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読者の皆様

第1号のR-M Newsアジア版はご覧いただけまし
たでしょうか。

2016年は、皆様のご支援のおかげで明るいニュー
スをたくさんお届けすることができました。昨年
は、アジア太平洋地域における自動車補修塗料事
業において、確かな基盤を作ることができ、2017

年は、その基盤をより成長させていきます。その
代表例として、昨年12月に、BASFコーティング
ス広東（BASF Coatings Guangdong Co., Ltd）の
開業式が無事に終わりました。この新会社は、ア
ジア太平洋初の自動車補修塗料の製造拠点となり
ます。これにより、中国およびアジア太平洋地域
においてBASFの事業を急速に拡大していきます。

また、同月、BASFコーティングスのWeChatア
カウントを開設しました（※中国でのLINEのよう
なアプリ）。BASFのニュースや最新情報をお届け
するBASFコーティングス初のツールです。もし、
WeChatをご利用の方は、ぜひフォローをお願い
します！

そして、2016年末に飛び込んできたニュースのな
かで、R-Mにとって最大のニュースは、アジア太
平洋地域に「Vision360TM（ビジョン360）成功への
プログラム」が導入されたことです。事業を成功
に導く方法や実践的に事業運営に関わる生産性、
利潤に変化をもたらしたいと考えるR-Mのお客様
にとって、Vision360は事業目標の達成に大変役
立つプログラムとなっています。

また、今回は、BASFジャパンのコーティングス
事業部オートモーティブリフィニッシュ部シニア
マネジャーのジャンポール・ラコンブに、R-Mブ
ランドの日本進出45周年を記念し、日本のリフィ
ニッシュ市場について語ってもらいました。ベト
ナムでは、R-Mの販売店であるMTペイントが
2016年に新たに3か所のR-Mの販売拠点を開設
しました。

今後も私たちは、R-Mブランドのもとお客様に寄
り添い、お客様のニーズにお応えできるよう努め
て参ります。2017年も、皆様との関係をより一層
強固なものとし、皆様の事業成功をサポートさせ
ていただければと存じます。

この1年が皆さんにとって素晴らしい、そして活
気に満ちた1年になりますよう心からお祈り申し
上げます。そして、2017年も皆さんにすばらしい
ニュースをお届けして参ります！

R-Mアジア太平洋地域マネジメントチーム

BASFは広東銀帆化学有限公司の自動車補修用塗料事
業を買収し、中国の広東省・江門にアジア太平洋初の
自動車補修用塗料の製造を行う新たな法人「BASF

コーティングス広東」（BASF Coatings（Guangdong）
Co., Ltd）を設立しました。

BASFグレーター・チャイナのプレジデント兼会長を
務めるステファン・コートラーデは次のように述べて
います。「BASFコーティングス広東を設立したこと
で、BASFと広東銀帆化学がそれぞれ築いてきた流通
ネットワークや技術、幅広い製品ポートフォリオ、そ
して専門知識を生かすことができるようになり、これ
まで以上にお客様を支援できる体制が整いました。」
最先端の施設で製造される製品により、急速に拡大す
るコスト競争力の高い製品分野（Value-for-Money：
バリューフォーマネー分野）をはじめ、BASFの定評
あるグローバルブランドの製品ラインアップを充実さ
せていきます。BASFの補修用塗料システム・サービ
スのプレミアムブランドや、コスト競争力の高い製品
群に、Yinfan®（インファン）、Shancai®（シャンカイ）、
Yindi®（インディ）などの新たなブランドが加わりま
した。
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BASF、自動車補修用塗料の製造事業を
アジア太平洋地域で拡大社説

2015年末時点で、中国の自動車保有台数は1億
7,200万台で、2020年までには年間の自動車販売台
数は、3,000万台にのぼると予想されています（注1）。
BASFアジア太平洋地域コーティングス事業本部シニ
アバイスプレジデントのピーター・フィッシャーは次
のように述べています。「今回の投資により、中国の
自動車補修用塗料市場におけるBASFの地位がより一
層強化されます。中国におけるプレゼンスを確立し、
成長するバリューフォーマネー市場において、現地の
ニーズに沿った製品を提供するための万全な体制が整
いました。急成長を続ける中国市場に対応できるよう
に戦略的に新設した新法人は、今後アジア太平洋地域
におけるBASFの自動車補修塗料事業を支える技術、
生産拠点となるでしょう。」

この製造施設は、商用車や商業輸送システム用の製品
とともに、コスト競争力の高い自動車用塗料の製造に
活用されることとなります。

注1：2016年時点の中国軽車両生産予測（LMCA China 

Light Vehicle Production Forecast）によれば、2020年ま
でには年間の自動車販売台数は3,000万台にのぼると予
想されています。



中国でR-M Vision360TMのパイロットプログラムを開始
R-M Vision360TMプログラム導入の一環として、事業運営を成功させ
る方法を習得し、経営に変化をもたらしたいと考えるお客様のもとで、
パイロットプログラムを開始しました。その代表例が中国・西安にあ
るマツダ系列のジュンション・マツダボディショップです。ジュン
ション・マツダボディショップのサービスディレクターであるツァオ
氏にR-M Vision360TMに関する感想を伺いました。

なぜVision360TMオペレーショナルエクセレンスモジュールを
選んだのですか？
ジュンションマツダはグループ内で最高の業績を出しているショップ
ではありますが、今後も成長を続け、事業をより良いものにしていき
たいと考えています。BASFからVision360TMパイロットプログラム
へ参加の打診があった際、「是非やってみたい」と思いました。

2016年12月、BASFはアジア太平洋地域にR-M 

Vision360TM（ビジョン360）成功へのプログラムを導
入することを発表しました。R-M Vision360TMは、ボ
ディショップの工程や全体的な作業性を向上させる
革新的なモジュール式のプログラムです。

Vision360TMは、ボディショップの事業分析、改善案、
コーチングを提供する11の総合的なプログラムで構
成されており、一貫性や持続可能性を実現していく
ためのセミナーも開催しています。Vision360TM標準
コースは、プロセス、品質、作業条件における業界
の成功事例から、お客様にとって重要な業務や設備
に関するソリューションを7つのモジュールで紹介し
ます。現場の作業効率を達成するために役立つ内容
になっています。Vision360TMアドバンスコースはお
客様の事業目標を達成することを目的とし、経営コ
ンサルテーションと人材育成、事業運営、KPI、業務
改善パッケージ、システムソリューションに重点を
置いたモジュールで構成されています。

すべてのモジュールは、Vison360が提供される国や
地域でボディショップの管理を推進してきた経験豊
かな各分野のエキスパートからなる強力なチームが
指揮をとっています。チームメンバーはそれぞれの
業界で長年に渡る経験を備えており、様々な事業を
成功させてきました。

R-M Vision360TM  成功へのプログラムをアジア太平洋地域に導入

Vision360TMのブランドロゴ
新たなVision360TMのプラットフォームの導入開始のため、アジア太平洋地域における
Vision360TMプログラムのマーケティング活動を推進する新たなロゴVision360TMがデザイ
ンされました（右図）。デザインテーマは「インスピレーションの波」で、無限大のシンボ
ルと流れるような波のラインを表現しています。

このモジュールを通じて、事業運営面での課題が特定され、自分たち
の事業にカスタマイズされた改善案と行動計画が提案されました。
サービスディレクターとして、改善すべきタスクを自信をもって担当
者に割り当てることができると同時に、ボディショップのパフォーマ
ンスを向上させるためにマネジメントプロセスを変えていくことがで
きます。

Vision360TMのどこが気に入りましたか？
Vision360TMの概念そのものが気に入っています。自分のボディ
ショップのパフォーマンスを評価できますし、ただの理論ではなく、
受け取ったアドバイスも現実的、実践的なものでした。BASFのコン
サルティングのおかげで、私たちの事業の様々な側面の改善に役立つ
プログラムであることがよくわかりました。

ボディショップ経営を成功させるという点で、
他のボディショップの経営者の方々にアドバイスをお願いします
経営者は、日々の業務にしっかりと関与していなければなりません。
お客様や社員のニーズを理解することに時間をかけ、長期的な視野を
持って一貫した指導やバックアップをしていく必要があります。また、
社員に権限を持たせ、割り当てた仕事において当事者意識を与えるよ
うにしなければなりません。ジュンションマツダでは、全社員がここ
で働くことに安心や幸せを感じてくれることを願っています。

Vision360TMアドバンスコース

Vision360TM標準コース



MTペイントがベトナムでR-Mの販売拠点を新たに3か所開設
ベトナムにおける自動車販売、製造の急成長を受け、
2008年以来、ベトナムにおけるBASFの独占輸入会
社としてR-M製品を取り扱っている販売店のMTペ
イントケミカルが、ベトナム北部に新たにR-Mブラ
ンドの販売拠点を3か所開設しました。この3つの拠
点は補修需要が最も多い都市とされるベトナム北部
のハイフォン、タインホア、ヴィンに開設されました。

MTペイントケミカルのディレクターであるグエン・
スアン・マン氏は、「これらの拠点を開設することに
より、当社の流通範囲が拡大し、より多くのお客様
にサービスを提供できるようになります。これによ

R-M、日本で45年以上の歴史を誇る

日本はBASFにとって重要市場です。自動車保有台数
が6000万台以上の日本市場にとって、約32,000の
ボディショップが存在するのは驚くべきことではあ
りません。1971年にR-Mは日本市場に参入し、45

年以上の長い歴史とともにたくさんの方々に愛され
てきたブランドです。

BASFジャパン株式会社コーティングス事業部オート
モーティブリフィニッシュ部のシニアマネジャーに
就任したジャンポール・ラコンブに日本の自動車補
修市場の印象について話を聞きました。ラコンブは
1999年から自動車産業に携わり、長年、日系の自動
車部品メーカーで働いていた経歴を持っております。

日本の文化の礎である「おもてなし」の文化は、自動
車補修産業にも浸透しており、お客様へ提供するサー
ビスのクオリティはとても高いです。R-Mをご利用

日本の自動車補修市場の変化

り市場での効率性や競争性も高まるでしょう。R-M

ブランドは業界で高く評価されており、当社のマー
ケットシェアは間違いなく拡大するでしょう。今ま
で以上に多くのボディショップにR-Mの製品とサー
ビスを提供できるようになり、嬉しく思います」と述
べています。

2016年、MTペイントは、ボディショップおよびビ
ジネスパートナーの皆様が、R-Mの塗料を利用して
塗装技術を高めることができるよう、ホーチミンに2

つ目のリフィニッシュ・コンピテンス・センター
（RCC）を開設しました。

のボディショップも、お客様（消費者）への総合的な
サービスが好評を博しており、エンドユーザーやカー
オーナーの皆様からの高い評価が感じ取れます。ま
たボディショップの経営者の皆様は、作業の効率性
をより確実なものにするために、設備投資へ非常に
熱心です。

1992年、日本でR-Mの水性塗料「オニキスHD」が発
売されました。BASFは、これからも自動車補修産業
の人材育成を強化していきます。お客様と一緒に、
次世代を担う若手のペインターの育成、環境に優し
い水性塗料とトレーニングの充実によって働く環境
の改善に努めて参ります。

BASFコーティングスがWeChatをスタート

BASFコーティングスの中国法人「巴斯夫涂料」（バスフ塗料）は、2017年、WeChatを開始します。WeChatは日本でのLINEのようなアプリで、中国の人気携帯アプリと
して、月間アクティブユーザー数は7億人を超えます。最新のブランドニュース、製品やソリューション、カラー情報など、BASFの自動車補修ブランドのコミュニティ
活動に関する情報を入手できます。四半期ごとに発行しているニュースレターで取り上げる話題もオンラインで共有していく予定です。
ぜひ登録をお願いします！

QRコードまたは、BASF_Coatingsを検索してください！

•  自動運転技術とセンサーシステムによる自動車事故の減少

•  設備や機器への投資の増加

•  ボディショップオーナーの海外動向の関心の高まり

•  日本の自動車会社と連携したスポットリペア市場の成長

•  水性塗料市場の成長

•  自動車補修の人材育成へ注力

BASF_Coatings 巴斯夫涂料



BASF、
表面処理メーカー
シェメタルの買収が完了

BASFは、アルベマール社がグローバルで展
開する表面処理事業、シェメタル社（本社：
ドイツ・フランクフルト）の買収を完了しま
した。今回の買収により、BASFのコーティ
ングス事業部は、製品ラインアップを拡充し、
より一層事業の強化を図っていきます。

BASFは、自社の化学と塗料分野におけるノ
ウハウと、表面処理のマーケットリーダーで
あるシェメタル社の専門知識を結集します。
両社が世界各地で有するインフラ、規模、市
場へのアクセスを統合することで、これまで
にない最高のソリューションをお客様に提供
し、新たな成長の機会を創出します。シェメ
タル社は表面処理の分野において、カスタマ
イズした技術とシステムソリューションの開
発と製造を行っています。これらの製品は、
防錆性を高め、成型や加工を容易にし、塗装
工程を最適化した上で、塗膜の密着性を確実
なものにします。また、これらの化学品は、
自動車や航空宇宙産業、アルミニウムフィ
ニッシングや金属成型など幅広い産業や最終
市場で使われています。2015年のシェメタル
社の売上高は8億4,500万米ドルでした。

BASFコーティングス
（広東）、
第1回R-M研修を開催

新たにBASFの一員となったBASFコーティン
グス（広東）の社員研修が始まりました。昨年末、
中国・広州のリージョナル・コンピテンス・セ
ンターでR-M研修やブランド研修が実施されま
した。研修はそれぞれ4日間行われ、環境、健
康と安全、塗装準備、ブレンディング、水性技
術、処方検索、など理論の解説やデモンスト
レーションなどが行われました。過密スケ
ジュールだったため、研修ではお客様のニーズ
に焦点を合わせ、標準的な補修プロセスや、環
境に優しい水性塗料「オニキスHD」を重点的に
取り上げました。

キッズファクトリー
クリスマス編

どんなに寒くても、子どもたちは塗装体験が
大好き !! 子どもたちの塗装体験「R-Mキッズ
ファクトリー」を昨年12月にクリスマス編と
して開催しました。

水性塗料「オニキスHD」を100％使用してい
る「ネッツトヨタノヴェルとやま」（富山県）
が開催する「ノヴェルドリームプロジェクト」
に塗料メーカーとして協力しました。

スプレーガンを使ってクリスマスモチーフを
塗装したり、車の修理作業であるバンパー取
り外し体験など、子どもたちの笑顔が冬空の
もとで輝きました。

お問い合わせ

BASFジャパン株式会社
コーティングス事業部
オートモーティブリフィニッシュ部

TEL 045-546-8020

http://www.rmpaint.com/jp/

アジア太平洋地域におけるBASFのリフィニッシュコンピテンスセンター（RCC）
BASFは世界中に70カ所以上、アジア太平洋地域に20カ所以上のリフィニッシュコンピテンスセンターを開設しています。自動車補修用塗料産業を盛り立てるとともに、
若く才能あふれた人材を自動車補修事業に従事する取り組みに貢献してきました。昨年は世界中で約20,000人、アジア地域で3,500人以上のペインターのトレーニング
を行いました。


