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読者の皆様

アジア太平洋地域で発行しているR-M News

アジア版を、このたび日本語にして皆様にお
届けすることになりました。R-Mの品質、生
産性、革新性、持続可能性など、日本だけで
なくアジア太平洋地域のトピックを多くの皆
様に知っていただきたいと思っております。
本誌は年4回、季刊誌として発行しておりま
す。本号は、ベストぺインターコンテストや、
新たな顧客とのパートナーシップの構築、R-M

の塗料を使用したユニークなアート作品の展
示など、白熱したトピックを盛り込んでおり
ます。

9月に閉幕した国際R-Mベストペインター・
コンテストでは、嬉しいニュースが飛び込ん
できました。日本のペインターが、世界第2

位の栄冠を手にしたのです。また中国では、
同月、BASFコーティングス（広東）が正式
にBASFグループの一員に加わりました。

クリエイティブ面では、キャラクター「ソニ
ック・ザ・ヘッジホッグ」をモチーフに描い
たホンダの「ソニックシビック」で、R-Mの
ペインターたちが芸術的な才能を世界中に
披露しました。一方、北京では「The Mind’s 

Eye」（マインド・アイ：心の眼）というタイ
トルの美しい彫刻にR-M製品が使用されま
した。

R-Mは、ビジネスパートナーのみなさまの成
長をサポートしています。本号では、R-Mの
販売代理店であり、韓国の上場企業「三和」
とそのディーラー「ボソン化学」が、2年前か
らR-Mの水性塗料を用いて未来を描いていて
きた様子を紹介します。また、フランスのク
レルモンにあるR-Mのリージョナルコンピテ
ンスセンターに、ベトナムのMTペイントケ
ミカルの経営陣をお招きしました。

今年も第4四半期に突入しましたが、2017年
のR-Mの道のりを明るく照らすため、様々な
ニュースを皆さんにご紹介していきます。

R-Mアジア太平洋地域マネジメントチーム

BASFが中国の広東銀帆化学を買収し、新たな法人組
織「BASF Coatings (Guangdong) Co., Ltd」（BASFコ
ーティングス広東）が広東省の江門に設立されました。
同社では銀帆（インファン）の自動車補修塗装事業を
引き継ぎ、さらに発展、拡大させていくことになりま
す。今回の買収によって、Glasurit®（グラスリット）、
R-M®、baslac®（バスラック）、NORBIN®（ノルビン）
など、BASFの定評あるグローバルブランドが銀帆の
製品ラインに加わり、BASFのアジア太平洋地域にお
ける自動車補修製品のポートフォリオが拡大しました。

セガのビデオゲーム「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」
シリーズの誕生25周年を記念し、ホンダが「ソニッ
クシビック」を製作しました。BASFのプレミアム塗
料「R-M」のキャンディブルーを使用した車体には、
同ビデオゲームの人気キャラクターが生き生きと描か
れており、どこへ行っても注目の的です。R-Mの塗
装チームの創造性と、仕上りの質の高さは、素晴らし
いものでした！

北京近郊にあるダーチャフィルムメディアインダスト
リアルパークの敷地内に先日、「The Mind’s Eye」（心
の眼）というユニークな彫刻が設置されました。デザ
イン会社のバーホースアーキテクチュアルデザインは、
この彫刻に心の眼をイメージさせるための特殊な塗料
が必要でした。その結果、R-M®のベースコート「カ
リスマ」とクリヤーコート「スタートップHS」が選ば
れたのです。
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BASFコーティングス（広東）がBASFグループの一員に

ホンダのソニックシビックに、R-M®の塗料を使用

R-M®が彩る「The Mind’s Eye」（心の眼）

社説

BASF アジア太平洋地域統括本部コーティングス事業
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「私たちは銀帆のチームとともに、統合プロセス
を進めています。今後はお客様中心のアプローチによ
って、技術、製品ポートフォリオ、そして両社のユニ
ークな業界知識を生かしながら事業の継続性を確保し、
銀帆がBASFにとって欠かせない存在となることを目
指します。」とコメントしています。

「カリスマ」は塗装後の仕上がり品質が十分であると
同時に、芸術的な仕上がりが実現でき、デザイナーた
ちも大満足です。

このプロジェクトは、屋外彫刻を専門に扱う北京のゴ
ッドアジアエンジニアリングが担当しました。この素
晴らしいアート作品の設置に、一翼を担ってくれた
R-Mの販売店「キングTトレーディング」に心より感
謝しています。



日本のペインターが世界第2位に !!
自動車補修用プレミアム塗料ブランドである「R-M」
の水性塗料「オニキスHD」ユーザーのペインターを対
象とした「第12回 国際R-Mベストペインター・コン
テスト」を2016年9月27日～ 30日の期間、フランス
のクレルモンにて開催しました。本コンテストは、水
性塗料「オニキスHD」の塗装技術を競うもので、若手
育成を目的とし、30歳以下のぺインターを対象に開
催されています。ヨーロッパ、南アフリカ諸国、アジ
ア、北米の4地域の15カ国から15名の若い才能溢れ
るペインターが出場し、「持続可能かつ成功を導く将
来のためのイノベーションの追求」というテーマのも
と開催されました。

激しい戦いの結果、日本から出場したアバンステクノ
サービス有限会社（岡山県）の横田原也さん（27歳）が、
準優勝というすばらしい結果を収めました。優勝は、
オランダのベリー・コーイマンさん（23歳）、3位はカ
ナダのマイルズ・ベルジャックさん（28歳）です。

コンテストは3日間開催され、塗装準備、ブレンディ
ング、処方検索、カラーリーディング、マスキング、
健康と安全、塗装に関連した製品知識など、7つの競
技科目で競われました。

準優勝した横田さんは、競技について次のように感想
を述べています。「これまでのトレーニングの成果、日
頃の技術の成果を出し切ることができて嬉しいです。
今後もこの経験を活かし、常に技術の向上を目指し、
お客様へのサービスに努めていきたいです。」

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シニアマネジャーのジ
ャンポール・ラコンブは、次のように述べています。
「日本の若手技術者が世界の舞台で活躍し、優秀な成
績を収めることができ、非常に嬉しく思っております。
2010年の優勝以来、2度目の入賞となり、日本の技
術水準の高さを証明することができ、補修塗料業界
に明るいニュースとなりました。BASFは、本大会を
通して自動車補修産業における持続可能なソリュー
ションを提供し続けていくとともに、今後も世界に
挑戦する次世代のペインターの育成をお客様ととも
に推進したいと考えています。」

2010年国際R-Mベストペインター・
コンテストで優勝した
ホンダボディーサービス栃木　
永塚伸洋さん

「世界を経験して感じたことは、日頃の仕
事内容をきちんと実施していれば、それ
が実力につながるほど、日本の技術力は
高いということです。また、BASFのス
タッフのサポートはとても心強かったの
を覚えています。今は塗装から鈑金の担
当に異動しましたが、若いぺインターさ
んにがんばってほしいと思っています。」



三和とボソン化学が、R-M®のオニキスHDで未来を描く
韓国の上場企業、塗料メーカーの三和ペイント工業は、
2001年からR-Mの直輸入業者としてR-M製品を取
り扱ってきました。三和は今年、新たな販売店戦略
を掲げ、R-M顧客を拡大する計画に注力してきまし
た。その戦略により、この2年で20カ所以上のボデ
ィショップが、競合製品からR-M製品への切り替え
に成功しました。

三和は戦略を順調に進めるために販売店ネットワー
クと緊密に連携を図り、「塗装が簡単で、より高いカ
バー力と優れた光沢力を持った仕上げを実現する高
品質な製品を使用したい」というボディショップのペ
インターからのニーズを満たすR-M製品を、トータ
ルパッケージとして提供してきました。R-Mは水性
塗料の展開を通じて、環境に配慮したボディショッ
プ経営をサポートしてきました。

現地ブランドが提供するパッケージ塗料に市場が大
きく依存していた2年前、R-Mの顧客となった三和
の販売店であるボソン化学は、新たな顧客との信頼
関係を構築するためにテクニカルサービスチームを
結成し、各ボディショップ現場でのサポートを提供し

95年以降に生まれた世代が好む色は「黒」で
BASFと同済大学の共同研究で明らかに

主な調査結果

• 「好きな色は黒」という好みは、控えめでシ
ック、落ち着いていて、スタイリッシュな
考え方を象徴

• エコカー（電気自動車あるいはハイブリッ
ド車）の人気が高まっている

• 自動車の購買決定を行う際に環境保護を重
視する傾向が高まっている

始めました。ボソン化学のプレジデントであるキムさ
んは、次のように述べています。

「競争は激しく、市場は変化しています。市場ではパ

ッケージソリューションから、水性ベース塗料の混合
ソリューションへの転換が見られます。R-Mの補修用
水性塗料オニキスHDで、私たちはこのチャンスを活
かしたいと思います。」

BASFと上海にある同済大学のデザイン＆イノベーシ
ョン学部が共同で実施した調査で、中国の95年以降
生まれのいわゆる「95后」世代はが「好きな色が黒」
であることが明らかになりました。今回の研究では
同済大学に通う1995年以降生まれの100名の学生を
対象に、自動車産業の重要なトレンド指標であるラ
イフスタイル、色、車の好みの調査を行いました。
今回の調査結果の分析をさらに進め、BASFが毎年行
っているカラートレンド予測に反映させる予定です。

BASFコーティングス事業部アジア・パシフィックの
チーフカラーデザイナーである松原千春は、次のよ
うに述べています。「自動車産業にとって中国は重要

な市場です。今回の研究で、私たちは中国人の観念や
価値観に基づいた自動車やカラーデザインの好みに関
する見識を、お客様に提供することができます。」

同済大学デザイン＆イノベーション学部のヤン准教授
は次のように述べています。「今回の調査対象として
選ばれた学生は、中国における将来の中流階級を代表
しています。十分な教育を受け、成熟した考えを持ち、
強い文化的意識を持つ人たちが、将来の消費者像を形
作っていきます。彼らのライフスタイルや、車、色の
好みを理解すれば、今後の自動車トレンドに影響を与
える彼らの消費者としての好みや行動を予測すること
ができます。」

MT Paintの経営陣が
フランス本社・クレルモンを訪問
MT ペイントケミカルの経営陣が先日、フランス・クレルモンにあるR-M本

社とリージョナルコンピテンスセンターを訪問しました。同社は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

います。経営陣は、MTペイントケミカルの事業戦略にカスタムメイドされ

た2日間の特別プログラムに参加し、R-Mの理念やトレーニングコンセプト

の理解、スポットリペアーのデモンストレーションにも参加しました。その

後、R-M塗料の製造工場見学に続き、数日間のパリ滞在を経て帰路に着きま

した。



子どもたちの塗装体験
「キッズファクトリー」
を開催

R-Mがお客様の後方支援として活動している

子どもたちへの塗装体験「キッズファクトリ

ー」が今年の夏も日本でたくさん開催されまし

た。このイベントは、R-Mの水性塗料「オニキ

スHD」をご利用のお客様のボディショップで、

子どもたちに板金塗装のお仕事を体験しても

らうものです。

BASF、タイで
自動車向け塗料生産
を拡大

BASFはタイのバンコク郊外にあるバンプーの製

造施設を新設し、現地における水性塗料、溶剤塗

料の生産能力を拡充します。2017年後半の生産

開始を予定しています。

2015年9月に開設したこの新施設は、製品開発

や性能テスト、カラーデザイン、小ロットの生産

を行うラボを備えた、コーティングス・テクニカ

ル・コンピテンス・センター ASEANの機能を果

たします。ASEAN域内では自動車産業の成長が

進んでおり、今回の拡充によって自動車産業の需

要の高まりに応えていきます。

化学の楽しさを伝える
BASFの
「子ども実験教室」に
R-Mメンバーも参加

BASFの「子ども実験教室」が8月に香港で開

催されました。このプログラムは、子供たち

に化学が身近なところに存在することを伝え

ています。今年は6歳から12歳の子どもたち

を対象に香港中文大学で開催され、さまざま

な体験型の実験を実施。BASF アジア太平洋

地域統括本部コーティングス事業部の自動車

補修事業でマーケットインテリジェンスマネ

ージャーを務めるコンスタンチン・ニップも

参加し、保護者の方々に当社のビジョンや

R-Mの環境に優しい水性塗料のメリット、さ

らにはイノベーションが次世代への道しるべ

になることを説明しました。

お問い合わせ

BASFジャパン株式会社
機能性材料統括本部
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。

ネッツトヨタノヴェルとやまで開催したイベントの様子

8月21日に開催されたネッツトヨタ東埼玉での塗装体験




