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はじめに

中古市場のプレーヤー紹介



中古車流通のプレーヤー紹介（前回報告資料より）
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【中古車流通プレーヤー】
日本 タイ

中古車販売店（テント） ５３％ ６０％

新車ディーラー ４２％ ５％

買取専門店 ５％ －

個人間取引 － ２０％

オートオークション － １５％

計 １００％ １００％日本：「自動車販売」２０１２年４月データ参照 タイ：聞き取り調査による川崎の推測値
【【【【日本の特徴日本の特徴日本の特徴日本の特徴】】】】

・個人間取引が、聞き取り調査によっても５％以下と低く、実質流通形態としてはあまり定着いない・個人間取引が、聞き取り調査によっても５％以下と低く、実質流通形態としてはあまり定着いない・個人間取引が、聞き取り調査によっても５％以下と低く、実質流通形態としてはあまり定着いない・個人間取引が、聞き取り調査によっても５％以下と低く、実質流通形態としてはあまり定着いない

・オークションは会員制のため、一部のネットオークションを除き取引としてはない状態・オークションは会員制のため、一部のネットオークションを除き取引としてはない状態・オークションは会員制のため、一部のネットオークションを除き取引としてはない状態・オークションは会員制のため、一部のネットオークションを除き取引としてはない状態

【【【【タイの特徴タイの特徴タイの特徴タイの特徴】】】】

・新車ディーラーによる中古車販売事業による取引が日本に比べて圧倒的に少ない・新車ディーラーによる中古車販売事業による取引が日本に比べて圧倒的に少ない・新車ディーラーによる中古車販売事業による取引が日本に比べて圧倒的に少ない・新車ディーラーによる中古車販売事業による取引が日本に比べて圧倒的に少ない

・買取専門店というのがなくあくまで販売主体の中古車販売店がメインプレーヤー・買取専門店というのがなくあくまで販売主体の中古車販売店がメインプレーヤー・買取専門店というのがなくあくまで販売主体の中古車販売店がメインプレーヤー・買取専門店というのがなくあくまで販売主体の中古車販売店がメインプレーヤー



写真（１）テント

5筆者撮影、現地ヒアリングより作成



写真（２）テント

6筆者撮影、現地ヒアリングより作成



写真（３）大型テント

7筆者撮影、ヒアリングより作成



写真（４）新車ディーラー認定中古車

8筆者撮影、ヒアリングより作成

SUREはディーラーと併設、もしくはスタンドアローン両方の契約が可能で、ディーラー契約とは別にSURE契約を締結SURE店舗全体として、２０～３０％ほどが認定中古車の条件をクリアした認定者を販売している。修復履歴等々がしっかりとしており信頼のブランドを構築している。SUREの仕入については９０％がトレードイン＆買取、１０％がオークションからとなっている。SUREの販売については、小売：卸売＝８５％：１５％の割合になっている。卸売りの多くはトヨタ以外のメーカーとなっている。ファイナンスを利用率は80％程。
プライシングについてはトヨタによって提供されているSUREブックを指標とし、それに各店舗で微調整をして決めている。SUREの販売員は５～６名ほどで、月５台／人くらいの販売。営業スタッフの給与は固定で１万B程＋インセンティブ３０００B／台。店舗には常時５０～６０台の在庫が展示。



写真（５）オークション

9筆者撮影、ヒアリングより作成

バイヤーが周りで手ゼリに参加

マンハイムは２ラインあり同時開催（１ライン ４～５名ほどのスタッフで運営）

事前配布の冊子には出品順番、メーカー、車種、カラー、走行距離、車体番号、登録期間、排気量の情報が記載



写真（６）オークション

10筆者撮影、ヒアリングより作成

マンハイムオークションの中古車フィールド 全体で２６ライ（１ライ＝１６００㎡）で４１６００㎡

中古車（主に事故車）フィールドの一部 敷地内の車の２０～３０％が事故車
写真撮影場所

インスペクション場所



写真（7）個人間売買

11筆者撮影、ヒアリングより作成

中古車専門雑誌（個人売買）

◇ 消費税が不要なため中古車店を通さず個人間売買も庶民にとっては日常的

◇ 新聞広告や中古車専門雑誌、中古車販売サイトなどへ掲載

◇ 特に最近は、紙媒体からネットへの移行が増加

◇ 友人や親戚関連への直接販売も多く存在

中古車個人売買サイト（TaladRod）



１.タイの自動車市場動向



タイ自動者交通局（ＤＬＴ）データより作成

2013年までの中古車登録台数の推移

・・・・中古車登録台数中古車登録台数中古車登録台数中古車登録台数はははは、、、、順調順調順調順調にににに増加増加増加増加をををを続続続続けているけているけているけている。。。。

・・・・実際実際実際実際のののの中古車小売中古車小売中古車小売中古車小売りりりり台数台数台数台数はははは名義変更名義変更名義変更名義変更のののの重複重複重複重複をををを考慮考慮考慮考慮してしてしてして約約約約1/31/31/31/3のののの70707070万台程度万台程度万台程度万台程度とととと推定推定推定推定。。。。



2014年のタイ新車販売台数

タイ自動者交通局（ＤＬＴ）データより作成

2014年のタイ新車販売台数は33.7％減の88万1,832台

2011201120112011年年年年のののの大洪水大洪水大洪水大洪水のののの反動反動反動反動とととと政策効果政策効果政策効果政策効果にににに

よってよってよってよって販売販売販売販売はトレンドをはトレンドをはトレンドをはトレンドを相当程度上回相当程度上回相当程度上回相当程度上回っっっっ

ているためているためているためているため今後今後今後今後はははは調整調整調整調整のののの余地余地余地余地がががが続続続続くくくく。。。。 トヨタトヨタトヨタトヨタ（（（（タイタイタイタイ））））はははは15151515年年年年はははは92929292万台万台万台万台とととと予想予想予想予想
5555月月月月のクーデターによるのクーデターによるのクーデターによるのクーデターによる消費消費消費消費

回復回復回復回復のののの鈍化鈍化鈍化鈍化、、、、及及及及びびびび適正販売適正販売適正販売適正販売

台数台数台数台数へのトレンドへのトレンドへのトレンドへのトレンド調整調整調整調整がががが重重重重

なりなりなりなり販売台数販売台数販売台数販売台数がががが減少減少減少減少。。。。



新車市場の流通の循環
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意図された流通増 意図されない流通増

意図されない流通減 流通調整局面

（２）（２）（２）（２） 2012年年年年（ファーストカーバイヤー） （３）（３）（３）（３） 2013年年年年
（４）（４）（４）（４） 2014年（新車）年（新車）年（新車）年（新車）（１）（１）（１）（１） 201１年１年１年１年（自然災害の大洪水）
（前年の受注残）

2014年度の新車市場は流通調整局面を通り中古市場もそれに続く可能性があり

2014年（中古車）年（中古車）年（中古車）年（中古車）（13年からのデフォルト発生）

筆者ヒアリングより作成
（前年比33.7％減）



67.23%

1.61%

23.74%

7.42%

新車登録台数割合（新車登録台数割合（新車登録台数割合（新車登録台数割合（2013））））

セダンセダンセダンセダン バンバンバンバン ピックアップピックアップピックアップピックアップ トラック・バストラック・バストラック・バストラック・バス対前年比でセダンが約6％増加

61.39%

2.48%

27.08%

9.05%

新車登録台数割合（新車登録台数割合（新車登録台数割合（新車登録台数割合（2012））））

セダンセダンセダンセダン バンバンバンバン ピックアップピックアップピックアップピックアップ トラック・バストラック・バストラック・バストラック・バス タイ自動者交通局（ＤＬＴ）データより作成

新車市場の車タイプ別の内訳

→将来的に中古市場へ小型車が大量に供給されることが予測される

2012201220122012年年年年からからからから13131313年年年年にかけてセダンのにかけてセダンのにかけてセダンのにかけてセダンの新車登録割合新車登録割合新車登録割合新車登録割合がががが増加増加増加増加しているしているしているしている。。。。12121212年年年年のファーストカーバイヤーのファーストカーバイヤーのファーストカーバイヤーのファーストカーバイヤー（（（（新車優遇税新車優遇税新車優遇税新車優遇税

制制制制））））のののの影響影響影響影響でででで1500150015001500ｃｃｃｃｃｃｃｃ以下以下以下以下のののの新車登録新車登録新車登録新車登録がががが13131313年年年年にににに増増増増えたためとえたためとえたためとえたためと推測推測推測推測。。。。



２．タイの中古市場動向について

（オークション市場から）



オークション市場からみた中古市場動向
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（１）車齢、車タイプの変化

→１年落ちの中古車の大量流入

→オークション市場へ小型セダンの増加

（２）価格の変化

→中古車価格が約30％下落

（３）取引ボリュームと成約率

→取引ボリュームの増加と成約率低下



車齢の変化（1年落ちの中古車流入）
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Menhaimオークションデータ（2014年）より作成

（１）市販後3～5年（29％）の車が中古オークション市場の主要を形成をしているのは変化ないが、、、、ファーストファーストファーストファースト

カーバイヤー施策によるデフォルト車の影響で、１年落ちの車（カーバイヤー施策によるデフォルト車の影響で、１年落ちの車（カーバイヤー施策によるデフォルト車の影響で、１年落ちの車（カーバイヤー施策によるデフォルト車の影響で、１年落ちの車（2013201320132013）が急増し全体の）が急増し全体の）が急増し全体の）が急増し全体の10101010％を占めている。％を占めている。％を占めている。％を占めている。

（２）6年～15年落ちで全体の46％を占め、車齢、走行距離が減価要素の決定的要素ではない。

（３）中古車体の価格は約20年でゼロに近づく（その後は部品取り用として活躍）。 本来であれば中古車を購入する顧客が新車購入。
100万台以上が利用。無理にファイナンスを組んだ顧客のデフォルト車が場へ戻ってきている。



（参考）2年前のオークション中古市場分布（2012）

20
Menhaimオークションデータ（2012年）

１年落ちの車の比率は高くなく3～6年を中心になだらかな形状。



車タイプの変化（小型乗用車の増加）

21
Menhaim&Unionオークションでのヒアリングより川崎作成

オークションの自動車タイプの変移は、オークションの自動車タイプの変移は、オークションの自動車タイプの変移は、オークションの自動車タイプの変移は、2012年以降ピックアップが小型乗用車に変わった形になって年以降ピックアップが小型乗用車に変わった形になって年以降ピックアップが小型乗用車に変わった形になって年以降ピックアップが小型乗用車に変わった形になって

いる。一方でピックアップ市場がしぼんだというより小型乗用車が溢れかえった状況であるようだ。いる。一方でピックアップ市場がしぼんだというより小型乗用車が溢れかえった状況であるようだ。いる。一方でピックアップ市場がしぼんだというより小型乗用車が溢れかえった状況であるようだ。いる。一方でピックアップ市場がしぼんだというより小型乗用車が溢れかえった状況であるようだ。



中古車価格の変化（30％以上の減少）

２０年１０年５年 １５年

価格

年数

【【【【2012201220122012年以降の中古車価格推移年以降の中古車価格推移年以降の中古車価格推移年以降の中古車価格推移】】】】

最初の値下げが激しく最初の値下げが激しく最初の値下げが激しく最初の値下げが激しく1111～～～～2222年で年で年で年で15151515～～～～25252525％％％％

下落し、下落し、下落し、下落し、2222～～～～3333年で年で年で年で15151515％ほど、それ以降は％ほど、それ以降は％ほど、それ以降は％ほど、それ以降は

10101010％ほどと低年式ほど下率は低くなる％ほどと低年式ほど下率は低くなる％ほどと低年式ほど下率は低くなる％ほどと低年式ほど下率は低くなる

【【【【2012201220122012年以前の中古車価格推移年以前の中古車価格推移年以前の中古車価格推移年以前の中古車価格推移】】】】

年１０％ほど下落し２０年程でゼロに近づくがゼロになることはない年１０％ほど下落し２０年程でゼロに近づくがゼロになることはない年１０％ほど下落し２０年程でゼロに近づくがゼロになることはない年１０％ほど下落し２０年程でゼロに近づくがゼロになることはない

・2012年から2013年にかけて中古車価格が約30％の下落をしている。特に12年Ｑ

４以降からが顕著になっている。

・小型車の下落幅が大きく、最初の値下げが激しく1～2年で15～25％と一気に下

落している。

※Menhaim＆Unionオークションでのヒアリングより川崎作成



（参考）中古小型乗用車の価格トレンド
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乗用車は2012年（Ｑ１）から2013年（Ｑ4）で32％の車体価格の下落になっている。
小型車の下落率が他タイプの車に比べて大きい。

Menhaimオークションデータ（2014年）
32％価格下落

※特に2012Q4からの下落が激しい



（参考）中古車ピックアップの価格トレンド

24

ピックアップは2012年（Ｑ１）から2013年（Ｑ４）で27％の車体価格の下落になっている。
2013年中の下落はそれほど大きくなく下げ止まり感はある。

Menhaimオークションデータ（2014年）
27％価格下落



取扱量と成約率（取扱量は増加し成約率低下）

25

取扱量（例：マンハイムオークション）取扱量（例：マンハイムオークション）取扱量（例：マンハイムオークション）取扱量（例：マンハイムオークション）

※Menhaimオークションでのヒアリングより川崎作成

200200200200～～～～250250250250台台台台////１開催（１開催（１開催（１開催（2012201220122012）））） 400400400400～～～～500500500500台台台台////１開催（１開催（１開催（１開催（2014201420142014））））

成約率（例：マンハイムオークション）成約率（例：マンハイムオークション）成約率（例：マンハイムオークション）成約率（例：マンハイムオークション）

※ファイナンス会社からの

デフォルト車の流入増加

2222年前に比べ成約率大幅低下年前に比べ成約率大幅低下年前に比べ成約率大幅低下年前に比べ成約率大幅低下

（１）小型車価格の大幅下落（１）小型車価格の大幅下落（１）小型車価格の大幅下落（１）小型車価格の大幅下落

（２）銀行と購入者との間の価格のギャップ（２）銀行と購入者との間の価格のギャップ（２）銀行と購入者との間の価格のギャップ（２）銀行と購入者との間の価格のギャップ

（３）銀行が損切せず価格の下限を設定（３）銀行が損切せず価格の下限を設定（３）銀行が損切せず価格の下限を設定（３）銀行が損切せず価格の下限を設定



オークション市場でのタイ中古車動向について（まとめ）
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・１年落ちの新しい小型車がデフォルトのため、中古オークション市

場に出回ってきている。

・小型セダンの大量流出により小型の中古車が1～2年前に比べ

30％近く下落をしておりそれに引きずられて他車も下落している。

・銀行は自社のデフォルト車の市場流出を制限している状況であ

る。一方で、いずれ損害を確定する必要があり、今後も銀行からさ

らにデフォルト車がでてくることで市場が膨らむことが予想される。

・銀行が、価格をレッドブックや契約書の記載価格に頼っており本

当の中古車市場価格を把握できていないことが買手との価格差を

おこしている状況であり、中古車価格はまだ動く可能性はある。



３．タイの中古市場動向について

（テントから）



テントからみた中古市場動向
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（１）販売台数の変化

→大幅な販売台数の減少

（２）価格の変化

→中古車小売り価格が約30％下落

（３）今後のマーケット動向

→2014年は市場の底辺と考え今後は上昇



販売台数の変化（平均43％販売台数が減少）

29
2014年タイ中古車店市場調査データより作成変化なし 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2年前と比較した販売台数減少率（社数） 5 2 0 6 3 5 7

2014201420142014年と年と年と年と2012201220122012年との月間販売台数比較年との月間販売台数比較年との月間販売台数比較年との月間販売台数比較

（１）各テントは2年前と比較して大幅に販売台数が減少。

（２）通常月6～10台の販売が多い、一方で1～5台のテントは経営的に厳しい現状。

（３）15台以上販売するテントは展示台数も50台以上ある中型テント。



（参考）タイの新車小型乗用車の価格範囲（2012年12月）
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（１）エコカー政策により中古車価格に小額の追加で手が届く新車の登場により潜在（１）エコカー政策により中古車価格に小額の追加で手が届く新車の登場により潜在（１）エコカー政策により中古車価格に小額の追加で手が届く新車の登場により潜在（１）エコカー政策により中古車価格に小額の追加で手が届く新車の登場により潜在

的中古車購買層が新車をこぞって購入的中古車購買層が新車をこぞって購入的中古車購買層が新車をこぞって購入的中古車購買層が新車をこぞって購入

（２）ファーストカーバイヤープログラムにより銀行がこぞって車を購入できない層にま（２）ファーストカーバイヤープログラムにより銀行がこぞって車を購入できない層にま（２）ファーストカーバイヤープログラムにより銀行がこぞって車を購入できない層にま（２）ファーストカーバイヤープログラムにより銀行がこぞって車を購入できない層にま

で融資を拡大で融資を拡大で融資を拡大で融資を拡大

Ｂ
セ
グ
メ
ン
ト

エ
コ
カ
ー

（万バーツ（万バーツ（万バーツ（万バーツ）
中古車の平均価格は

30万半ば、少し追加

して新車を購入でき

るレベルの新車価格

デロイトトーマツ「ＡＳＥＡＮ攻略」データより作成



販売価格の変化（30％近く販売価格が下落）

31
2014年タイ中古車店市場調査データより作成

（１）各テントは2年前と比較して30％近く販売価格が下落。

（２）平均販売単価は1台30万バーツほどの大衆車が多い。

（３）特に小型車1500ｃｃ以下はさらに大幅な販売価格の下落がみられる。



（参考）新車と中古車の価格幅
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25

中古車

中古車

中古車
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（万バーツ）
55

42
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（新車）

Ｂセグ

（新車）

エコカー

（新車）

エコカー

（新車）

60
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新中差約25％

約30％中古価値ダウン
新中差約15％

筆者ヒアリングより作成
2年前の新中価格差25％と

比較するとまだ価格差に

余裕があるが、、、

新車と中古車の価格差は新車と中古車の価格差は新車と中古車の価格差は新車と中古車の価格差は2年前は年前は年前は年前は25％程であったが、今が中古車の適正価格か？％程であったが、今が中古車の適正価格か？％程であったが、今が中古車の適正価格か？％程であったが、今が中古車の適正価格か？



今後のマーケット動向（2014年は市場底辺で今後は上昇）

33
2014年タイ中古車店市場調査データより作成

各テントの見解（28社のアンケートデータより）

・暫定政権による政治安定（観光その他経済の活性化）。

・中古価格下落により、再び新車と中古車の価格差が元に戻ってきている。

・各テントともこれ以上の中古市場の販売低迷、下落はないとの見解。
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・エコカー政策とファーストカーバイヤーにより新車の小型車価格が

安くなり、また銀行の低金利キャンペーンなどで中古車から新車へ

流れた結果、中古車販売が不振となる。

・タイ人の家計債務の増加、また銀行の与信引締め、クーデターに

よる政治不安の影響も中古車販売の不振要因となる。

・販売不振、中古市場への供給過多により中古車販売価格が下落。

再び新車と中古車の価格差は広がりつつある状況。

・中古車市場不振のトリガーはファーストカーバイヤーであると考え

られるが、現在が最も市場が落ち込んでいる時期であり4年以内に

市場はもとに戻る。

テントでのタイ中古車動向について（まとめ）



４．タイの中古市場対応

（ファイナンス会社から）



ファイナンス会社の中古市場対応

36

（１）不良債権率と与信管理

→銀行系の不良債権（ＮＰＬ）が上昇し中古車ファイナンス引締め

（２）中古車ファイナンス市場の変化

→銀行系の与信引締めにより市場に隙間



（参考）タイのオートファイナンスプレーヤー

2015/2/17 37

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ） 商業銀行系商業銀行系商業銀行系商業銀行系

特定の自動車メーカーとの結びつきを持たないため幅広い

顧客ベースとの関係確立が可能であり、かつ商業銀行として

好利回りを確保できるため自動車割賦販売の市場において

非常に有利な立ち位置いる。

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ） キャプティブキャプティブキャプティブキャプティブ

キャプティブ販売金融のグループは、主に自動車メーカーを

親会社にしている。主に個人顧客を対象にして系列乗用車

の拡販と、ローン収益を取り込むことによる収益拡大がねら

いである。そのため、系列メーカーへのファイナンスを対象と

している。特に車種を絞った販売プロモーションと系列ディー

ラーへの充実したサポート体制がキャプティブ会社の特徴で

ある。

（Ｃ）（Ｃ）（Ｃ）（Ｃ） 独立系独立系独立系独立系

一般的に独自のノウハウ、地場ネットワークを活用し、商業

銀行などが参入しずらい中古車ローン市場を中心としてい

る。

72.32%

22.98%

4.70%

新中合算のプレーヤーのシェア（2013）

銀行系シェア キャプティブシェア 独立系シェア

タイでは３つの主要なプレーヤーがおり銀行系ファイナンス会社がメインプレーヤータイでは３つの主要なプレーヤーがおり銀行系ファイナンス会社がメインプレーヤータイでは３つの主要なプレーヤーがおり銀行系ファイナンス会社がメインプレーヤータイでは３つの主要なプレーヤーがおり銀行系ファイナンス会社がメインプレーヤー

ＳＢＣＳ社資料より筆者作成



（参考）タイオートローンの新車・中古車ローン比較（１）

2015/2/17 38ＳＢＣＳ社資料より筆者作成

・中古車ローンの方が頭金・割賦期間・金利を厳しい条件で行いリスクを低減

・一般的にスプレッドは中古ローンは年利3.5～5.0％程度で高収益

.
新車ローン新車ローン新車ローン新車ローン 中古車ローン中古車ローン中古車ローン中古車ローン

頭金（車体価格の％） 0-25 10-30

支払い期間（月） 12-72 12-60

実行レート

（セダン/ピックアップ/ト

ラック）

5.03/5.49/8.36 7.12/7.56/8.10

不良債権率（ＮＰＬ） 1.5％ 4％

ファイナンス単価（台） 約50万バーツ 約25万バーツ



（参考）タイオートローンの新車・中古車ローン比較（２）

2015/2/17 39

【【【【要因要因要因要因】】】】 新車ローン新車ローン新車ローン新車ローン 中古車ローン中古車ローン中古車ローン中古車ローン

収益収益収益収益 低収益低収益低収益低収益 高収益高収益高収益高収益

リスクリスクリスクリスク ローリスクローリスクローリスクローリスク ハイリターンハイリターンハイリターンハイリターン

----車の査定車の査定車の査定車の査定 ----見積もりやさしい見積もりやさしい見積もりやさしい見積もりやさしい ----見積もり困難見積もり困難見積もり困難見積もり困難

----与信管理与信管理与信管理与信管理 ----厳格厳格厳格厳格 ----より厳格より厳格より厳格より厳格

----その他その他その他その他 ----ディーラー選定重要ディーラー選定重要ディーラー選定重要ディーラー選定重要

・中古車ローンは「車の査定」と「与信審査」の両方が重要が重要であり、特に車

の査定の経験、知識が少ない銀行系による中古車ローンの焦げ付きが拡大

・ＮＰＬの増加に伴い銀行系が2014年度に入って中古車ローンビジネスを縮小
※（業界ナンバー１のタナチャート銀行では月間販売台数が対前年比の50％まで減少）

各社ヒアリングより筆者作成



不良債権率と与信管理（ＮＰＬ上昇と与信引締め）

2015/2/17 40タナチャート銀行の元営業マン＆タイハイヤーパーチェス協会からのヒアリングより作成
ＮＰＬＮＰＬＮＰＬＮＰＬ 2012 2013

4.1％ 4.23％

タナチャートグループ全体での数値タナチャートグループ全体での数値タナチャートグループ全体での数値タナチャートグループ全体での数値

タナチャートグループの中でのオートローン事業比率は約50％でオートローン事業に限るとすればＮＰＬが１０％を超えているとの話も聞く

・ハイヤーパーチェスマーケットシェア１位のタナチャートはすでにスタッフの削減を行ってお・ハイヤーパーチェスマーケットシェア１位のタナチャートはすでにスタッフの削減を行ってお・ハイヤーパーチェスマーケットシェア１位のタナチャートはすでにスタッフの削減を行ってお・ハイヤーパーチェスマーケットシェア１位のタナチャートはすでにスタッフの削減を行ってお

り中古オートローン縮小化を進めている模様（合計り中古オートローン縮小化を進めている模様（合計り中古オートローン縮小化を進めている模様（合計り中古オートローン縮小化を進めている模様（合計160人いた中古ファイナンススタッフが人いた中古ファイナンススタッフが人いた中古ファイナンススタッフが人いた中古ファイナンススタッフが

2014年には半分の年には半分の年には半分の年には半分の80名まで縮小名まで縮小名まで縮小名まで縮小/１人あたり１人あたり１人あたり１人あたり20台の販売が台の販売が台の販売が台の販売が2014年には年には年には年には10台以下へ）台以下へ）台以下へ）台以下へ）

・ハイヤーパーチェス協会会長の・ハイヤーパーチェス協会会長の・ハイヤーパーチェス協会会長の・ハイヤーパーチェス協会会長のMr.Anuchartによれば中古車ファイナンスのボリュームはによれば中古車ファイナンスのボリュームはによれば中古車ファイナンスのボリュームはによれば中古車ファイナンスのボリュームは

13年に比べ年に比べ年に比べ年に比べ14年は年は年は年は50％減少％減少％減少％減少(4500台台台台/月）月）月）月）



（参考）タナチャートのレポ車オークション

2015/2/17 41

アユタヤでアップル運営下でタナチャート銀行のレポ車オークションを開始（2014）

筆者撮影



中古車ファイナス市場の変化（銀行系与信引締めにより隙間）
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成長率

収益性

バン 104％
トラック・バス
102％100％（前年同水準）

【利用データ】成長率：ＤＬＴの中古登録台数（2012/2013）収益性：各タイプのリーダーファイナンス会社のレート（セダン、ピックアップ、バンはタナチャート、トラック・バスはＡＳＫ、大型バイクはラチャタニ）シェアボリューム（サークルの大きさ）：ＤＬＴの中古登録台数（2013)

最大700億バーツ（25万Ｂ×70万台×約40％）分の隙間発生の可能性

セダン 107％

ピックアップ 99％

銀行系

市場

銀行系

市場

空白空白空白空白市場市場市場市場
空白空白空白空白市場市場市場市場

タイ自動者交通局（ＤＬＴ）データ、各ファイナンス会社金利条件データより筆者作成



ファイナンス会社のタイ中古市場対応について（まとめ）
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・ファーストカーバイヤーによる新車市場の急拡大により銀行系ファ

イナンス会社がさらなる収益獲得を狙い信用拡大を行った結果、本

来なら車を購入しない層にまでファイナンスを提供していき、不良

債権（ＮＰＬ）が上昇。

・不良債権上昇に伴い、与信を引締めたため中古車用のファイナン

スが減少。

・中古車ファイナンス市場には銀行系の穴埋めをするファイナンス

会社が少ないため市場に隙間が発生。ファイナンス含む新事業展

開の可能性の余地あり。



おわりに

２０１２年以降の中古市場動向と今後



中古市場の変化ポイント

45

2012 2014

市場の需給 需要過多 小型中心に供給急増

価格 高止まり 30％近く下落

価格差（新中） 価格差あまりなし 再び価格差拡大中（15％程）

車齢・タイプ 車齢3～5年が主要市場形成 1年落ちの小型車が増加

ファーストカーバイヤーがトリガーとなったタイ中古市場は調整局面へ突入していくと推測ファーストカーバイヤーがトリガーとなったタイ中古市場は調整局面へ突入していくと推測ファーストカーバイヤーがトリガーとなったタイ中古市場は調整局面へ突入していくと推測ファーストカーバイヤーがトリガーとなったタイ中古市場は調整局面へ突入していくと推測



2012年以降のタイ中古車市場動向と今後の流れ
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エコカー政策＋ファーストカーバイヤー

新車小型車の価格低下で中古車と価格差なし

一般ユーザーの新車購入
銀行の信用拡大＆低金利キャンペーン

低所得ユーザー新車購入
タイ人家計債務の増加

車のローン支払不可能
デフォルト車の中古市場流入

中古車価格の下落
銀行にある残りのデフォルト車の放出
中古車の供給過多

銀行の不良債権増加
与信の引き締め

中古車の販売不振
中古車価格再下落

新車と中古車の価格差再び拡大

ユーザーへの中古車魅力向上（新・安）
中古車市場の調整局面

2012 現在



中古車市場調整局面で生じるポイント
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（１）新車と中古車の価格差を適正相場へ

中古価格の急下落により価格差があまりに広がりすぎるのもいびつな市場をつく

りあげてしまう可能性がある。市場は大量な在庫を抱えており、慎重に適正在庫

に戻すことが急務である。特に小型車は要注意となる。

（２）第三者機関による公正ルール必要性向上

情報開示だけでなく、明瞭な店舗基準、自動車点検基準、適格な納税、などによ

る中古車業界の信頼向上が求められる。

（３）ファイナンス含む新事業展開の発生余地

価格が命であった中古車から、品質・サービスの向上を目指した新事業展開の

発生余地の可能性が出てくる。
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連絡先

川崎 大輔(Daisuke Kawasaki)  

premium.kawasaki@gmail.com

Mobile. (+81) 80-3270-2760

プレミアムファイナンシャルサービス（株）

〒106-0032 東京都港区六本木1-9-9

六本木ファーストビル17Ｆ

ขอบคุณ ครับ
(Khob-khun kap)


