アンケート結果

受講者の主な企業名

3月17日（木）10：30～12：15　　　セミナー会場C　　　聴講者数：504名

全日本自動車部品卸商協同組合
理事長

新戸部　八州男 氏

リビルド工業会全国連合会
会長

深澤　広司 氏

株式会社ブロードリーフ
代表取締役社長

大山　堅司 氏

BSサミット事業協同組合
理事長
オートアフターマーケット
連絡協議会 会長

磯部　君男 氏

全日本ロータス同友会
常任相談役
次世代オートアフターマーケット
研究会 代表

室谷　眞一 氏

株式会社オートバックスセブン
相談役
オートアフターマーケット
活性化連合 代表

住野　公一 氏

＜モデレータ＞
株式会社ジェイシーレゾナンス
代表取締役社長

松永　博司 氏

＜モデレータ＞
株式会社ジェイシーレゾナンス
代表取締役社長

松永　博司 氏

日本郵便株式会社
代表取締役副社長 兼
執行役員副社長

福田　聖輝 氏

Ａｐｐｌｅ/ＥＢＥ/ＧＭＢ/ＩＨＩ/ＳＪＩ/ＳＰＫ/Ｕｉ２/アイシン精機 /あきば商会 /アクセス /曙ブレーキ工業 /アサヒ/アスクテクニカ/アスニ /安房運輸自動車工業 /石田大成社 /いすゞ 産業 /いすゞ 自動車首都圏
/いわきラジエーター /上島商会 /宇佐美鉱油 /梅原自動車部品 /エーツーボディー /エコアール /エコピット/Ｓ＆Ｅブレーキ /エスワイエス /エダパーツ/エムケーカシヤマ /エルバ北海道 /エンパイヤ自動車
/青梅電機商会 /オークネット総合研究所 /オートグレージング千葉 /オートバックスセブン/オートバックスフィナンシャルサービス/オートビーコン/オートプラネットジャパン/大野ゴム工業 /沖データカーショッ
プ・オート電機 /カスタムジャパン /桂ボディー /カトー /金辺商会 /上高地自動車 /神栖部品 /興国産業 /草島ラジエーター工業所 /窪田自動車 /車やＪＵＮ/京葉部品 /ＫＹＢエンジニアリングアンドサービス /
交輪社 / 琴平自動車 / 駒田産業 / 小山商会 / 佐々木商会平塚 / 佐藤部品 / 三恵工業 / 山東部品商会 / 三和自動車商事 /ＣＲＳ埼玉 /自研センター自動車新聞社 /自動車タイムス社 /自動車リサイクル促進セン
ター /柴坂電機 /嶋田商会 /ジャプラ /城東ライニング商会 / / 新生商会 /須藤商会 /住吉商事 /スリーエイト・ビジネス /せいび広報社 /ゼット・エフ・ジャパン/仙台鉾田モーター商会 /全日本自動車部品卸商協
同組合 /扇橋商会 /創新損害保険ジャパン日本興亜 /損害保険料率算出機構 /大一商会 /大黒商会 /タイセイ /大成商會 /太洋ブレーキ商工 /タイヨー /大和産業 /大和商会 /ダイワボウ情報システム/辰巳屋
興業 /丹藤 /つかさき商会 /鶴見商会 /ＴＲＷアフターマーケットジャパン/ＴＷＧワランティーサービス /ディクセル /帝北自動車 /デンソー /東亜商会 /東海自動車 /東海部品 /東京都自動車部品組合 /東京部
品 /東京濾器 /豊田通商 /トヨタ部品茨城共販 /トヨタ部品埼玉共販 /トヨタ部品東京共販 /中野スプリング /中村オートパーツ/中山ライニング工業 /日刊自動車新聞社 /日清紡ブレーキ /日東工業 /日発販売
/日本アウダテックス /日本ウェア・ハウス /日本自動車部品協会 /日本自動車リサイクル部品協議会 /日本輸入車整備推進協会 /ネクスタ /ネッツトヨタ中京 /ネッツトヨタ名古屋 /登戸 / 野村総合研究所 /パシ
フィック工業 /阪神ブレーキ工業 /バンドー化学 /ビッグウェーブ /平尾自動車商会 /平沢商会 /平島商会パーツセンター /ファスコトレーディング /藤木自動車商会 /富士制動機製作所 /富士通マーケティング /
双見商会 /プラスワン/古川部品 /ブロードリーフ/プロトリオス /ホンダパーツ日商 /マーレジャパン/松沢商会 /マツダパーツ/マテック/マルシン工業 /水上パーツ商会 /三井住友銀行 /三菱自動車ロジテク
ノ/宮城県自動車電装品整備商工組合 /宮田自動車 /宮田自動車商会 /宮パーツ/ミヤマ /武蔵オイルシール工業 /ムツミ商事 /室蘭部品 /明治産業 /最上部品 /モモセ部品 /森川部品 /ヤナセオートシステム
ズ /薮本商会 /山形部品 /ヤマト商会 /山本自動車 /山本自動車整備工場 /ＵＤトラックス/横浜商工 /横浜油脂工業 /米山 /ランテル /リコーリース/リノラボ

聴講者アンケート結果

受講者の主な企業名
ＡＳＡＰ/ＡＵＴＯＢＡＣＳ/アイ・ティー・オー /あいおいニッセイ同和損害保険 /アイオート/あかつき/赤松自動車 /秋田自動車 /あきば商会 /アキラックス/アクサルタコーティングシステムズ /アクセス/アクソノーベル /曙ブレーキ工業 /アサカ自動車 /朝日
自動車 /アシスタンス・ジャパン/アシタ /アダムス/アップル /アピオ /アポロオートシステム/アミックカーライフ/雨宮オートボティーサービス/アルガオートサービス/安心ダイヤル /ＥＭＧマーケティング/イエローハット/池田自動車鈑金塗装 /石和田自
動車 /泉カーサービス/潮来自動車販売 /伊丹自動車 /伊藤車輌 /イヤサカ/岩渕ボデーショップ /英貴自動車 /エーシー企画 /エスビー商会 /エネンクスフルート/愛媛県自動車車体整備協同組合 /エムエスジャパンサービス/エムケーカシヤマ /オークネッ
ト/大久保モータース/大澤電機 /大島自工 /大月自動車 /オートクリニック/オートシバサキ /オートバックス/オートバックスサンエース/オートバックスセブン/オートバックスフィナンシャルサービス/オートボディーカスタム/オートボディーニシムラ/オー
トメンテナンス東北車体 /オートラヴィ/オートリメッサ /奥田車体 /小田切車体 /小野瀬自動車 /オリエントコーポレーション/カーヴェルク/カーオーナーズ /カーショップ・オート電機 /カーセンター足柄協同組合 /カーディレクターメフ/カーベル /カーライフ
ハギワラ/加藤鈑金整備 /加藤鈑金塗装 /カナザワ鈑金 /金沢丸善 /金沢ロック/カネキ自動車 /金子自動車鈑金塗装 /カマド/ガレーヂマツザキ /川上自動車鈑金塗装 /川島モータース/川原自動車整備工場 /関西ペイント販売 /関東商会 /神原自工 /キガ
サワ/菊池自動車修理工場 /キスモ /北上車体 /キモト総業 /九州産交整備 /協友自動車工業 /協立塗料 /草島ラジエーター工業所 /窪田自動車 /倉嶋自動車商会 /倉島商店 /クラタヤ /車工房 /車のマルコ/車やＪＵＮ/車屋Ｈｉｚｕｍｅ/黒田モーター商会 /
敬友自動車 /ケンテックス/小井口自動車工業 /郷田鈑金 /交通毎日新聞社 /神戸自動車商会 /コスモ石油マーケティング/小林自動車ボデー /小原自動車工業 /小峰自動車鈑金・塗装 /近藤自動車 /坂井モーター /桜井鈑金塗装 /佐藤塗装所 /沢田自動車整
備工場 /サンエース/三光自動車 /山王丸自動車 /サンブライト/Ｃ．Ｓ．プランニング/ＧＳユアサ /ＣＮカーメイク/榛名ボデー工場 /シーピーアール /ＪＢＭコンサルタント/シグニチャージャパン/自研センター /自動車新聞社 /自動車タイムス社 /自動車用
品小売業協会 /品川オートセンター /品田商会 /秀和自動車興業 /昭和自動車商会 /新光モータース/新和自動車工業 /杉並モータース/鈴木自動車整備工場 /鈴木商工 /セイロモータース/ゼット・エフ・ジャパン/瀬戸内自動車 /全国自動車整備協業協同組
合協議会 /センチュリーオート/相互車体 /ソニー損害保険 /損害保険ジャパン日本興亜 /損害保険料率算出機構 /損保ジャパン日本興亜ビジネスソリューションズ /第一電工舎 /大黒商会 /大勝 /大成商會 /泰平商会 /太陽自動車工場 /高橋自動車整備工場
/高橋モータース/タケモト車体 /田沢モータース/多田自動車工業 /タナベ経営 /千葉自動車 /千房自動車 /中央自動車の中央ロードサービス/中央鈑金 /中和石油 /椿崎オートサービス/ディーアイシージャパン/ＴＭウォーターベースサービスセンター /
ＴＭコーポレーション/テクノアート/テュフラインランドジャパン/東京海上アシスタンス/東京海上日動 /東京海上日動オートサービスセンター /東京海上日動オートサポートセンター /東京海上日動火災保険 /東幸自動車 /トータルカーサービスジャパン/栃
木菱和自動車販売 /鳥取トヨペット/トヨタテクニカルディベロップメント/トヨタ部品茨城共販 /トヨタ部品群馬共販 /トヨタ部品広島共販 /トヨタ部品宮城共販 /豊田モータース/ドラグーン/塗料界展望社 /中川自動車鈑金塗装 /長山自動車整備工場 /中野ス
プリング/中平鈑金 /中村オートパーツ/中村塗料 /那須鈑金 /ナポレックス/南海プランナー /日刊自動車新聞社 /日興自動車 /日工自動車サービス/日章自動車興業 /日東工業 /日発販売 /日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会 /ネッツトヨタ富山
/野口自動車 /野崎自動車 /野本パーツ商会 /萩丘整備工場 /パシフィック工業 /橋本自動車工業 /畑自動車 /羽中田自動車工業 /パナソニックカーエレクトロニクス/パルスター /ＢＳサミット事業協同組合 /備後鈑金 /毘沙門坂 /ヒノデ /平島商会パーツセ
ンター /平田自動車鈑金 /ファミリーモータース/深沢鈑金塗装 /フジオイル /藤田自動車 /船井総合研究所 /プライムアシスタンス/ブリヂストンタイヤジャパン/ふるさとオートランド/プロトリオス/平和自動車 /平和自動車塗装 /ホームネットカーズ /北辰
自動車工業 /北但自動車 /北陸車険 /北海道マツダ販売 /ボッシュ/ボディーシマノウロトヨノ/ボディーショップオクムラ/ボディーショップキガサワ/ボデーショップ佐野 /ボデーショップ林 /ボデーショップ宮本 /ボデーワーク興和 /堀切自動車工場 /ホンダアク
セス/ホンダカーズ /ボンフォーム/マイスターオート/マスダ自動車 /松江自動車用品商会 /マツダパーツ/松本車輌 /松山整備用具センター /美島自動車 /ミツイオートサービス/三井住友海上火災保険 /三菱自動車サテライトショップ高瀬 /三菱自動車ロ
ジテクノ/宮沢自動車塗装 /宮田自動車工業 /宮田自動車商会 /宮本モータース/武蔵野自動車 /睦自動車 /ムラタ/村田自動車商会 /メカノス/モトムラ/森中自動車工業 /ヤナセオートシステムズ /薮本商会 /山形部品 /山川自動車 /山崎自動車工業 /山
寺自動車工業 /大和自動車整備工場 /山二 /山本自動車 /山本自動車整備工場 /ユサワ自動車 /横浜商工 /ランテル /陸運情報社 /リノラボ /ロータス/ロータス静岡 /ロートピア /ロックペイント/ワークスヤグチ/ワカマツ自動車 /渡辺自動車鈑金工業

あなたの所属する法人の業種は何ですか？ あなたの職種は何ですか？ 受講後の満足度は？

商社・部品商
50.9%

自動車部品/
用品メーカー
21.8%

その他
7%

 営業41.4%

新規事業開発・企画 2.9%
総務・管理 5.7%

その他 2.1%
研究開発 0.7%システム管理・運用 0.7%

購買 1.4%
技術・設計 1.4%
マーケティング 1.4%

商社・販社 6.3%

プレス 0.7%サービス業 0.7%
官公庁/地方自治体/
関連団体 1.4%
分解整備・車体整備/
用品販売/電装品店 2.1%
自動車（四輪・二輪）メーカー 2.1%
製造業 2.8%
自動車流通/販売
（新車・中古車） 4.2%

不満1.6%

満足 58.5%

非常に満足
30.1%

やや不満
9.8%

経営・役員
42.3%

あなたの所属する法人の業種は何ですか？ あなたの職種は何ですか？ 受講後の満足度は？

分解整備・車体整備/
用品販売/電装品店 37.1%

商社・部品商
24%

自動車流通/販売
（新車・中古車） 8.6%

その他
10.3%

自動車部品/
用品メーカー 8%

 営業30.7%

新規事業開発・
企画 4.5%

その他
6.8%

サービス業 2.9%

自動車（四輪・二輪）
メーカー 1.7%

官公庁/地方自治体/
関連団体 1.7%

教育機関/研究機関 1.1%
製造業 1.1% SS・石油元売関連 0.6%

商社・販社 2.9%

研究開発 0.6%技術・設計 0.6%
広報・宣伝・販促 0.6%
購買 1.1%
施工・メカニック 1.1%
マーケティング 2.3%
総務・管理 4.5%

不満0.6%

満足 58.1%

非常に満足
36.9%

やや不満 4.4%

経営・役員
47.2%
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I A A E 併 催 行 事

オートアフターマーケット 懇親会（3月17日）

国際オートアフターマーケット EXPOに合わせて行われた協賛団体の行事

〈来賓の挨拶〉
I-CAR
Director,Industry Technical Relations
ジェイソン・バートナム 氏

〈中締めの挨拶〉
株式会社カーセブンディベロプメント
代表取締役
井上　貴之 氏

主な参加企業
朝日自動車 /アップルグループ本部 /アペックス/アルピコ自工 /イチムラボディーショップ /イヤサカ/ HKT / SPK /エスワイエス/ NTTドコモ /エネクスオート/エムエスジャパンサービス/オークネット/オー
トバックスセブン/オールジョイ/郷田鈑金 /コバック/栄モーター /車楽 /センチュリーオート/全日本ロータス同友会 /大黒商会 /ダックス/智頭石油 / TMコーポレーション/東京海上日動火災保険 /日発販売
/日本自動車購入協会 /パイオニア /初石鈑金 /ブロードリーフ/三井住友海上火災保険 /三ツ星ベルト/明治産業 /山形部品 /ヤマト自動車 /横浜商工 /リビルド工業会全国連合会 /ロータス/ローレル石販

〈来賓の挨拶〉
全日本ロータス同友会
常任相談役
室谷　眞一 氏

〈乾杯の挨拶〉
中村オートパーツ株式会社
代表取締役
中村　秀隆 氏

IAAE併催企画のオートアフターマーケットサミットに登壇したパネリストを始め、オートアフターマーケット連絡協議会の中心メンバーや業界団体、企業などの
関係者が約80名参加し、懇親会が行われました。また、イタリアインフラ交通省モトリゼーション局総局長、アメリカI-CARなど海外からの来賓も参加されました。

I A A E 併 催 企 画

屋外展示

タイムズレスキュー株式会社によるバイク積込用特装車の展示が行われました。
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