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BASFのトレーニングを受けたパートナーが、
国際技能競技大会で金メダルを獲得

第44回国際技能競技大会（World Skills Competi-
tion）がアブダビで開催され、その結果が10月に発
表されました。二年連続で「車塗装部門」の勝者が
アジア太平洋地域から選出されました。若い人材が
参加するこの世界大会で、26名のスプレーペイン
ターたちが自動車補修は非常に高度な能力が必要な
職業であることを証明してくれました。

車塗装部門の参加者は、審査員に自分たちのスキル
を披露し、ファイナリストの正確さと技術ノウハウ
に感心していました。20時間以上続いた熱戦の後、
金メダルが中国のチアン・インチョンに授与されま
した。銀メダルはイギリスのダリル・ヘッド、そし
て銅メダルがスイスのモウルス・フォン・ホルゼン、
ドイツのヨナス・ハインズ、フランスのエンゾ・バ
ラガートの3名に贈られました。

BASFのコーティングス事業部は国際技能競技大会
のグローバルスポンサーを務めており、本大会は次
世代の自動車補修技術者をサポートするのに理想的
な機会です。この大会は、スプレーペインターとい
う職業に興味のある若い人材を獲得するために、
BASFが行っている数多くの貢献の1つです。

スプレーペインターの教育支援のもう1つの方法が、
BASFのグローバルSTAMPPプログラムです。これ
は自動車補修の新たな技術者向けにグローバル規模
で展開した1年間の研修プログラムであり、厳選さ

れた専門学校やボディショップと共同で実施されて
います。今年の国際技能競技大会の金メダル受賞者
が、2016年にSTAMPPを導入した中国の学校、杭
州技術者協会で学んでいることから、本プログラム
の成功がこの大会で証明されたと言えるでしょう。
大会前、優勝者のチアンはBASFの補修用製品を
使ってBASFの研修を受け、標準的な補修プロセス
やスポット補修プロセスなどのスキルを磨きました。

BASFコーティングス事業部は、有望なスプレーペ
インターや若い人材を支援するため、国際技能競技
大会の主催団体であるワールドスキルズ・インター
ナショナルのグローバルスポンサーを2019年まで
務めます。

BASF、自動車補修用製品のオンラインショップを
中国で開設
中国の大手オンラインB to Bプラットフォームであ
るアリババ（1688.com）に、BASFが新たにコーティ
ングス事業のフラグショップをオープンしたことで、
中国のボディショップは、補修用塗料をネットで購
入できるようになりました。

BASFは、補修用塗料メーカーのなかでも中国でい
ち早くオンライン販売を行う企業となりました。お
客様は製品情報の入手、発注、支払い、配達の手配
を瞬時に、安全性が高く使いやすいオンラインプ
ラットフォームで行うことができます。

BASFアジア太平洋地域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バイスプレジデント
のクリス・ティットマーシュは、次のように述べて
います。「補修用塗料をオンラインで購入するボ
ディショップは柔軟性を維持できるだけでなく、よ
り迅速にお客様に対応し、ビジネスを成長させてい
くことができます。これはBASFの自動車補修用塗
料事業が中国の多様なお客様に対応するために、強
力なマルチチャンネルのアプローチを確立していく
うえでの第一歩です。急速に成長する中国市場にお
いて、ボディショップの皆様に対応するために、最

もアクセスしやすい販売・流通チャンネルを使って、
当社の自動車補修製品の幅を拡大していくことが重
要です。」

今回のオンラインショップのアドレスはbasfcoat-
ings.1688.comとなり、中国の上位10社の自動車
ブランドに使われる最新かつ最も人気のあるカラー
30種で構成される、新たなYindi®ブランドのレ
ディーミックスカラー製品を販売しています。

読者の皆様

ビッグニュースが飛び込んできました！ 10月、
国際技能競技大会（World Skills Competition）
の決勝が行われ、2年連続にわたり「車塗装部
門」で、BASFでトレーニングを受けた参加者
が金メダルを獲得しました。

中国のチアン・インチョンさん、おめでとうご
ざいます！BASFは世界中の若きペインター
たちを今後もサポートするため、国際技能競
技大会のオフィシャル・グローバルスポンサー
になりました。

また、R-Mキッズファクトリーが長年、日本
で成功を収めていることは皆さんもすでにご
存じかと思いますが、先日は中国でもキッズ
ファクトリーを開催し、子供たちに塗装体験
をしてもらいました。

中国でオンラインショッピングが盛況となる
「11月11日」、BASFのコーティングスのオン
ラインショップを開設しました。オンライン
ショップという、新たな販売チャンネルを導
入するに至った理由については、次ページで
ご紹介します。

マツダの新色、ソウルレッドクリスタルメタ
リックはもうご覧になりましたか？R-Mは先
日、この新色の補修用塗料のサプライヤーと
して、品質確認を受けました。本当に素敵な
色ですよね！

業界で働く女性を紹介するシリーズの一環と
して、今回は18年間、自動車アフターサービ
ス市場で販売事業を展開するワン・シャオピ
ンさんを紹介します。

2017年も残すところあと僅かとなりました。
皆様のご尽力に厚く御礼申し上げます。2018

年もアジア太平洋地域の同僚たちと共有した
いニュースがありましたら、ぜひお知らせく
ださい。皆様のサクセスストーリーをお待ち
しています！

R-Mアジア太平洋地域マネジメントチーム

社説



業界で働く女性：中国・重慶七宝メカニカル・エクイップメントの
女性ゼネラルマネージャー、ワン・シャオピンさん

中国のワン・シャオピンさんは、もともと自動車
メーカーやボディショップに対して、設備機器や化
学品を販売していましたが、最近は事業を拡大して
補修用塗料製品も扱うようになった中国・重慶七宝
メカニカル・エクイップメントのゼネラルマネー
ジャーです。

ワンさんは、18年間自動車アフターセールス市場
で働いてきました。そしてこの2年はBASFと提携
し、事業を拡大しました。「BASFの品質面での評
価に私は感銘を受けました。BASFとはこれまでも、
長安フォードや長安マツダを介して一緒に仕事をし
てきましたので、BASFが信頼できるパートナーで
あることはわかっていました。私たちはまず、R-M
オニキスHDなどのBASFの水性塗料の販促を行い
ました。環境のことを大切に考える企業として見て
もらいたいからです。私たちの取り組みが功を奏し、
今はお客様からR-Mを求められます。車に実際に

使用した際に、製品の品質の高さを実感してくれて
います」と彼女は述べています。

中国の自動車アフターセールス市場の競争はますま
す激しさを増しており、ワンさんは長年、家族との
時間を犠牲にせざるを得なかったといいます。「今
は仕事も比較的安定しています」と彼女は笑顔で言
います。「遅すぎない時間に家に帰り、家族と夕食
を食べられることが嬉しいですね」

男性優位の業界で働く女性として、彼女はお客様と
のやり取りにユニークな視点を提供していると考え
ています。「私は業界における長年の経験に基づい
た包括的なソリューションをお客様に提供すると同
時に、付加価値のあるサービスを販売するという、
より人間味のあるアプローチを提供しています。女
性には鋭い視点を持っています。女性も男性と同様
に技術的側面を理解していますが、女性のほうが概

して聞き上手だと思います。」

彼女が働き始めた頃と比べ、業界の労働環境ははる
かによくなり、チャンスも増えたといいます。この
業界に入ることを考えている他の女性へのアドバイ
スとして、ワンさんは一生懸命働くことと粘り強さ
が成功への鍵だと述べています。

中国で初めてのR-M®キッズファクトリーを開催
日本でも約250人を超える子どもたちがR-Mキッズファクトリーを体験！

BASFは9月、中国で初となる「R-M®キッズファ
クトリー」を南京天瑞のマツダボディショップで開
催し、16人の子どもたちがイベントに参加しまし
た。現地の子どもたちは、安全な塗装手順や環境に
優しい自動車補修用塗料R-M®オニキスHDについ
て学んだ後、実際に補修塗装を体験しました。
「キッズファクトリーは子どもたちに自動車塗装の
面白さを体験してもらうことで、私たちが地域社会
に貢献できる絶好の機会です。また、私たちの製品
や塗装プロセスの安全性、提供しているサービスの
品質の高さを地域の方にご理解いただける機会でも
あります。」とマツダボディショップの担当者はコ
メントしています。

日本においても2010年からR-Mキッズファクト
リーを開催しており、水性塗料の導入により、お客
様の環境保全の取り組みを地域社会に広げる活動を

支援しています。本年も日本のボディショップや自
動車メーカーのディーラーで、約250人を超える
子どもたちがR-Mキッズファクトリーを体験しま
した。今年初めてキッズファクトリーを開催した出

石モータース（兵庫県豊岡市）は、2017年7月に兵
庫県豊岡市の環境経済事業認定において、環境・人
に優しい塗装整備事業「水性塗料を使用した自動車
補修整備」の認定を受けています。

R-M®キッズファクトリーのプログラムは
2010年、日本からスタート

中国で初めての
R-M®キッズファクトリーを開催

R-M®、マツダの新色
「ソウルレッドクリスタルメタリック」
の完璧な補修を実現

R-Mの水性塗料「オニキスHD」は、マツダ株式会社の新型「マ

ツダCX-5」に採用された新色「ソウルレッドクリスタルメタ

リック」の完璧な補修を実現します。R-Mの「オニキスHD」は、

その新色の補修塗料として、マツダの品質確認を受けました。

これにより、R-Mはマツダディーラーや関連の認定工場に向け

て、プレミアム製品、カラー専門能力、サービス、トレーニン

グなど、付加価値の高い効率的なソリューションをお届けする

ことが出来ます。 新型CX-5
※マツダ株式会社との利用合意内容に基づき、写真の転載、転用を禁止します。



MTペイント、ベドナムのハンサイン自動車サービスの
ペインターコンテストのスポンサーになる

タイの日産系BPで課題解決のためのコンサルティングを実施

7月、タイ・バンコクの日産系ボディショップで、
R-MのVison 360を試験的に実施し、成功しました。
Vision360は、ボディショップの工程や全体的な作
業工程を向上させるモジュール式プログラムです。
バンコクのサイアム日産バンコク・ボディショップ
の業績向上のため、“コンサルティング”と“ペイン
トチェック”の2つの項目を重点的に実施しました。
アドバンスコースの重要項目である“コンサルティ
ング”は、総合的な診断によるKPI分析に重点を置
いています。この項目はボディショップの業績に関
する定量的な測定結果を提供するため、ボディ
ショップの経営者は自分の事業について特筆すべき
点を容易に特定できます。“ペイントチェック”は、
200以上のチェックポイントを検証するものであり、
色の調合やスプレーブースなど、ボディショップの
ほぼすべてのプロセスを網羅した1日がかりの監査
プロセスです。

プログラムを実施した結果、サンディング、スプ
レーブース、保護具の扱いに改善すべき点が見つか
りました。フォローアップとして、課題として見つ
かった点が計画通りに改善されているかを確認し、

本プログラムが仕事の質と生産性を高めてくれてい
ると、ボディショップの経営者は安心しています。

BASF、中国のお客様にR-M補修用塗料製品のポートフォリオを紹介

コーティングス事業部オートモーティブリフィニッ
シュ部は中国の武漢で、BASFの自動車補修用製品、
特にプレミアム塗料・R-Mのソリューションに重
点を置いたセミナーを開催し、60社を超えるお客
様に参加頂きました。同地域の自動車メーカーや補
修業務を行うボディショップ、ディーラーなど、
様々な方々が参加し、インタラクティブなセミナー
を開催しました。お客様には自身のビジネスを促進
するだけでなく、持続可能性という点での目標を達
成し、急速に増大する中国市場において自分たちが
ターゲットにより良いサービスを提供するのに役立
つBASFの最新の補修用製品やサービスについて学
んでいただきました。

ベトナムのR-M販売代理店であるMTペイントが、
ハンサイン自動車サービスと協力し、8月末にメル
セデスベンツ・ペインターコンテストを開催しまし
た。2日間に渡って行われたコンテストは、筆記部
門と実践部門で構成され、R-Mの補修用塗料ソ
リューションと高いレベルを誇るテストを活用して、
各参加者の総合的な能力の評価が行われました。

このイベントのスポンサー、共催者として、MTペ
イントは現地の業界における塗装技術者のスキルを
高め、ペインターという職業をサポートしていきた
いと考えています。

10月、ベトナムのR-M販売代理店である

MTペイントケミカルのディレクターを

務めるグエン・マン氏が、中国のBASF

コーティングス広東を訪問しました。

BASFコーティングス広東は広東省江門

に拠点を構えており、BASFアジア太平

洋地域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現地初の生

産・運営拠点です。グエン氏はVIPとし

て製造施設を見学し、当社の世界クラス

の製品およびソリューションや、当社の

生産およびプロセスの国際基準について、

経営陣から説明を受けました。

MTペイントのVIPが
BASFコーティングス広東
を訪問



「第42回 夏祭り」を
横浜の戸塚工場で
開催

横浜市の戸塚工場内のグランドを開放して
「第42回夏祭り」を開催しました。この催し
は、自動車用塗料・二輪車用塗料などの製
造・開発を行うBASFジャパンの戸塚工場が
地域社会への貢献として毎年開催している
もので、今年も1700名を超える来場者で賑
わいました。

戸塚工場では、地域の方々との交流の場とし
て、40年以上にわたりこの夏祭りを開催し
ています。この夏祭りを通じて、たくさんの
方々とコミュニケーションを取ることがで
き、皆さんと一緒に笑顔溢れる夏祭りにな
り、とても嬉しく思っています。

夏祭りでは、地元の子ども会や自治会による
パフォーマンス、スイカ割り、抽選会といっ
た例年人気のイベントが繰り広げられまし
た。また、子どもたちに「化学」の楽しさを
伝えるためにBASFが世界各国で実施してい
る「子ども実験教室」のミニ版も開催し、約
140名 の 子 ど も た ち が 実 験「Colorful 

Butterfly!（カラフルなチョウを作ってみよ
う！）」に取り組み、pH値の違いを利用して
紙製のチョウを彩りました。

BASFの水性塗料が、
鉄道保守用機械の
VOC排出量の削減に貢献

9月、中国の鉄道保守用機械の製造業者である
北京瑞維通工程機械有限公司が、BASFの水性
塗料ソリューションを利用して、VOC排出量
を削減することに成功しました。北京瑞維通工
程機械有限公司は、中国の民間輸送業界で初め
て、機械のすべての層に水性塗料を使用する企
業です。従来の塗料に使用されている有機溶剤
を水性塗料に変えることで、揮発性有機化合物
（VOC）の排出量削減に貢献すると同時に、厳
しい政府の規制を満たすことにもつながりま
す。

同社は一連の技術試験を実施し、鉄道保守用機
械に用いる水性塗料の主要サプライヤーとして
BASFを認定しました。

BASFアジア太平洋地域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バイスプレ
ジデントのクリス・ティットマーシュは、次の
ように述べています。「中国では環境保護に対
する意識が高まってきており、お客様は持続可
能性の面で目的を達成するのに役立つ、新たな
ソリューションを求めています。私たちは北京
瑞維通工程機械有限公司と緊密に連携を取り、
同社の目標だけでなく、政府のVOC排出量削
減目標の達成に役立つソリューションを開発し
ました。」

BASFのオートモーティブ
ショールームが上海に
オープン

BASFのオートモーティブショールームが、
浦東のイノベーション・キャンパス・アジ
ア・パシフィック（上海）に正式にオープン
しました。これは浦東拠点に設置した初の
お客様向け展示施設であり、8つの事業分野
を網羅する中国初のオートモーティブ
ショールームです。

BASFの自動車用ソリューションの完全な
ポートフォリオとして、様々な塗料ソリュー
ションが展示されています。例えば、持続
可能な電着塗料CathoGuard 800や、光彩
が美しい塗料XSpark、プロセスイノベー
ション、Glasurit 90ラインのエコ効率の高
い水性自動車補修用製品、BASFの自動車用
カラーデザインチームが生み出した、夢の
ある新たなカラーコンセプトなどが展示さ
れています。

このショールームは、自動車関連のビジネ
スユニットが業界のパートナーや政府機関、
社会共同体など、自動車に関わる利害関係
者と交流する機会を広げていくためのプ
ラットフォームとして機能していくことに
なります。また、連携を広げるBASFの能
力をお客様に総合的に理解していただく場
所にもなります。

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。

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/


