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主 催 ：一般社団法人日本自動車工業会 

：一般社団法人日本自動車部品工業会 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各地域での開催概要は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時： 平成２６年３月１２日（水）１０：００～１２：３０ 、１４：３０～１７：００ 

開催場所： 日本教育会館 ７階 「中会議室」（定員：各１５６名） 

東京都千代田区一ツ橋 2‐6‐2 （TEL：03-3230-2831） 

http://www.jec.or.jp/koutuu/img/map800.gif 

【参  加  費】    無料 

【プログラム（午前の部）】 

   9：30       受付開始 

１．10：00～10：05  挨 拶  

２．10：05～10：35  自動車産業適正取引ガイドライン改訂の目的とポイント 

                  【講師】経済産業省自動車課 ご担当者 殿 

  10：35～12：05  自動車産業適正取引ガイドラインの説明   【講師】中小企業診断士 草間 亨 殿 

３．12：05～12：30  質疑応答 

４．12：30         終了 

【プログラム（午後の部）】 

  14：00       受付開始 

１．14：30～14：35  挨 拶  

２．14：35～15：05  自動車産業適正取引ガイドライン改訂の目的とポイント 

             経済産業省自動車課 ご担当者 殿 

  15：05～16：35  自動車産業適正取引ガイドラインの説明   【講師】中小企業診断士 草間 亨 殿 

３．16：35～17：00  質疑応答 

４．17：00         終了 

「自動車産業適正取引ガイドライン セミナー」 

 

 

日本経済は、円高の是正や株価の回復等によって企業・家計の消費マインドが改善し、内需を中

心として景気回復の動きは見られるものの、円安によるエネルギーコストの上昇や４月の消費税の

引き上げの影響等が引き続き懸念されています。このような中、経済産業省では、平成１９年６月に

取りまとめられた（２０年１２月改訂）「自動車産業適正取引ガイドライン」の再改訂が行われ、自動車

業界全体で消費税の転嫁や昨今の取引環境に応じた取引事例を反映する等、見直しを図りました。 

このようなことから、日本自動車工業会、日本自動車部品工業会は共同で、今回改訂された「自動車産

業適正取引ガイドライン」に関するセミナーを開催し、関係企業ご担当者様にご理解を深めて頂くことで、

各社における取引の適正化にお役立て頂きたいと考えます。 

年度末で時節柄お忙しい時期とは存じますが、平素から部品・素形材等の取引に携わっておられ

る購買・調達部門等の実務ご担当者や営業部門等へご展開頂き、積極的な参加をお願いいたします。 

東 京 

平成２５年度中小企業庁委託事業 
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開催日時： 平成２６年３月１９日（水） ９：３０～１２：００ 

開催場所： ＴＡＣ広島校 ３階  「３０２号室」 （定員：５０名） 

広島市中区基町 11-10 合人社広島紙屋長ビル  （TEL：082-224-3355） 

                   http://www.tac-school.co.jp/tacmap/hirosima.html 

【参  加  費】    無料 

【プログラム】 

 9：00       受付開始 

１． 9：30～ 9：35  挨 拶  

２． 9：35～10：05  自動車産業適正取引ガイドライン改訂の目的とポイント 

                  【講師】経済産業省自動車課 ご担当者 殿 

  10：05～11：35  自動車産業適正取引ガイドラインの説明   【講師】中小企業診断士 草間 亨 殿 

３．11：35～12：00  質疑応答 

４．12：00        終了 

開催日時： 平成２６年３月１７日（月）１０：００～１２：３０ 、１４：３０～１７：００ 

開催場所： 名古屋国際会議場 ２号館１階 「展示室」（定員：各２５２名） 

名古屋市熱田区熱田西町１番１号  （TEL：052-683-7711） 

http://www.nagoya-congress-center.jp/access/syuhen.html 

【参  加  費】    無料 

【プログラム（午前の部）】 

   9：30       受付開始 

１．10：00～10：05  挨 拶  

２．10：05～10：35  自動車産業適正取引ガイドライン改訂の目的とポイント 

             経済産業省自動車課 ご担当者 殿 

  10：35～12：05  自動車産業適正取引ガイドラインの説明   【講師】中小企業診断士 草間 亨 殿 

３．12：05～12：30  質疑応答 

４．12：30         終了 

【プログラム（午後の部）】 

  14：00       受付開始 

１．14：30～14：35  挨 拶  

２．14：35～15：05  自動車産業適正取引ガイドライン改訂の目的とポイント 

                 【講師】経済産業省自動車課 ご担当者 殿 

  15：05～16：35  自動産業適正取引ガイドラインの説明   【講師】中小企業診断士 草間 亨 殿 

３．16：35～17：00  質疑応答 

４．17：00        終了 

名古屋 

開催日時： 平成２６年３月１９日（水） １４：３０～１７：００ 

開催場所： 岡山商工会議所 ４階  「４０５会議室」 （定員：８０名） 

                  岡山市北区厚生町 3-1-15  （TEL：086-232-2260） 

                       http://www.okayama-cci.or.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=52 

【参  加  費】    無料 

【プログラム】 

14：00       受付開始 

１．14：30～14：35  挨 拶  

２．14：35～15：05  自動車産業適正取引ガイドライン改訂の目的とポイント 

                  【講師】経済産業省自動車課 ご担当者 殿 

  15：05～16：35  自動車産業適正取引ガイドラインの説明   【講師】中小企業診断士 草間 亨 殿 

３．16：35～17：00  質疑応答 

４．17：00        終了 

広 島 

岡 山 
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【申込及び締切り】 

  ・ＪＡＰＩＡホームページからお申込み下さい。  
 

 ＪＡＰＩＡホームページ   http://www.japia.or.jp/ 

→ 「イベント案内」 

→  2014/3「自動車産業適正取引ガイドライン セミナーのご案内」 

 

※先着順にて申込を受付いたしますので、定員に達した場合は締切り前でも募集を終了いたします。

あらかじめご了承ください。 

 

【お願い】  

・参加証は発行いたしませんので、当日会場にお越し願います。また、当日無断でのキャンセルはご遠慮願い

ます。 

 

【問合せ先】 
・日本自動車部品工業会 業務部 尾関、持丸   

TEL. 03-3445-4214（業務部） 

Ｅ－ｍａｉｌ ozeki@japia.or.jp （尾関）、mochimaru@japia.or.jp（持丸） 

開催日時： 平成２６年３月２４日（月） １４：３０～１７：００ 

開催場所： ＴＡＣ梅田校 ４階 「４０２会議室」 （定員：１００名）  

大阪市北区中崎西 2-4-12梅田センタービル  （TEL：06-6371-5781） 

                        http://www.tac-school.co.jp/tacmap/umeda.html 

【参  加  費】    無料 

【プログラム】 

14：00       受付開始 

１．14：30～14：35  挨 拶  

２．14：35～15：05  自動車産業適正取引ガイドライン改訂の目的とポイント 

                  【講師】経済産業省自動車課 ご担当者 殿 

  15：05～16：35  自動車産業適正取引ガイドラインの説明   【講師】中小企業診断士 草間 亨 殿 

３．16：35～17：00  質疑応答 

４．17：00       終了 

大 阪 

開催日時： 平成２６年３月２５日（火） １３：３０～１６：００ 

開催場所： 太田商工会議所 ３階  「大ホール」 （定員：１５０名） 

群馬県太田市浜町 3-6  （TEL：0276-45-2121） 

                   http://www.otacci.or.jp/category.php?id=9&No=9 

【参  加  費】    無料 

【プログラム】 

  13：00       受付開始 

１．13：30～13：35  挨 拶  

２．13：35～14：35  自動車産業適正取引ガイドライン改訂の目的とポイント 

                  【講師】経済産業省自動車課 ご担当者 殿 

  14：35～15：35  自動車産業適正取引ガイドラインの説明   【講師】中小企業診断士 草間 亨 殿 

３．15：35～16：00  質疑応答 

４．16：00       終了 

太 田 〆切 ３/１７ 
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