
「洗車は最強の集客商品！」
＜セミナーテーマ＞

　～カーディテイリング事業・成功の秘訣とは？～

セミナー時間｜約 60～90 分＋質疑応答
講師｜株式会社本荘興産 代表取締役社長 平井 新一

1978年創業のボディコーティング、カーケミカルの老舗メーカー。「ポリマーシーラント」
で国内カーコーティングの礎を築いた。近年もガラス系コーティング「グラスネオ」「グ
ラシス」などが人気を得ている。また2009年よりプロ技術者育成を目的とした「コー
ティング塾」を、岡山県倉敷市で毎月開催。約7年で約800人以上のプロ技術者を輩出
している。2017年 3月に東京ビッグサイトで開催された「国際オートアフターマーケッ
ト EXPO」に洗車ツール「WASHMAN」で出展し、“Honjyo 流の手洗い洗車”が業界各分
野から注目を浴びている。 

商品説明会等とは異なり、製品のセールスや機能説明は、

行いません。サブ収益源としてのカーディテイリング事業化

をお考えいただく “きっかけづくり”としてのセミナーです。

セミナー後、オファーをいただいたお客様へのフォロー訪問

や、弊社で主催している「コーティング塾（倉敷で毎月開催）」

への視察や各地の研修会等につなげ、お客様の事業化を支援

させていただきます。

手洗い洗車やカーコーティングを集客強化や収益向上に繋げ

るためにはどうすれば良いのか？をテーマに、洗車集客に成功

した実際のお店の事例や女性をターゲットに販売する方法な

ど、もりだくさんの内容でプレゼンテーション致します。車販

やカーリース、メンテナンスパックなどとカーケア商材を組み

合わせ、来店型のお店づくりを目指す経営者・経営幹部の方

にお勧めのセミナーです。

岡山県倉敷市出身。1974年生まれ。株式会社
本荘興産・二代目経営者。カーケミカルや
洗車ツールの企画・制作を手掛けながら、
経営者向けの洗車事業化セミナーや商談で
全国各地を飛び回る日々。コーティング技術
指導はもちろん、広告制作、ブランディング
まで手がけるマルチプレーヤー。

株式会社本荘興産

代表取締役社長　平井 新一 

国際オートアフターマーケット EXPO2017 セミナー模様

＜セミナーの目的＞

＜セミナーの内容＞

URL: www.honjyo-k.com facebook: www.facebook.com/honjyo.jp/
株式会社本荘興産   岡山県倉敷市児島塩生2764過去のセミナーで使用した

パワーポイントが QL コードからご覧いただけます
TEL: 086-475-0950

洗車は最強の
集客商品！

Summary sheet



セミナー実績（2017～2018 年）

メディア記事（2016～2018 年）

2017.03.16 東京｜国際オートアフターマーケット EXPO2017 （受講者数約 115 名）

2017.03.23 北海道｜宮田自動車商会主催・美装ビジネスセミナー（受講者数約 30 名）

2017.04.04 沖縄｜南海部品主催・美装ビジネスセミナー（受講者数約 10 名）

2017.04.13 愛知｜イスコジャパン主催・美装ビジネスセミナー（受講者数約 40 名）

2017.04.26 北海道｜宮田自動車商会主催・技術説明会（受講者数約 30 名）

2017.05.20 島根｜松江三和部品商会主催・美装ビジネスセミナー（受講者数約 20 名）

2017.05.23 ～ 25 秋田・山形｜山形部品主催・美装ビジネスセミナー（全約 50 名）

2017.05.27 愛媛｜愛媛県車体協青年部主催｜美装ビジネスセミナー（受講者数約 20 名）

2017.06.10 富山｜藤木自動車商会様・３Q Fair2017｜セミナー（受講者数約 11 名）

2017.06.24 栃木｜カトー主催｜美装ビジネスセミナー（受講者数約 10 名）

2017.06.26 滋賀｜滋賀県自動車整備商工組合｜30 分セミナー（受講者数約 20 名）

2017.07.30 岐阜｜岐阜県車体協青年部主催｜カーディテイリング勉強会（受講者数約 30 名）

2017.10.22 熊本｜フタバ主催｜美装ビジネスセミナー（受講者数約 15 名）

2017.11.10 滋賀｜滋賀県自動車商工組合主催｜美装ビジネスセミナー（受講者数約 5名）

2017.11.14 長崎｜自社主催｜美装ビジネスセミナー（受講者数約 8名）

2017.11.19 山梨｜コグニ会主催｜カーディテイリング勉強会（受講者数約 20 名）

2018.01.29 北海道｜宮田自動車商会主催・技術説明会（受講者数約 20 名）

2018.02.08 神奈川｜バンザイ主催｜洗車ビジネスセミナー（受講者数約 130 名）

2018.03.15 東京｜国際オートアフターマーケット EXPO2018 （予定）

◯月刊 AUTOMOTIVE アフターマーケット（2016 年 7月号）

◯月刊ガソリンスタンド （2016 年８月号）

◯燃料油脂新聞 （2017.5.09）

◯月刊ガソリンスタンド （2016 年 7月号）

◯油業報知新聞 （2017.4.28）

◯専門誌・カーディテイリングニュース（2017 年 4月号）

◯ポータルサイト・CAR CARE PLUS （2017.5.1）

◯月刊ガソリンスタンド （2017 年 12 月号・2018 年 2月号）

◯燃料油脂新聞 （2018.2.16）

セミナーのご依頼・お問い合わせ先

2018 年 1 月宮田自動車商会主催・技術説明会模様

洗車・コーティングの事業化・活性化をお考えの経営者・マネジャー必見！

● カーアフターマーケットの現在と未来

● 洗車競争時代に突入した？

● 手洗い洗車の最適化ツールとは？

● カーディテイリングの“新”事業設計図

● 洗車集客の成功事例紹介

裏面の参加申込書に必要事項を記入し、FAXでお申し込みください。

2017年

10月22日（日）
14:30～15:30（開場 14:00）

 

グランメッセ熊本

熊本県上益城郡益城町福富1010

TEL. 096-286-8000

経済や市場、クルマの在り方、技術などが大きく変化している今、洗車、コー

ティング、車内清掃などで、「クルマのキレイ」を提供するカーディテイリング

事業に大きな注目が集まっています。 このセミナーでは、カーディテイリング

事業の導入を考えている経営者様、マネジメント担当者様などに向けて、「ク

ルマのキレイ」の魅せ方、売り方の仕組みをトータルで組み立てていく「設

計図」のつくり方をわかりやすく解説。 お客様を「待つお店」を、お客様が

「集まるお店」に変えるヒントをご提案いたします。

「待つお店」から「集まるお店」へ

本セミナーに関するお問合せ先｜株式会社フタバ営業本部 TEL.TEL. 096-377-2811

※内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。セミナー内容

セミナー講師 開催日時 /場所

２階 大会議室

株式会社本荘興産 

代表取締役社長 平井 新一

岡山県倉敷市出身。1974年生まれ。株式会社本荘興産・

二代目社長。カーケミカルや洗車ツールの企画・制作

を手がけながら、経営者向けの洗車事業化セミナーや

商談で全国各地を飛び回る日々。コーティング技術の

指導はもちろん、広告制作、ブランディングまで手がけ

るマルチプレイヤー。

）名511数者講受（ 7102OPXEトッケーマータフアトーオ際国｜京東○

○愛媛｜美装ビジネスセミナー（受講者数 30 名）

その他、全国の部品商社主催の工具フェアのセミナーで登壇。

◯月刊AUTOMOTIVE アフターマーケット（2016 年 7 月号）

◯専門誌・カーディテイリングニュース（2017 年 4 月号）

）1.5.7102（ SULP ERAC RAC・トイサルターポ◯

メディア

セミナー

洗車は最強の集客商品！
カーディテイリング事業、成功の秘訣とは？

受講無料
先着30名様限定！

第36回 くまもとツールショー2017 協賛イベント

洗車・コーティングの事業化・活性化をお考えの経営者・マネジャーのための

● カーアフターマーケットの現在と未来

● 洗車競争時代に突入した？

● 手洗い洗車の最適化ツールとは？

● カーディテイリングの“新”事業設計図

● 洗車集客の成功事例紹介

※内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

洗車は最強の集客商品！

裏面の参加申込書に必要事項を記入し、FAXでお申し込みください。

2017年5月23日（火）
14:00～16:00 ）03:31場開（  

（株）山形部品 CBSセンター秋田
秋田市寺内字イサノ79

 TEL.018-883-1513

受講無料
経済や市場、クルマの在り方、技術などが大きく変化している今、洗車、

コーティング、車内清掃などで、「クルマのキレイ」を提供するカーディテイリ

ング事業に大きな注目が集まっています。 

このセミナーでは、カーディテイリング事業の導入を考えている経営者様、マ

ネジメント担当者様などに向けて、「クルマのキレイ」の魅せ方、売り方の

仕組みをトータルで組み立てていく「設計図」のつくり方をわかりやすく

解説。 お客様を「待つお店」を、お客様が「集まるお店」に変えるヒントを

ご提案いたします。

「待つお店」から「集まるお店」へ

株式会社本荘興産 代表取締役社長　平井 新一

カーディテイリング事業、成功の秘訣とは？

1978年、ポリマーシーラントの施工・販売を開始。美装ビジネスの収益システムを

全国展開し、複数のカーメーカーの純正製品としても採用される。2009年より

「コーティング塾」を定期開催し美装のプロの育成を行なうなど、クルマのキレイでミ

ライをつくる提案を続けている。

セミナー内容

本セミナーに関するお問合せは山形部品担当営業スタッフまで

先着25名様限定！

本セミナーの講師

＜主なセミナー実績＞

2016 年３月 国際オートアフターマーケット EXPO2016・出展者プレゼン。

2016 年４月 自主開催「Honjyo 美装ビジネスセミナー in 名古屋」

2016 年６月 自主開催「Honjyo 美装ビジネスセミナー in 東京」

その他、全国の部品商社主催の工具フェアのセミナーで登壇。

主催｜株式会社 山形部品

正しい「無駄」の省き方と「手間」のかけ方を伝授します！

主催｜  

手洗い洗車

日 時 場 所

手洗い洗車最適化ツール「WASHMAN」を活用し、

洗車品質を総合的にアップさせる技術を学べます。
1

16:00～18:00（開場15:30）

株式会社宮田自動車商会
テクニカルセンター 
札幌市白石区本通１７丁目北１７番５９号
お問合わせ：TEL.011-210-6221

月 日7 20（木)
裏面の参加申込書に必要事項を記入し、FAXでお申し込みください。

本セミナーに関するお問合せは宮田自動車商会担当営業スタッフまたは営業支援部塗料副資材課まで

プロ技術者を目指すあなたのための

ポリッシング
鉄粉除去、研磨処理に欠かせないポリッシングを、

効率的に行うための基礎技術について伝授します。
2

コーティング
洗車、磨き、コーティングに適した施工環境づくり。

そのノウハウをご紹介いたします。
3

施工環境づくり
ボディコーティング「グラスネオ」「グラシス」の施工方法

とセールストークのポイントを伝授します。
4

技術勉強会2017

受講無料
先着30名様限定！

09:00-09:30

09:40-10:50

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-13:50

14:00-14:50

15:00-15:40

16:00-16:40

16:40-17:00

開会挨拶～作業のポイント

手洗い洗車～WMモップ洗車

ポリッシャーの基本姿勢～鉄粉除去

昼食休憩

研磨処理～研磨レベル調整のポイント

コーティング施工

バフ洗浄、ガラス撥水、簡易コートなど

座学「セールストークの組立て方」

質疑応答～閉会挨拶

洗車、磨き、コーティングの基礎知識と技術の習得および作業効率化

や時短テクニックなどについて学んでいただきます。メーカー講習に

ありがちな、製品の売込みやマニアック志向の研修ではなく、ビジネ

スとして収益に繋げるためのプロ技術のノウハウを身につけていただ

くことがテーマです。また、技術だけでなくセールストークの組立て

方などの実践的な座学も行います。

株式会社 宮田自動車商会
テクニカルセンター

札幌市白石区本通１７丁目北１７番５９号

TEL.011-261-3451

Honjyoコーティング塾＠札幌 カリキュラム

＠札幌

裏面の参加申込書に必要事項を記入し、FAXでお申し込みください。

本セミナーに関するお問合せは宮田自動車商会担当営業スタッフまたは営業支援部塗料副資材課まで

受講無料

視察のみもOK!

ビギナー大歓迎！

2018年 (月)1月29日
9:00 ～ 17:00（開場 8:30）株式会社本荘興産 

代表取締役社長 平井 新一

講 師

岡山県倉敷市出身。1974年生まれ。株式会社本荘興

産・二代目社長。カーケミカルや洗車ツールの企画・

制作を手がけながら、経営者向けの洗車事業化セミ

ナーや商談で全国各地を飛び回る日々。コーティン

グ技術の指導はもちろん、広告制作、ブランディン

グまで手がけるマルチプレイヤー。

洗いと
磨きの

基本と

効率ア
ップの

秘訣を
伝授！

株式会社本荘興産  営業企画室（高内・山田）
TEL: 086-475-0950 MAIL: info@honjyo-k.jp


