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平成 29 年 10 月吉日
会員会社代表者各位
海外事業担当役員様

株式会社自動車部品会館
（協賛（一社）日本自動車部品工業会）

「中国新エネルギー車市場対策セミナー」のご案内
拝啓
平素

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
当社の事業につきましては、ご高配ご協力賜わり厚く御礼申し上げま

す。
さて、イギリス、フランスの将来的なガソリン車販売禁止計画は各国・産業
界に大きな波紋を投げかけています。中国においても、電気自動車生産に限っ
た合弁規制緩和や中国 NEV 法公表により、新エネルギー車市場が、にわかに
実態を伴って動き始めました。今後、勝ち残る新エネルギー車メーカーの見定
めと納入構造入りにむけた取り組みが急務となります。今回、新エネルギー車
市場の導入から成長期までを見通し、事業拡大に向けたシナリオ作りから戦略
構築・施策立案・実践のポイントを解説するセミナーを「中国新エネルギー車
市場対策セミナー」～シナリオ作り・戦略構築・施策立案・実践のポイント～

のテーマにて、 平成 29 年 12 月 21 日（木） に開催致します。
セミナー内容の詳細は、別紙のとおりでございますので受講をご希望される
方は別紙の受講申込書により、平成 29 年 12 月 14 日（木）までにお申し込み
下さいますようご案内申し上げます。
敬具
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東京都港区高輪 1-16-15
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「中国新エネルギー車市場対策セミナー」
■テーマ
「中国新エネルギー車市場対策セミナー」

～シナリオ作り・戦略構築・施策立案・実践のポイント
■講師
株式会社ジェムコ日本経営
成長戦略コンサルティング事業部
事業部長
森岡 琢 氏
■日程
開催日時：平成 29 年 12 月 21 日（木）
午前 10 時～午後５時まで
■開催場所
自動車部品会館 第 1 会議室（6 階） 電話：
（03）5422-6351
東京都港区高輪 1－16－15 （同封地図参照）
■受講料
30,000 円【税込】（昼食代を含む）
（JAPIA 会員会社は 18,000 円【税込】）
◎申込要領

①受講申込書に受講者の会社名、住所、電話、所属、役職名および氏名を明記し
て、12 月 14 日（木）（必着）までに FAX 又はメールにてお申込ください。折り
返し申込受付票を FAX いたします。
万が一、お申込み後に参加を取り消す場合は、必ず下記までご連絡ください。
②受講料の請求書を郵送いたしますので、銀行振込にて 12 月 14 日（木）までに
お支払いください（振込手数料は貴社でご負担いただきますようお願いいたしま
す）。
③受講希望者が募集人数（30 名）になり次第、締め切らせていただきます。なお、
締切り前に募集人数を超えた場合にはお断りのご連絡をいたします。
※申込み後のキャンセルは 12 月 14 日（木）までといたします。以後のキャンセ
ルはお受けいたしかねます。代理の方にご出席いただくか、後日テキストを郵送さ
せていただきます。
※受講希望者が少数の場合は中止となることがありますのでご了承ください。
◎申込先および問い合わせ先
㈱自動車部品会館 総務部 飯島
電話：03-5422-6351 E メール：iijima@japia.or.jp
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「中国新エネルギー車市場対策セミナー」
～ シナリオ作り・戦略構築・施策立案・実践のポイント ～
■ セミナー開催の背景
① 新エネルギー車普及に向けた外堀がほぼ埋まりつつある。
イギリス、フランスの将来的なガソリン車販売禁止計画は各国・産業界に大きな波紋を
投げかけました。中国においても、電気自動車生産に限った合弁規制緩和や中国 NEV 法
公表により、
「笛吹けど踊らず」状態であった新エネルギー車市場が、にわかに実態を

伴って動き始めました。
② 新エネルギー車市場の中核プレイヤーである中国系 OEM への対応が急務。
外資系 OEM メーカー各社が新エネルギー車の中国市場投入を急いでいるが、今後、淘汰
されるにせよ、EV ベンチャーも含めた中国系 OEM が先行しています。新エネルギー車
独自部品のサプライヤーの顔も揃い始め、日系部品メーカーにおいては、勝ち残る新エ
ネルギー車メーカーの見定めと納入構造入りにむけた取り組みが急務となろう。

③ 電動化・知能化における合従連衡が進み、独自路線の道のりが険しくなる。
電動化とともに運転支援をはじめとする知能化も同時進行で進みつつあり、テクノロジ
ー業界も巻き込んだ合従連衡が活発であります。リスクとチャンスが混在し、視界不良
であるものの、市場の大きさや市場が動くスピードを考えると、独自路線での開発・販

売は困難であるため、日系企業が伝統的に苦手としているアライアンス戦略が中国にお
ける新エネルギー車市場での成功の鍵となります。

■ セミナー概要
本セミナーでは、新エネルギー車市場の導入期から成長期までを見通し、事業拡大に向
けたシナリオ作りから戦略構築・施策立案・実践のポイントを一気通貫で解説します。
豊富なマーケットデータや企業動向、消費者動向の独自分析により、不透明な市場環境
下での羅針盤となるセミナーです。
最新の法規制とその影響および対策についても徹底解説します。
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■ セミナーカリキュラム
時間
第Ⅰ部

内容

10:00～10:30

■ 中国自動車市場の全体動向
- 2016 年～2017 年上半期の市場総括

第Ⅱ部

10:30～12:30

■ 新エネルギー車市場分析
- 新エネルギー車市場の動向
- 市場構造分析
- 中長期的な市場シナリオ分析
- 関連法規制解説

第Ⅲ部

12:30～13:30

昼休憩

13:30～15:30

■ 戦略構築・施策立案・実践のポイント
- 市場シナリオ別戦略構築のポイント
- 施策立案と実践のポイント

第Ⅳ部

15:30～16:00

■ 知能化市場の俯瞰
- 知能化市場とは
- 業界を越えた合従連衡

第Ⅴ部

16:00～16:45

■ 注目プレイヤー解説
- 注目 OEM メーカー
- 注目部品メーカー

16:45～17:00

（株）自動車部品会館
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■ 講師プロフィール
（もりおか たく）
株式会社ジェムコ日本経営 成長戦略コンサルティング事業部 事業部長
慶應義塾大学経済学部卒業
森岡

琢

証券会社勤務を経て、リクルートを出身母体に持つ、企業のグローバル化を支援す
るベンチャー企業に入社。2004 年から 2013 年かけて中国に駐在し（北京・上海・
大連）、主に日系自動車 OEM メーカー、自動車部品メーカーに対し、中国内販拡
大支援、アフターサービス部門の業務改革による収益化支援、代理店育成支援、現
地スタッフの人材開発支援に従事。
2013 年にジェムコに入社し、自動車業界を中心とした製造業を対象に、事業戦略
策定、マーケティング／営業戦略策定等、多数のプロジェクトに従事。
中国事業拡大支援においては、本社（日本）での事業構想・戦略策定をサポートす
るとともに、中国現地の組織に密着し、ハンズオンで受注支援までカバーできるこ
とが強み。
■ 受講者特典
ジェムコオリジナル 中国自動車業界データブック
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㈱自動車部品会館ご案内図
部品会館の最寄り駅は、地下鉄南北線・都営三田線の「白金高輪」です。
駒込

巣鴨

南北線

池袋
JR山手線

都営三田線
都営浅草線

JR中央線
三鷹・立川

市ヶ谷
四ツ谷

浅草橋

大手町

東京

銀座線

渋谷
東急目黒線
武蔵小杉

JR総武線
船橋・千葉

飯田橋

丸の内線

新宿

溜池山王

新橋

白金高輪

目黒

三田

田町

泉岳寺

品川
京浜急行線
川崎・横浜

五反田

恵比寿方面

目黒方面

都ホテル
東京

部品会館へは「 白金高輪駅」 の
「 出口１ 」 を ご 利用下さ い。

目黒
通り
交番

地下鉄
出口３

高輪
消防署

GS

桜田通り

五反田方面

地下鉄「白金高輪駅」
港区役所
高輪支所

部品会館
会館５階

白金高輪駅（地下鉄出口１）
より徒歩２分
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FAX
自動車部品会館

03-3447-5372
飯島宛

2017 年 12 月 21 日
「中国新エネルギー車市場対策セミナー」申込書
申込日： 2017 年

月

日

会社名：
送り先住所： 〒
TEL：
FAX：
メールアドレス：
所属・役職：
氏名：
ローマ字：
よみ：

備考：

※申込書受付票を折り返しＦＡＸ致しますので、必ずＦＡＸ番号もご記入ください。
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