
【受講者の主な企業名】 聴講者数：478名
あいおいニッセイ同和損害保険 ／アイオート／アイ・ティー・オー／青木石油／青木オート／赤松自動車／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／アクゾノーベル
コーティング ／曙ブレーキ工業 ／朝日自動車 ／アシダ／足立自動車鈑金 ／アップルグループ本部／アミックカーライフ／雨宮オートボディーサービス／アルザオートサービス／アルピコ自工 ／EMG
ルブリカンツ／イエローハット／池田自動車鈑金塗装／イサム塗料 ／イシイ産業 ／石毛モータース／石塚自動車工業所／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／イデック
スリテール福岡／伊藤自動車／井上商会／イノクチモータース／潮自動車／浦車体整備工場 ／英貴自動車 ／栄鈑工業／AWPジャパン／江崎自動車／エス企画／SBI損害保険 ／SPK ／NGP日
本自動車リサイクル事業協同組合／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／大内自動車工業 ／大久保モータース／大澤電機／大嶋カーサービス／大月自動車／オート情報シ
ステム／オート信州／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／オートボデイーニシムラ／オートボディーカスタム／大沼モータース／オガタ／沖縄マツダ販売 ／奥村塗料 ／小
田切車体／小原自動車工業 ／カーヴェルク／カーショップ・オート電機／カーテックウカイ／カーディレクターメフ／カーディレクター／カトウ自動車／金沢丸善／金辺商会／鹿沼光商事 ／カネキ自動
車／金子自動車鈑金塗装 ／カマド／川原自動車整備工場／関西ペイント販売 ／キスモ ／北垣／CAPスタイル／九州SSK／KIRARI／窪田自動車／熊宮自動車／クラシマ・プロダクツ／倉嶋自動車
商会／クラタヤ ／車屋／くるまや／黒田モーター商会／敬友自動車 ／ケンテックス／小池モータース／交通毎日新聞社／神戸自動車商会／光陽オート／コーエイ／コーティングメディア／五島海運 
／コスモ石油販売 ／郷田鈑金／小茄子川鈑金塗装工業／小林自動車ボデー／小峰自動車鈑金・塗装／米野電機／コルテコ石野 ／近藤自動車／今美愛塗装工業／坂井モーター／サカモトオート／
サッポロ日昭自動車 ／佐藤塗装所／サンエース／三光自動車 ／三晃自動車 ／山王丸自動車／C.S.FACTORY／GSユアサ／ＣＭＣ中越モータース ／GMB ／G-7ホールディングス／G-7・オート・
サービス／シグニチャージャパン ／自動車新聞社／一般社団法人自動車用品小売業協会／ジャックス／秀和自動車興業 ／新出光／新光モータース ／ジン・コーポレーション／親和自動車整備工場
／杉並モータース／鈴木自動車整備工場／ストリートライフ／スパイア／せいび広報社／セキチュー／｠瀬戸内自動車／全国自動車整備協業協同組合協議会／全国石油商業組合連合会／センチュ
リーオート／全日本ロータス同友会／相互車体 ／双見商会／ソニー損害保険 ／損害保険ジャパン日本興亜 ／SOMPOビジネスソリューションズ ／第一自動車販売 ／ダイエー自動車販売／大黒商会
／東信自動車整備協同組合／大進自動車工業 ／大成商会／ダイハツビジネスサポートセンター／泰平商会／ダイヤモンド電機 ／高松自動車販売／多田自動車工業 ／辰口自動車販売 ／辰巳屋興業 
／玉居子自動車整備工場／田村自動車 ／チェングロウス／千葉自動車／千房自動車 ／中央鈑金／中央産業販売 ／塚本自動車／月原自動車 ／辻商会／坪井鈑金／DMM.com／ティティエスとちぎ
／帝北自動車 ／テュフラインランドジャパン ／寺田自動車工業／デンソー／東京海上アシスタンス ／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 ／東京海上日動調査サービス ／｠
トータルカーサービスジャパン／栃木菱和自動車販売 ／トヨタ部品栃木共販 ／トヨタ自動車九州 ／豊田モータース／ナオイオート／中村オートパーツ ／中村塗料 ／梨本化成／ナポレックス／西自動
車商会／日刊自動車新聞社／日東工業 ／日東タイヤ商会／日本精工 ／日本テレネット ／日本トレクス／日本ペイント ／野崎自動車 ／パシフィック工業 ／橋本自動車工業 ／羽中田自動車工業／パ
ドック／速太郎本部／ハリマモータース ／榛名ボデー工場／BRS北多摩 ／BSW／ビッグオート ／美島自動車 ／｠ヒノデ／兵庫県自動車整備振興会／｠ヒラシマ／平田自動車工業 ／平田自動車鈑金
／平塚自動車商会／ファースト／ファミリーモータース／深沢鈑金塗装 ／不二ガレージ／ライムアシスタンス／ブリッツ／ふるさとオートランド／平和自動車／平和自動車塗装／ホームネットカーズ ／
北上車体／北辰自動車工業 ／北陸車検／保険毎日新聞社／星自動車工業／ポスト／北海道マツダ販売 ／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／堀切自動車工場／ホンダプラザ富士／ボンフォーム／本間商事／マイスターオート／マスダ自動車／増田塗装／マツキ／松本自動車工業／松本薬品／松山整備用具セン
ター／丸伊商店／丸幸自動車工業 ／丸中モータース商会／丸和ホンダ ／三浦保険事務所／ミツイオートサービス／三井住友海上火災保険 ／ミック／三菱自動車工業 ／皆葉自動車／三原産業 ／宮
崎商店／宮沢自動車塗装 ／宮田自動車商会／宮本モータース／ムカサ／武蔵ホルト ／睦自動車／Movi USA／柳沢モータース／ヤナセオートシステムズ／ヤフー ／薮本商会／山形部品／ヤマダ
倶楽部／山寺自動車工業／大和高原車検センター／山二／山本自動車／ユサワ自動車／横浜商工 ／ヨシダ自動車 ／リノラボ／レックスコムジャパン／ロートピア／ロックペイント ／ワークスヤグチ
／YSKホールディングス ／ワカマツ自動車／和幸工業 ／渡辺自動車鈑金工業 他

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 事業開発研究所長
次世代オートアフタービジネス研究会 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

オートアフターマーケットサミット

3月14日（木）10:30～12:00
アフターマーケットを横断的に俯瞰して今後の展望をお話し頂く貴重なプログラムです。
特に今年は人材問題をはじめエーミングやEDR、車検証の電子化やOBD車検など、ルールの変化が顕在化していくマーケットの展望を
お話し頂き、多くの方に聴講頂きました。

オートアフターマーケットサミット2019

〈モデレータ〉
国際オートアフターマーケットEXPO 事務局長
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
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併催行事

オートアフターマーケット事業者が一堂に会するIAAEの会期初日に関係者にお集まり頂き、
懇親会を開催しました。行政・業界団体･企業の方々をはじめ、セミナーにご登壇頂いた講師、
本展の主催、後援、協賛、特別協力団体など、200名を超える方々がご出席下さいました。
また、店舗イベントGPの結果発表･表彰、いいクルマアワード、e燃費アワードの表彰も執り行
われました。（店舗イベントGPはP.32参照）

■e燃費アワード

【総合部門 最優秀賞】 
トヨタ プリウス
【新型車部門 最優秀賞】 
トヨタ カローラスポーツ

「e燃費」とは、日本最大の総合自動車ニュースサイト「レスポンス」
を運営しております株式会社イードが展開する燃費管理のアプリ
です。「e燃費」の利用ユーザーから投稿された年間約100万回の
給油情報から、車種別の実用燃費データベースを作成し、そのうち
現在販売中の車両を対象にランキングを毎月実施し、年間ランキ
ングを決定し、本当に燃費のいいクルマを表彰するものです。

■いいクルマアワード

【大賞】 
トヨタ プリウス
トヨタ自動車株式会社
渉外広報部 広報室 
東京広報・IRグループ長 
担当部長　
築城 健仁  氏

【特別賞】 
ポルシェ 911
ポルシェジャパン株式会社
広報部長　
黒岩 真治  氏

「いいクルマアワード」とは、自動車の修理・整備・販売・買取など
に携わっているアフターマーケット事業者が、プロの視点でユー
ザーにおすすめしたいクルマを決定する企画です（主催：オートア
フターマーケット連絡協議会）。「価格の割に良いクルマ」、「トラブ
ルの少ないクルマ」、「リセールバリューの高いクルマ」 の3部門で
ポイント化し、集計しました（アンケート期間：2018年12月1日～
2019年1月31日、有効回答：3,455件）。

〈ご挨拶〉
総務省総合通信基盤局
移動通信課 課長補佐　

西室 洋介 氏

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

磯部 君男  氏

〈ご挨拶〉
中国全国工商連合会自動車 
オートバイ部品用品分会 副会長
北京雅森グループ 総裁

謝　宇 氏

〈乾杯挨拶〉
日刊自動車新聞社 
代表取締役社長

髙橋 賢治 氏

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

住野 公一 氏

〈閉会挨拶〉
次世代オートアフタービジネス研究会 代表　
全日本ロータス同友会 常任相談役 
事業開発研究所長

室谷 眞一 氏

オートアフターマーケット懇親会

【主な参加企業】あいおいニッセイ同和損害保険／アイシン精機／アクセス／曙ブレーキ工業／朝日自動車／アドヴィックスセールス／アマゾンジャパン合同会社／安全自動車／イード／生駒
商事／イチネンケミカルズ／岩田自動車鈑金工業／宇佐美鉱油／HKT／エーティティ／エクセディ／エス企画／SPK／エスワイエス／エムエスジャパンサービス／エリアネットワーク／エルエフティー
／エンパイヤ自動車／欧州構造接着エンジニアリング協会／オートバックスセブン／大野ゴム工業／カーサービス山形／カーセブンディベロプメント／カーワールドジャーナル／金辺商会 ／ガラージュ
モリ／カレント自動車／京都機械工具／クリーン／小糸製作所／郷田鈑金／公論出版／コーティングメディア／古河薬品工業／栄モーター／三恵工業／サンコー／G-STYLE／GMB／CDR　Japan
　ブリッジ／ジャプラ／新生商会／スタンレー電気／スマートバリュー／全日本高速道路レッカー事業協同組合／全日本ロータス同友会／総務省／損害保険事業総合研究所／損害保険ジャパン日本興
亜／大一用品商会／大栄テクノ／大黒商会／泰平商会／大洋自動車工業／大和産業／タジマ／辰巳屋興業／チェングロウス／中央鈑金／辻鐵工所／DMM.com／TMコーポレーション／帝北自動車
／テュフラインランドジャパン／東京海上日動火災保険／東京ディテイリング倶楽部／東洋エレメント工業／TOKAI／トータルカーサービスジャパン／中村オートパーツ／日東工業／日発販売／日本自
動車購入協会／日本特殊陶業／日本マイクロフィルター工業／日本ワイパブレード／パイオニア／パシフィック工業／初石鈑金／バンザイ／バンドー化学／PIAA／BSサミット事業協同組合／ビーライ
ト／斐太自動車部品／日立オートパーツ＆サービス／平野オートボディー／フォンシュレーダージャパン／藤木自動車商会／プラス／ブロードリーフ／プロトコーポレーション／ボッシュ／ボデーショップ
林／ポルシェジャパン／ミツイオートサービス／三井住友海上火災保険／ミヤコ自動車工業／宮田自動車商会／武蔵オイルシール工業／明治産業／山形部品／ヤマト自動車／UcarPac／油業報知新
聞社／横浜商工／ランテル／リスロン／リビルド工業会全国連合会／リンレイ／ワイエムジーワン 他

IAAEに合わせて行われた各団体の会議

来場者プロモーションの一環として、IAAE主催、協賛、特別協力団体などの各会議を、東京ビッグサイト付帯の会議室にて実施して頂きました。

໐BSサミット事業協同組合
　・組織戦略協議会会議　・二世会会議　・販売促進委員会　・東北ブロック&宮城支部会議　・関東甲信越ブロック会議　・首都圏ブロック支部長会議
　・東京支部会議　・千葉支部会議　・埼玉支部会議　・中部ブロック支部長会議　・四国ブロック支部長会議　・車検ブログラム　※順不同

໐アフターマーケットサプライヤー活性化委員会（AAC）総会
໐次世代オートアフタービジネス研究会 理事会・総会
໐一般社団法人日本自動車購入協会（JPUC）理事会・会議

໐一般社団法人日本自動車販売協会連合会
໐一般社団法人日本自動車流通研究所（JADRI）理事会・会議
໐ロータストラックネット　※五十音順
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