
令和 5年第 1回中古車部会運営委員会 

議事録 

 

〇日 時  令和 5年 1月 27日（金） 11時 00分～ 

〇場 所  熊本県自動車会館 3階特別会議室 

出席者  坂田信治担当理事 

澤村明宏運営委員長 田中隆博副運営委員長 中島 健委員 植田 透委員 

清田将史副部会長代理 岩崎裕之委員代理 武谷正勝委員代理  

児玉久光専務理事（熊本県軽自動車協会） 

佐藤直樹係長（熊日広告社）鮫島光喜（熊日広告社） 

事務局 松本伸二専務理事 羽田野晃央事務局長 

 

○議事進行 澤村部会長 

 

〇坂田担当理事 挨拶 

あけましておめでとうございます。本年度最初の部会となります。今年も新車の動きを見ながら

の中古車の動向になるかと思われますが、皆さんのお知恵を拝借しながら、すすめて参りたいと

思います。今年もどうぞよろしくお願い致します。 

 

議題１、熊本県下新車ディーラー中古車フェスティバル 2023春開催について 

  熊日広告社 佐藤係長より資料をもとに説明 

  熊本県下新車ディーラー中古車フェスティバル 2023春 

主 催   熊本県自動車販売店協会 

一般社団法人 日本自動車販売協会連合会熊本県支部 

         熊本県軽自動車協会 

参加販社 

販社名 コマ数 販社名 コマ数 

熊本トヨタ自動車㈱   

12 

熊本ダイハツ販売㈱ 3 

熊本トヨペット㈱ ㈱スズキ自販熊本  3 

ユナイテッドトヨタ熊本㈱ 熊本三菱自動車販売㈱ 2 

ネッツトヨタ熊本㈱    熊本スバル自動車㈱  1 

熊本日産自動車㈱ 
6 

㈱南九州マツダ 1 

日産プリンス熊本販売㈱ アデル・カーズ㈱    1 

㈱ホンダ四輪販売南九州 3 ㈱モトーレンフロイデ 1 

  14社   33 コマ  

 

   開催日   2023年 3月 4日（土）・5日（日） 10：00～17：30 

   会 場   グランメッセ熊本 Ｆ駐車場 

   展示台数 約 600台 



 ＊デザイン案…A案 B案 C案の説明  

   決定事項 A案 桜の木を入れる。キッチンカー、ポップコーンなど挿入する。       

 ＊新型コロナウイルス感染症対策・・・前回と同様、入場口でのスタッフによる体温測定、アルコ

ール消毒等の実施。リスト作成はしない。 

 ＊テント内テーブル配置図案…3Ｋ×５Ｋテント内テーブル配置（基本） 

追加・変更については ③「テント申込書」にて提出。 

 ＊レイアウト案…Ａにて決定、トヨタグループ 12 コマ（Ａ1～Ａ4） 日産グループ 6 コマ（Ａ1.Ａ２） 

   A１、A２、A３については部会にて抽選。済 

   C１、C2、C３、C4については、国産販社２社と輸入車販社 2社を隣同士とする。 

 ＊搬入時間案…3月 3日（金）Ａコマ 11：00～ Ｂコマ 11：30～ Ｃコマ 12：00～より搬入開始 

   予定時間が前後する可能性があるので担当者の連絡先を事前にお知らせ頂きたい。 

 ＊広報…すぱいす（当週の金曜日） 

テレビ（ＲＫＫ/50本・ＫＫＴ/50本・ＴＫＵ/50本・ＫＡＢ/50本・別途ニュース 

   ラジオ（ＦＭＫ）、 Ｗｅｂ（yahoo！・google） ディスプレイ広告 リスティング広告  

 ＊制約プレゼント…鶴屋「カタログギフト」 5,000円＋システム 800円 各社請求 

 ＊ＪＡＦイベント…ＪＡＦこども安全免許証・ビーズストラップ 

 ＊キッチンカー2 台程度 クレープ・唐揚げ・たこ焼きなど。事務局によるドリンク販売は中止する。 

ポップコーン無料配布・・・６００個（１社あたり４０００円の費用アップ） 

 ＊予算案…1 コマあたり 307,534円 

 ＊今後のスケジュール 

   2月 3日  提出物締切（告知関係） 

   2月 13日  テレビ・ラジオ編集 

   2月 17日  提出物締切（備品関係） 

   2月 20日～（予定）Ｗｅｂ告知開始 

   ２月 27日～TVCM開始 

3月 3日  設営・搬入 

   3月 4・5日 実施 

  ※搬入について、2日（水）搬入は行わない 

  ※搬出について、翌日 6日（月）13時まで 

  ※のぼり旗については部会にて説明 

＊提出物の説明 

＊当日朝９時 30分から開会式 関係者のみ 

＊3日（木）23時までは搬入可 

＊館内のイベントはない 中古車フェスティバルのみ 

＊目標台数・・・250台 

 

以上で第 1回中古車部会運営委員会を終了した。 

 

 



 

令和 5年第 1回中古車部会 

議事録 

 

〇日 時  令和 5年 1月 27日（金） 12時 20分～ 

〇場 所  熊本県自動車会館 3階特別会議室 

出席者  坂田信治担当理事 

澤村明宏運営委員長 田中隆博副運営委員長 中島 健委員 植田 透委員 

清田将史副部会長代理 岩崎裕之委員代理 武谷正勝委員代理  

齊藤 博会員 松野栄司会員 渡邊 強会員 西野広志会員 猿渡 泉会員 

田中昭充会員 木村彰秀会員 桶田卓巳会員 吉田 洋会員 

児玉久光専務理事（熊本県軽自動車協会） 佐藤直樹係長（熊日広告社） 

事務局 松本伸二専務理事 羽田野晃央事務局長 住本未佳総務課長 

 

○議事進行 澤村部会長 

 

〇坂田担当理事 挨拶 

 本年度最初に部会となります。今年もよろしくお願い致します。 

 昨年の新車販売については、年間で 420万台と４０年振りの低水準となりました。そういった状

況の中、中古車市場は活気を呈し、非常に良いムードで盛り上がってきていると思います。今後、

新車の下取りが続々と入ってくるようになり、ディーラーの中古車部門が益々、重要になってくるこ

とでしょう。 

中古車の流通環境は、いま、大きな問題を抱えています。代替えした車は、新車の下取りには

入ってこず、専売業者に流れている状況であり、大変困った問題です。 

ただ、今年の 10月から中古車価格の「総額表示」が実施されます。一部の業者による不透明

な登録費用や付帯費用などの不法な追加料金を取っていたなど、今後、厳しく取締が行われる事

と思います。悪徳な業者を締め出すきっかけになればと期待しています。 

私たち中古車部門は、車両部門として収益の大きな柱であり、今後、一層期待が増してくると思

われます。更には、中古車を含む車両全体がサービス部門の売り上げに大きく貢献していることも

大変重要なことであります。 

先ずは、この春のフェスティバルの成功から、次の秋のフェスティバルの成功と、それぞれ、会

社に大きく貢献していただければと思います。 みなさん、今年もどうぞよろしくお願い致します。 

 

議題１、「熊本県下新車ディーラー中古車フェスティバル 2023春」開催について 

  熊日広告社 佐藤係長より説明 

   「熊本県下新車ディーラー中古車フェスティバル 2023春」 

主 催   熊本県自動車販売店協会 

一般社団法人 日本自動車販売協会連合会熊本県支部 

         熊本県軽自動車協会 



 

 

参加販社 

販社名 コマ数 販社名 コマ数 

熊本トヨタ自動車㈱   

12 

熊本ダイハツ販売㈱ 3 

熊本トヨペット㈱ ㈱スズキ自販熊本  3 

ユナイテッドトヨタ熊本㈱ 熊本三菱自動車販売㈱ 2 

ネッツトヨタ熊本㈱    熊本スバル自動車㈱  1 

熊本日産自動車㈱ 
6 

㈱南九州マツダ 1 

日産プリンス熊本販売㈱ アデル・カーズ㈱    1 

㈱ホンダ四輪販売南九州 3 ㈱モトーレンフロイデ 1 

  14社   33 コマ  

   開催日   2023年 3月 4日（土）・5日（日） 10：00～17：30 

   会 場   グランメッセ熊本 Ｆ駐車場 

   展示台数 約 600台 

 ＊デザイン案…Ｂ案に決定、尚、屋号等広告表記変更必要・不要を②「広告物表記確認」にて

2/3（金）までに提出    

 ＊新型コロナウイルス感染症対策については、前回同様、リスト作成は中止し体温測定、スタッ

フによるアルコール消毒等で対応する。 

 ＊テント内テーブル配置図案…3Ｋ×５Ｋテント内テーブル配置（基本）追加・変更については 

③「テント申込書」にて提出 

 ＊レイアウト案…Ａにて決定、トヨタグループ 12 コマ（Ａ1～Ａ4） 日産グループ 6 コマ（Ａ1.Ａ２） 

           抽選にて Ａ１ ㈱スズキ自販熊本   Ａ２ ㈱ホンダ四輪販売南九州 

                  Ａ３ 熊本ダイハツ販売㈱  Ｂ１ 熊本三菱自動車販売㈱ 

                  Ｃ１ ㈱南九州マツダ     Ｃ２ 熊本スバル自動車㈱ 

                  Ｃ３ アデル・カーズ㈱    Ｃ４ ㈱モトーレンフロイデ 

 ＊搬入時間案…3月 3日（金）Ａコマ 11：00～ Ｂコマ 11：30～ Ｃコマ 12：00～より搬入開始 

           時間の前後する可能性があるので担当者の連絡先を事前にお知らせ頂きたい。 

 ＊広報…すぱいす（当週の金曜日） 

テレビ（ＲＫＫ/50本・ＫＫＴ/50本・ＴＫＵ/50本・ＫＡＢ/50本・別途ニュース 

        ラジオ（ＦＭＫ） 

       Ｗｅｂ（yahoo！・google）    

 ＊制約プレゼント…鶴屋「カタログギフト」 5,000円＋システム 800円 各社請求 

 ＊ＪＡＦイベント…ＪＡＦこども安全免許証・ビーズストラップ 

 ＊キッチンカー2台程度 ジュース販売を中止し、ポップコーン配布 

 ＊予算案…1 コマあたり 307,534円 

 ＊今後のスケジュール 

   2月 3日  提出物締切（告知関係） 

   2月 13日  テレビ・ラジオ編集 



   2月 17日  提出物締切（備品関係） 

   2月 20日～（予定）Ｗｅｂ告知開始 

   3月 3日  設営・搬入 

   3月 4・5日 実施 

  ※搬入について、2日（水）搬入は行わない 

  ※搬出について、翌日 6日（月）13時まで 

  ※のぼり旗について、会場外周に設置分を 1 社 5 本（新車・中古車合同キャンペーン用・あれ

ば内 1 本）前日 4 日（金）17 時までに本部テントへお持ち下さい。又、撤去については 5 日

（日）17時 30分 場所は当日告知致しますので、必ず持ち帰ってください。 

 ＊目標台数・・・250台  

 

議題２.その他 

１） 熊本県軽自動車協会 児玉専務より 

・本年度より軽自動車のＯＳＳが開始。現在、実施台数 48件数ほど。軽自動車の場合は 

 車庫証明不要（後日提出）の為、今後受領が増えていく予定。 

・車検時の納税証明書も紙提出が不要となりました。又、令和６年１月より軽自動車も車検証

が電子化されますが、3年間は従来の記載内容証明が添付されるシステムとなっている。 

 

２） 一般社団法人 日本自動車連盟熊本支部 与座事務所長より業務報告。 

資料にて説明。 

会員業務、ロードサービス業務、事業業務、会員事業業務、について説明。 

・九州全域雪に関する救援依頼件数 

・2022年ＪＡＦ獲得ベストスタッフ実績ＢＥＳＴ150最終確定 

 

以上で第１回中古車部会を終了した。 

 

 


