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マツダがR-Mを認定
昨年10月、マツダ・セールス・タイランドのマネジ
メント・チームの皆さんがColor Pro社のトレーニ
ングセンターを訪問し、BASFやR-M、Color Proの
能力、研修やアフターセールス・サービスについて
学んでいただきました。その際、5月に発売開始と
なるマツダの新たなCX-5で使用される新色、46V
の補修方法の実演を行いました。マツダのマネジメ
ント・チームの方々は、今回のプレゼンテーション

BASFは先日、ボディショップにおける自動車補修
作業の効率向上と結果の最適化をサポートするため、
塗料関連製品の新ブランド、RODIM®の中国での販
売を開始しました。RODIM®は使いやすい製品を取
り揃えた総合的な製品ブランドであり、補修や修理
プロセスにおけるマスキング、研磨、調合、塗装に必
要な保護具や消耗品を提供します。RODIM®はBASF
の補修用プレミアム塗料ブランドであるGlasurit®、
およびR-M®と一緒にご利用いただける製品ライン
です。

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。「質の高い修理作業を迅速かつ低コストで
提供しようと、大手の自動車修理センターは日々奮

闘しています。RODIM®は自動車補修事業における
BASFの広範な知識と経験に基づき、当社のお客様
であるプロフェッショナルの皆さんのニーズに合わ
せて作られた製品ラインです。BASFの従来の製品
群を補完する製品群であり、アジア太平洋地域のお
客様に今まで以上のサービスを提供していくことが
できます。」

RODIM®製品は、各手順にマッチする高品質ツール
や消耗品を使用することで、プロセスを最適化しま
す。ボディショップで働くスタッフは、市場で提供
されている様々なサポートツールを確認したり、比
較したりする手間を省くことができます。「RODIM®

製品はGlasuritやR-Mの塗装プロセスにベストマッ
チする製品であり、安心してご利用いただけます」
とティットマーシュは述べています。

中国のボディショップに、新ツールを提供開始

に感心され、マツダの乗用車に最適な補修用塗料は
R-Mであるとご納得してお帰りいただけました。

この訪問後、マツダはR-Mの車補修用製品全種をタ
イ国内のマツダ認定ボディショップ、およびペイン
トショップすべてに提供する企業として、Color Pro
社を任命すると発表しました。

読者の皆様

2018年最初のR-Mニュースとなります。本

年度もどうぞよろしくお願いします。

アジアにおけるR-Mの事業は、2017年は記

録的な成長を達成し、2018年はその記録を上

回るとみられています。R-Mがアジアにおい

て強力かつ重要なブランドとしてお客様に認

知をいただいている結果と考えており、感謝

申し上げます。

R-Mには、お客様のおかげで次々と多くの成

功事例がもたらされるのですが、お祝いする

時間もなく次の準備に取り掛かっています。

今号では、塗料関連製品であるRODIMブラン

ドの中国での販売開始から、次世代の自動車

補修業者の方々に水性塗料について学んでい

ただく日本でのイベントまで、この数か月に

おけるR-Mの成功事例を紹介したいと思いま

す。まずは、タイのR-Mディーラーである

Color Pro社がマツダの認定を受け、タイ国内

のマツダ認定の全ボディショップ、ペイント

ショップに自動車補修用の全74製品を供給す

ることになった話からご紹介します。

ボディショップ向けの先進ソリューションで

あるVision360™で、BASFが中国の自動車補

修市場における地位をどのように強化してい

るかについてもお伝えします。また先日、

BASFコーティングス事業本部がBASF自動

車用OEM塗料のアジア太平洋カラーレポート

2017をリリースしました。皆さんのお気に入

りの色が入っているか、是非確認してみてく

ださい。

皆様のR-Mへのご愛顧とご支援に感謝いたし

ます。今後もR-Mニュースを通じてアジア太

平洋地域の皆さん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！

コーティングス事業部

アジア太平洋地域戦略マーケティング担当

リージョナルヘッド

ブレント・ウォレス

社説
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日本の販売店向けの年次集会を開催

日本のコーティングス事業部オートモーティブリ
フィニッシュ部は2月、自動車補修用塗料の販売店
を招待し、横浜で集会を開き、24の販売店から約
40名の方々にご出席いただきました。この年次集
会は、販売店の成績優秀な販売員を称え、ともに業
績を伸ばしていくためのパートナーシップを構築す
る重要な機会となりました。集会の冒頭、シニアマ
ネジャーのジャン・ポール・ラコンブは、次のよう
に述べました。「販売店の皆さまからの大きなサ
ポートのおかげで、2017年は素晴らしい年となり
ました。皆さんがさらに多くのビジネスを展開して
いけるよう、今後も緊密に連携していきたいと思い
ます。皆様からのリクエストと市場の需要に基づき、
私たちは新たな製品、ソリューションを投入してい
きます。」

オートモーティブリフィニッシュ部のマネージャー
はそれぞれ、今後の製品、市場概況、マーケティン
グ活動、さらにはBASFの販売プロセスを活用した
新規顧客獲得や、RODIM®、NORBIN®のブランド名
で販売される塗料関連の新製品を活用した販売拡大
を含めた、R-M®の販売戦略についてのプレゼンテ
ーションを行いました。

会合の後半には、R-M®ベストセールスマン・アワ
ードの授賞式が行われました。このアワードは前年、
R-M®の売上に大きく貢献した販売員を表彰するも
のです。

日本全国数百名におよぶ候補者のなかから、成績優
秀な販売員5名が選ばれました。R-M®ベストセー
ルスマン・アワードの受賞者である大熊孝幸氏は、
「R-M製品は最高の水性塗料ソリューションですの
で、自信を持ってボディショップのオーナーやペイ
ンターの方々に紹介できます。R-Mの販売担当ス

タッフの方々には色々とサポートをしていただき、
感謝しています」と述べました。大熊氏には副賞と
してヨーロッパへの研修ツアーも授与されました。

BASF、2017年の自動車カラーマーケットを分析

BASFコーティングス事業本部は先日発表した「BASF自動車用OEM塗料カラーレポ
ート」で、2017年の自動車市場における世界的なカラー分布の分析を提供しています。
世界のマーケットシェアの約40%を占めるホワイトは、あらゆる車種において強固な
ポジションを維持し、ナンバーワンカラーであり続けています。ブラック、グレー、
シルバーとともに、無彩色の人気は変わりません。有彩色ではブルーとレッドのシェ
アがほぼ同じであり、ブラウンが続きます。世界的に全車種を見渡すと、小さい車ほ
どカラーが鮮やかになる傾向があります。売上が好調でモデル数が豊富なスポーツユ
ーティリティビークル（SUV）は、カラーが売上に大きな影響をもたらします。SUV
ではホワイトとブラックがいまだに人気がありますが、レッドやブルー、特にブラウ
ンが非常に伸びており、こうした頑丈なタイプの車種がさらに幅広く成長し、多様化
していくことを表しています。

ここアジア太平洋地域では、個性を表す明るいレッドなどの色が依然として人気です。
アジア太平洋地域の自動車用塗料市場は、増加する車両数と地域の多様性に大きく影
響されることが、アジア太平洋カラーレポート2017にも反映されています。全体の分
布で49%を占めるホワイトはこの地域で最も好まれる色です。アジア太平洋の文化的
背景により、ホワイトは純粋さとインテリジェントな先進技術を表す肯定的なイメー
ジと結びついています。ホワイト以外にも、ブラウンも特に中型SUVでの人気が高
まっています。ホワイトのなかでも特にパールホワイトとブラウンの両方が、高級な
趣のスタイリッシュなカラーとして、アジア太平洋市場で位置付けられ、受け入れら
れています。

明るいレッドは挑発的でありながらスマートな個性を持つカラーとして、アジア太平
洋地域の自動車市場における有彩色の中で、非常に人気があります。一般的に自動車
のレッドは人目を引きますが、それがアジア太平洋地域の成熟市場における重要な要
素なのです。
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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。

BASF、
中国の自動車補修市場
における地位を強化

中国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は、BMWの業務効率化
（ボディ、ペイント）プロジェクトの独占サー
ビスプロバイダとなり、中国の自動車補修市
場におけるBASFの地位の強化に貢献してい
ます。2018年から2021年まで、BASFはボ
ディショップ向けの先進ソリューションであ
るVision360™を、中国の140のBMWボディ
ショップに提供することになります。BMW
のプロジェクトは、修理時間を短縮し、修理
や損傷の見積もりプロセスを最適化し、お客
様の待ち時間の質を向上させることで、工場
の効率や顧客満足度を高めることを目指して
います。

BASFグレーターチャイナのオートモーティ
ブリフィニッシュ部門ディレクター、セバス
ティアン・ガーニアーは次のように述べてい
ます。「現在の自動車補修業界は非常に競争
が激しく、その中でBASFはBMWとのパー
トナーシップをとても大切にしています。成
功がVision360™の素晴らしさを証明してく
れます。Vision360™は、プロフェッショナル
サービスで構成されるプログラムであり、イ
ンダストリーエクセレンスと顧客満足度を達
成するという目標のもと、お客様に付加価値
を提供するのに役立ちます。」

BASF、
2018年も好調なスタート

BASF取締役会会長Dr.クルト・ボックは、ドイ
ツのルートヴィッヒスハーフェンで開催された
2017年年次報告書のプレゼンテーションで、
「昨年BASFは、大幅な成長を達成し、収益性
をより高めることができました。さらに人材と
戦略の両面で、BASFの将来の発展につながる
重要な基礎を築きました」と述べました。

2017年第4四半期におけるBASFのグループ
売上高は161億ユーロとなり、前年同期比8％
増の成長となりました。地域毎の発展に関して、
ボックは次のように述べています。「近年のア
ジアに対する投資が実を結び、力強く成長して
いることに満足しています。利益率の高さと販
売量の増加のおかげで、アジアでの利益は22
億ユーロに倍増し、BASFにとってアジアは最
も採算性の高い地域になりました。」

R-M学校に行く

昨年12月、R-M（日本）のフィールドテクニ
カルサポートヘッドである山口祐二が、スバ
ル本社近くの太田自動車大学校（群馬県太田
市）で、約10名の先生を対象に補修塗料に
ついて1日の講義を行いました。太田自動車
大学校では2018年4月から、塗装プログラ
ムが含まれるコースが新設されます。当日は、
安全衛生や具体的な塗装方法について講義を
行いました。先生方からは、「塗装の基本を
押さえた良い講義だった。学生にも聞かせた
い。」との非常に前向きなコメントをいただ
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/


