Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE)

“Beginner’s Guide:
Basics of QC and Its Use”

e-learning course

Acquiring the “QC way of thinking” is a skill that all business
people must have!
Learning about QC along with its’ concepts and tools allows you to
look into events scientifically, and to logically resolve the problems
and concerns you may have, no matter what kind of work or
operations you are engaged in; whether it is in manufacturing,
administration, sales or service divisions.

Fee Table

With this e-learning course, you can learn QC (Quality Control)
systematically and enjoy the learning process at the same time.
In quality control, simply acquiring the knowledge is not enough.
QC is a subject that becomes more and more useful, only by using
and implementing what you have learned.
Let’s study
This e-learning material was created with an
QC (Quality Control)!
actual workplace in mind, enabling you to
imagine how to implement QC easily.
This e-learning material is suitable for people
who are learning quality control for the first
time, as well as those who wish to learn the
true essence of quality control.

• General : ¥7,560• JUSE Members : ¥5,400• Student (a copy of the student ID is required.) :
¥3,888• A volume discount is available for a group of 50
people or more : 10% discount on the base rate
The discount rate for more than 500 people will be
determined after discussion.
Approximate Time Required: 3-4 hours
There is a short review quiz at the end of each
section and a comprehensive exam at the end of
the course.
Certificate of Completion will be generated by the
system for those who have successfully completed
the course.
Free trial version now available:
http://www.juse.or.jp/english/education/beginner/demo/

In this course, you will learn about QC through the example
of manufacturing TAMAGOYAKI, a Japanese-style omlet,
at QC Foods’ factory.

“TAMAGOYAKI”
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品質管理の基本が学べるeラーニング

これからQC（品質管理）を勉強したい方へ

日本語版
英 語 版

QC の 基本と活用
たまご焼き を主力商品とする食品会社「キューシー食品」。
この会社の新入社員 新倉(にいくら)くんを中心に、社内の様々な
出来事を通して、楽しくＱＣ（品質管理）を勉強してみませんか。

ものづくりはもとより、事務や販売、営業、サービスなど、どん
な仕事においても、QC（品質管理）の知識や考え方、手法を学ぶ
ことは、科学的に物事をとらえ、直面する問題や課題を論理的に
解決するスキル「QC的なセンス」を身につけることになります。
この eラーニング教材は、2009 年 11 月に発行した『はじめて
（日科技連出版社）
をベースに
QCの基本と活用』
最近、受験者が増えている品質管理検定試験（ QC 検定）4 級〜
3級へのチャレンジにも活用できるように制作しました。
この教材を、品質管理をはじめて学ぶ企業・組織の新人の方
学校・工業高校の生徒の方にも、是非
おすすめいたします。

僕が
キューシー食品
新入社員の
新倉で〜す！

対 象 者
品質管理をはじめて勉強する
● 企業
・組織の新入社員や内定者
● 大学、
専門学校、工業高校などの学生
● 日本で業務に携わる外国人社員の方
● 海外の現地法人や工場で勤務する社員の方
こんなことが学べます

学ぶシリーズ

や内定者の方、さらには大学や専門

品質管理検定
4〜3級にも
活用可能です

eラーニングで
お会いしましょう。

eラーニング「 QC の基本と活用」
日本語版を英訳した英語版もリリー
スしました。海外で働く方々に、QC
（品質管理）を理解いただけるように
翻訳を心がけています。日本語版／
英語版ともに、品質管理をはじめて
学ぶ方に是非おすすめいたします。

●
●
●
●

QC（品質管理）の基本的な考え方

問題解決の進め方や、改善に対する考え方
QCサークル活動（小集団改善活動）の本質
日本の文化や仕事の進め方が学べます

主な特徴
受講期間は3ヵ月間です。
● 時間と場所を選ばず、
すぐに使えます。
● 副教材
（日本語版のみ）
との組み合わせによる学習効果のアッ
プが期待できます。
● 各章ごとに確認テス
トがあり、すべての章を終了後に総合テス
トがあります。
● すべての過程を修了後、
画面から修了証を印刷できます。
● まとまった人数でお申込みの場合は、
団体割引があります。
● 企業、
団体でお申込の場合は、管理者の方に受講者の進捗確
認できる機能を付与できます。
● 日本語版を英訳した英語版もあります。
外国人社員の方におすす
めです。
●

eラーニングはインターネットを使い、パソコンの画面を見ながらご自分のペースで進められる教材です。
一 般
●基本受講料（税込）

●

●基本受講料（税込）

●

●基本受講料（税込）

●

副教材なし ¥7,560-

●

副教材あり ¥9,612-

※副教材（書籍）代＋送料込

日科技連賛助会員会社
副教材なし ¥5,400-

●

副教材あり ¥7,452-

※副教材（書籍）代＋送料込

学 生
副教材なし ¥3,888-

●

副教材あり ¥5,940-

※副教材（書籍）代＋送料込
（注）学生の方は、学生証のコピーが必要です。

団体割引について
●人数をまとめて受講をお申し込みの場合は、団体割引があります。
詳細はホームページをご覧ください。
※eラーニング「QCの基本と活用」英語版（詳細は裏面）は、日本語版を英訳したものです。
※英語版に副教材（英語）はありません。

お申込みはこちらから

http://www.juse.or.jp/src/seminar/detail/page/elearning-02
日科技連 eラーニング

検索

お問い合わせ先

一般財団法人 日本科学技術連盟 eラーニング担当
電話 03-5990-5842 ＦＡＸ 03-3344-3022
電子メール elearn@juse.or.jp
デモ版画面URL：

http://www.juse.or.jp/seminar/movie/qc_demo.html

(2016.04)

