２０１８年度(２０１８年３月１日～２０１９年２月２８日)

ＱＣサークル本部、支部・地区事務局一覧

(敬称略)

地域の企業に密着して、ＱＣサークル活動の普及・推進のため活動しております。
地域の企業の特長を活かしたＱＣサークル大会、交流会、研修会などを企画・実施しております。
行事へのご参加やご相談などお気軽にご連絡ください。

※事務局担当者名などは変更することがございます。
北 陸 支 部

北 海 道 支 部
第一鉄鋼㈱ 斉藤美紗貴/中村智彦/小林幸恵
〒050-0087 室蘭市仲町12番地
TEL(0143)47-8251 FAX(0143)47-8232
札幌地区
㈱デンソー北海道 稲見充泰
〒066-0051 千歳市泉沢1007-195
TEL(0123)47-8850 FAX(0123)48-5200
苫小牧・千歳地区
アイシン北海道㈱ 羽生 薫
〒059-0815 苫小牧市字柏原32-5
TEL(0144)53-7111 FAX(0143)53-7511

㈱小松製作所 品質保証部 品質保証課 小堀利恵子/中田裕子
〒923-0392 石川県小松市符津町ツ２３
TEL(0761)43-4761 FAX(0761)43-1136
新潟地区
㈱コロナ 営業推進部 営業管理課 塩原 遼
〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7
TEL(0256)35-8505 FAX(0256)35-8615
富山地区
三協立山㈱三協アルミ社 生産統括部
生産品質管理部生産品質企画課 藤井一哉/川端敬美
〒939-0125 富山県高岡市福岡町矢部１
TEL(0766)64-1109 FAX(0766)64-1148

室蘭地区
㈱テツゲン室蘭支店 有井一浩
〒050-0087 室蘭市仲町12番地
TEL(0143)41-0020 FAX(0143)41-0022

東 北 支 部
庄子保夫
〒984-0032 仙台市若林区荒井四丁目25-15
TEL(090)-5846-5265 FAX(022)288-5265
青森・岩手地区
㈱デンソー岩手 モノづくり革新部モノづくり革新課
〒029-4593 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根森山４－２
TEL(0197)44-3973 FAX(0197)44-5339
宮城地区
庄子保夫
〒984-0032 仙台市若林区荒井四丁目25-15
TEL(090)-5846-5265 FAX(022)288-5265
福島地区
日産自動車㈱いわき工場 管理課 菅野明未
〒971-8183 いわき市泉町下川字大剣386番地
TEL(050)3751-5228 FAX(0246)75-1151

石川地区
東亜電機工業㈱ Ｐ＆Ｄセンター ＴＱＭ推進室 松本展史/宮本友恵
〒923-8520 石川県国府台5丁目3番地
TEL(0761)47-3707 FAX(0761)47-5799
福井地区
(株)福井村田製作所 第１コンデンサ品質保証部３課 満月さより
〒915-8601 福井県越前市岡本町13-1
TEL(070)2320-7609 FAX(0778)23-4597

近 畿 支 部

千田清人

山形・秋田地区
日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ ステアリング品質保証部
〒013-8592 秋田県横手市安本字下御所野1-2
TEL(0182)33-0920 FAX(0182)33-2229

基準管理グループ

土場祐子

兵庫地区
社会福祉法人ささゆり会 特別養護老人ホーム サンライフ御立
〒670-0072
兵庫県姫路市御立東5丁目1番1号
TEL 079-291-6666
FAX 079-291-6667

中 国・四 国 支 部

関 東 支 部
前田建設工業(株) 総合監査部 坂本彰子 / 東京建築支店安全環境部 朝日輝夫
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-18飯田橋MKビル4階
TEL(03)3265-5130 FAX(03)5276-5203
京浜地区
山梨地区
コニカミノルタ㈱ 環境経営・品質推進部 今中智恵
㈱コニカミノルタサプライズ ＱＥＳ管理部ＱＭＡ推進Ｇ 奥山高弘/森本真理子
〒192-8505 東京都八王子市石川町2970
〒400-0058 山梨県甲府市宮原町303番地
TEL(070)3611-6978 FAX(042)660-9417
TEL：055-208-5002 FAX：055-208-5003
長野地区
千葉地区
TPR株式会社 品質保証部 濵 登貴
三島光産㈱ 鉄鋼君津事業本部 業務・管理部 労働課 平田靖
〒394-8511 長野県岡谷市神明町2-1-13
〒299-1147 君津市人見1212
TEL(0266)24-1061 FAX(0266)23-0173
TEL 0439-52-3131 FAX 0439-52-4040
群馬地区
神奈川地区
コーセーインダストリーズ㈱ 群馬総務課 藤本由佳/山本真由美
日産自動車㈱追浜工場 総務部人事課ＱＣ事務局 梶ヶ谷淳也/新井祐子
〒370-0105 群馬県伊勢崎市境伊与久1913
〒237-8523 神奈川県横須賀市夏島町1番地
TEL(0270)76-3241 FAX(0270)76-4543
TEL(046)867-5370 FAX(046)865-0273
埼玉地区
茨城地区
本田技研工業㈱ 埼玉製作所 完成車保証部 完成車保証管理課 伊藤博貴
ぺんてる㈱ 茨城工場 企画室 吉田 清朗
〒350-1392 埼玉県狭山市新狭山1丁目10番地1
〒311-3497 茨城県小美玉市上玉里2239-1
TEL080-9454-3084 FAX(04)2953-3362
TEL(0299)26-1895 FAX(0299)26-6776
栃木地区
ＪＵＫＩ㈱ 大田原工場 品質保証課 ＭＧチーム チーフ 菊池高弘
〒324-0011 栃木県大田原市北金丸1863
TEL0287-23-5111
FAX0287-23-5594
東 海 支 部
トヨタ自動車㈱ 業務品質改善部 第２TQM室 朝倉康司/板垣宏子
〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町1番地
TEL（0565）23-1083 FAX(0565）23-5716
愛知地区
フタバ産業㈱ 業務改善推進室 小嶋涼太郎/鈴木彩世
〒444-8558 愛知県岡崎市橋目町字御茶屋1番地
TEL(0564)31-2695 FAX(0564)31-2637
三重地区
富士電機㈱ 三重工場 品質保証部 品質管理課 海野和英/染川亜弓
〒510-8631 三重県四日市市富士町１番２７号
TEL(059)330-1630 FAX(059)331-0446

㈱ジェイテクト
ＴＱＭ推進室
宮﨑比年/岩尾雄一郎/羽賀紀代美
〒582-8588 大阪府柏原市国分東条町24-1
TEL 072-977-1158
FAX 072-977-1820
京滋地区
㈱ＴＫＸ
管理本部 人事総務部 人事課
大杉尚美
〒543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町5-16
TEL 06-6768-9271
FAX 06-6768-4000
大阪・近畿南地区
㈱小松製作所 大阪工場
品質保証部 品質保証課
石田義仁
〒573-1011 大阪府枚方市上野3-1-1
TEL 072-840-6101

静岡地区
アスモ㈱ 品質管理部 品質企画室 企画３課 春藤正明/大内千代実
〒431-0493 静岡県湖西市梅田３９０番地
TEL053-577-3354
FAX053-577-3161
岐阜地区
岐阜車体工業㈱ 品質保証部 石黒則晃/宮西 愛
〒509-0192 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町6-455
TEL(058)379-0153 FAX(058)384-7140

マツダ㈱ 品質保証部 堤博幸
〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3-1
TEL(082)287-4588
FAX(082)287-5219
岡山地区
㈱岡山村田製作所 管理部 事務課 星川 知子
〒701-4241 岡山県瀬戸内市邑久町福元77
TEL(0869)24-0911
FAX(0869)24-0920
広島地区
マツダ㈱ 品質保証部 堤博幸
〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3-1
TEL(082)287-4588
FAX(082)287-5219
山口地区
マツダ㈱ 防府工場 第4車両製造部 竹田邦夫
〒747-0835 山口県防府市大字西浦888-1
TEL(0835)29-1113 FAX(0835)29-3019

四国地区
㈱ジェイテクト徳島工場 総務課 岡 昭典
〒771-1294 徳島県板野郡藍住町奥野字山畑１
TEL088-692-3111 FAX088-692-3110
山陰地区
ダイヤモンド電機㈱ 鳥取工場 TQM推進部 前場ゆかり
〒689-1192 鳥取県鳥取市南栄町18
TEL(0857)53-1121 FAX(0857)53-1104

九 州 支 部
㈱デンソー九州 生産推進部 製造企画室
岩元 良憲／木浦 尚代
〒807-0801 福岡県北九州市八幡西区本城5-4-1
TEL(093)693-1606 FAX(093)693-1695
北部九州地区
ＴＯＴＯ㈱生産技術本部 もの創り人財育成センター
楢崎剛／河野恭子
〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
TEL(093)951-2658 FAX(093)951-2596
中部九州地区
＜事務窓口＞
㈱ブリヂストン 九州生産本部 生産技術部
野口直美
〒830-0028 福岡県久留米市京町105番地
TEL(0942)39-3161 FAX(0942)39-3140

西部九州地区
三菱電機㈱長崎製作所 品質保証部 品質保証企画課
福丸由紀子
〒851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷517-7
TEL(095)881-1882 FAX(095)881-1695

沖 縄 支 部
金秀鉄工(株)営業管理本部 管理部 部長 神田 幸枝,
〒903-0118 沖縄県西原町字小波津567番地
TEL(098)945-3351 FAX(098)945-9974

古波蔵 潤子
ＱＣサークル本部
一般財団法人日本科学技術連盟内 ＱＣサークル本部事務局 大畑・小澤・嶋田・笹川
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-2-1 TEL(03)5378-9815 FAX(03)5378-9843

植田智

