冷徹な虎

南原竜樹が世界を変える

「冷徹な虎」として日本人 7 割の認知度を誇る稀代の実業家。
2005 年 3 月英国 MG ローバー社の経営破綻の影響もあり、
多額の借金を背負うも見事復活。
現在は LUFT ホールディングス グループを率い、
レンタカー事業の

革命

から飲食事業まで幅広い

事業展開で世界を股にかける！！

Proﬁle
南原竜樹（なんばらたつき）1960年５月29日生
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書

『痛快！クルマ屋で行こう。』（双葉社）
『Nambara style 南原流成功へのアプローチ』（ゴマブックス）
『会社を辞めて会社をおこせ』（ダイヤモンド社）
『雇われずに生きる』（ゴマブックス）
『なぜ彼女は愛されて仕事ができるのか 楽しみながら夢をかなえる方法』（PHP 研究所）
『世界で勝負したい人の荒削り 5 カ国語ビジネス術』（明日香出版）
『大損社長日記』（扶桑社）
『クルマはふつうの価格で買ってはいけない 赤』（青月社）
『クルマはふつうの価格で買ってはいけない 白』（青月社）
『予測思考

市場を先読みする 11 のスキル』( 日本能率協会マネージメントセンター )

『FOR SALE 南原竜樹からあなたへの最高のビジネスオファー』（青月社）
『借金 100 億円からの脱出 --- 地獄の危機を乗り越える逆転発想経営術』( 河出書房新社 )
『「絶対無理」なんて「絶対」ない！ 』(AT パブリケーション株式会社 )
『35 過ぎて腹筋を割る ! 超かんたんレシピ & トレーニング』(AT パブリケーション株式会社 )
『旅館再生の教科書』(AT パブリケーション株式会社 )

経

歴

1982年

大学在学中ひとりで高級外車の並行輸入を起業し
ヨーロッパからの輸入を開始。

1988年

バブル景気最中の1988年2月12日に
オートトレーディングルフトジャパン株式会社を設立した。
この頃、アラブ首長国連邦からの輸入を開始する。

1989年

スーパーカーに着手。フェラーリを扱い、日本での販売の半数を手がけるようになる。
その後バブルの崩壊を予測し、メキシコ産ビートルの輸入に転換する。

1993年

愛知県愛知郡長久手町喜婦獄19-2 に本社移転
円高、アメリカ車を大量輸入

1994年

名古屋市名東区に、名東支店（中古車部）を設立
ポンド危機、イギリスよりイギリス車を大量輸入

1995年

車販売用のコンピュータ・ソフトウェアを独自開発
メキシコの通貨ペソ暴落を期に、メキシコ産ビートルを輸入開始

1997年

東京都目黒区下目黒に東京支店を設立
大阪府池田市八王寺に大阪支店を設立
車販売の支援ソフトウェア「車やさん」を開発し、販売開始

1998年

インターネットによる自動車販売開始
アジア通貨危機を利用して、アジア通貨危機国より車を輸入
愛知県愛知郡長久手町大字前熊字寺田 71-1 に本社移転
コンビニエンス・ストア、サークルK 店舗1,200店にて、カタログ販売を開始

1999年

東京整備工場を開設大阪整備工場を開設
「マニュアルトランスミッション車におけるクラッチ補助装置」実用新案登録

2000年

「AUTO TRADING」商標登録
増資により資本金 3億4,375万円
岐阜支店開設（岐阜市）
東京支店移転（世田谷区）
埼玉支店開設（さいたま市）

2001年

増資により資本金5億7,871万円
アルファロメオの販売代理店であったチェッカーモータースを10億円で買収し、
子会社にする。チェッカーモータースはブランドを生かし、社名変更はしなかった。
アレーゼ名古屋株式会社買収
東京支店を新東京支店として大田区に移転

2002年

TVR、ACカーズ、バーキン等イギリス車輸入事業への本格的進出を発表
福岡市西区に福岡支店を開設
本社、名古屋支店を名古屋市千種区に移転

2003年

イギリスの大手自動車会社である「MGローバー」の輸入権を獲得し、「MGローバー日本」
を発足させ、オートトレーディングルフトジャパンの傘下とした。
英国LOTUS正規輸入代理店 株式会社エルシーアイを設立

2004年

チェッカーモータース株式会社・アレーゼ名古屋株式会社を売却

経

歴

2005年

MGローバーが経営破綻し、大きな転機を迎える。25億円の負債を抱え、銀行は35億円の返還
を求めてきた、ショウルームを売却、社員を全員解雇し、100億円あった売上が0になってし
まった。従業員本人一人という状態から、再起を目指した。それまで一業種専門にこだわって
いたが、多業種への事業展開で活路を見いだすこととなる。イギリスのスポーツカー「ノーブ
ル」の輸入権を獲得し、11月にはワイン輸入事業、コンテナ物流事業、大型クルーザーを活用
した福利厚生受託事業、12月にはレンタカー事業を開始していた。

2006年

英国大使館にてSunseeker 日本正規代理店としての発表会を開催

2007年

自動車売買フランチャイズ事業「AT-1」始動

2008年

グットウィルグループのプレミア・メディカルケアや沖縄のレンタカー会社を買収。
新事業のパーソナルトレーニングジム事業も開始。
トータルボディーデザイン株式会社設立

2009年

LCAホールディングス(東証二部:4798)取締役就任(2012年退任)

2010年

開催されたLCAホールディングスの第46期定時株主総会にて取締役として選任される。
当時、税金滞納などで経営が危ぶまれ、株価も1円となるなど、上場廃止・倒産も危ぶまれる中
、手腕を発揮し、2011年7月には株価が20円の値をつける。

2011年

逆風といわれている中、出版業界に事業を展開し、ATパブリケーション株式会社を設立。

2012年

名古屋市東区に本社移転。
オートトレーディング・グループとして自動車の輸入販売・中古車売買業及び、
電動スクーターの販売を行うオートトレーディングルフトジャパン。
個人間の中古車売買を支援する株式会社LOTUS(旧AUTO info株式会社)。
自ら肉体改造を行ったパーソナルジム「LIVITO」を経営するトータルボディデザイン株式会社。
日本最大規模を誇る介護・看護の派遣業を営む株式会社ルフト・メディカルケア。
沖縄でのレンタカー事業を行う株式会社ルフト・トラベルレンタカー。
出版事業LUFTメディアコミュニケーション（旧 ATパブリケーション株式会社）を経営している。
呼帆荘(南知多)を買収、旅館再生事業に参入。
株式会社UCbR設立。
そして、先のLCAホールディングス株式会社(2012年退任)含め、社外取締役として経営に携
わる企業も多数存在する。

2013年

ヨーロッパ高級腕時計の輸入・販売

2014年

飲食事業に参入 株式会社 大勝物産 設立

2015年

二ツ星フレンチ「ドミニク・ブシェ・トーキョー」を銀座に出店
ビストロ「Les Copains de Dominique Bouchet」を銀座に出店
呼帆荘(南知多)をBUYOUT
EAU ROUGEをBUYOUT

株式会社EAU ROUGE 設立

「株式会社LUFTホールディングス」に社名変更
2016年

株式会社パーソナルアシストを買収
海鮮バーベキュー 名古屋みなと漁港 を名古屋港区に出店
パーソナルジム「LIVITO」をBUYOUT

2017年

ルフト・トラベルレンタカー FC松山店契約締結・開店
ルフト・トラベルレンタカー 北海道新千歳空港店開店
ステーキフレンチ「LE GRILL DOMINIQUE BOUCHET KANAZAWA」

2018年

ルフト・トラベルレンタカー FC和歌山店契約締結・開店
ルフト・トラベルレンタカー FC香川丸亀店契約締結・開店
骨付きステーキ らんたん を名古屋名駅に出店

を金沢に出店

外部講演経歴
青年会議所・商工会議所・企業など多数で講演
自社主催・共催講演は年間30回以上
講演の専門家ではありませんが、起業からこれまで25年以上の紆余曲折や国際ビジネス経験などをい
かし、ビジネス・企業・飛躍、人生論など様々な講演内容にて話しております。
一方的にお話するだけではなく、参加された方々より質問をお受けしてお答えするといった形での内容
も行っております。
主なテーマとして「借金100億円からの脱出 逆境を乗り越える逆転発想経営術」
「魅力的な経営者とは」
「起業に必要なものは何か」
「世界を相手にするビジネス・コミュニケーション」
「楽
しく働くがあなたを磨く」
「女性が仕事もプライベートも楽しむためには」など。
＜一

例＞

2018年11月 北海道「IB南原竜樹セミナー」
2018年11月 砺波商工会議所青年部オープン例会 南原竜樹講演
2018年10月 一般社団法人MDRT日本会 中国ブロック秋の研修会
2018年09月 岡山豪雨災害復興支援イベント 鼠倶楽部 立ち上がれ！岡山！！
2018年07月 一般社団法人石川ベンチャー倶楽部「刺激の創造」
2018年06月 東大阪青年会議所主催 南原竜樹講演
2018年05月 名古屋市水道局主催 南原竜樹講演
2018年03月 東京ドーム「投資EXPO」 南原竜樹講演
2018年02月 茨城県中小企業振興公社開催「いばらき創業塾」 南原竜樹講演
2017年11月 豊田商工会議所青年部 南原竜樹講演
2017年10月 福島市女性のワーク・ライフ・バランス推進事業 南原竜樹講演
2017年04月 World LEADER s 幕張メッセ
2014年02月 東京フランチャイズ独立開業EXPO2014 南原竜樹講演会
2013年10月 東京フランチャイズ独立開業EXPO2013 南原竜樹講演会
2012年04月 『￥マネーの虎』南原竜樹講演会
2012年05月 南原竜樹講演会 於：沖縄県立博物館美術館
2011年11月 日刊工業新聞主催「地球モビリティ博覧会」パネルディスカッション
2011年06月 インタープライズコンサルティング株式会社 主催
2011年01月 NHN株式会社 社内アカデミー講師
2010年08月 星和ロジシステム株式会社
2009年11月 社団法人 川越青年会議所 経営セミナー
2008年04月 余市青年会議所「一期一会 南原流企業経営からつかみ取れ」
第一部 講演「南原流チャレンジし続ける企業経営」
2008年04月 株式会社ジークホールディングス 人材開発室 新入社員研修
2008年02月 ビジネスアクションコンテスト
2007年10月 プティフィール 於：大阪市中央青年センター
2007年09月 日本商工会議所青年部 第25回中国ブロック大会東広島大会
2006年08月 日本商工会議所青年部 九州地区大会
2006年03月 日本青年会議所コンサルティング部会
2005年10月 かしま青年会議所
2005年10月 財団法人富山県新世紀産業機構
その他多数講演
多くの出演依頼・雑誌等で特集の取材を受ける

メディア出演
日本テレビ「¥ マネーの虎」
テレビ朝日「社長テスト」
テレビ朝日「しくじり先生」
関西テレビ放送「ウラマヨ！」
AbemaTV「偉大なる創業バカ一代 」
日本テレビ「月曜から夜ふかし」
日本テレビ「解決ナイナイアンサー」
日本テレビ「サタデーバリューフィーバー
- バカまじめ！有吉ゼミ -」
TOKYO MX「ググって 聞いてみた！？ニュースの裏側調査会」
TBSテレビ「午前零時の岡村隆史」
TBSテレビ「有田とマツコと男と女」
TBSテレビ「有吉ジャポン」
テレビ東京「淳の乾杯してみたっ！
[ 小森純ビックリ！一億円出す社長の成功論！ ]」
テレビ愛知「黒ちゃんねる」
読売テレビ「おカネさま」
テレビ朝日「快速・通勤仮面」
三重テレビ「欽ちゃんのニッポン元気化計画」
CBCテレビ「きゃぶと虫」

企業サイト
株式会社 LUFTホールディングス

www.luft-hd.co.jp

株式会社 ルフト・トラベルレンタカー

www.luft-travelrentacar.com

株式会社 松宮オートサービス

www.matumiya-auto.co.jp

株式会社LUFTメディアコミュニケーション

www.luftmedia.co.jp

株式会社 大勝物産

www.daishou-bussan.jp

株式会社LOTUS（ロータス）

www.at-info.jp

関連企業サイト
株式会社リビト

www.livito.co.jp

株式会社ルフト・メディカルケア

www.m-care.co.jp

