ライブ配信も実施します !

大会の聴講申込はWebサイトからお申込みください！
「QCサークル本部登録」
のWebサイトから
「QCサークル全国大会・選抜大会」
の各種お申込みと資料提出
が可能となっていますので、大会への参加をご検討されておりましたら、Webサイトからお申込みください。
メリット1

大会の参加券・請求書を
Web上で発行します！

郵送を待たずに出力が可能となります。

メリット2

メリット3

QCサークル本部登録がない方
でも、Webから大会の申込みが
できます！

どなたでも簡単にお申込みいただけます。

お申込みサイトはこちらから ▶

大会の発表資料を
Web上で提出できます！

※詳細は中面をご覧ください。

第15回 事務・販売・サービス〔含む医療・福祉〕部門

全日本選抜QCサークル大会

（小集団改善活動）

メールでの送受信は不要となります。

開催日

●会場聴講

QCサークル本部登録メンバー ……………………… ＠12,100円
（税込）
QCサークル本部非登録メンバー …………………… ＠13,750円
（税込）

QCC指導士
（QCサークル本部登録メンバー）……… ＠10,450円
（税込）
QCC指導士
（QCサークル本部非登録メンバー）
…… ＠12,100円
（税込）

本大会のオンライン聴講では、複数の方にご聴講いただけるよう、アカウントを無制限に付与することにいたしました。是非とも社内教育
や自社サークル活動の活性化のため、お申込みをご検討いただき、各事業所・工場を含めた複数人で聴講ください。
※オンライン聴講は法人単位でのお申込みとなります。
※1 つのアカウントで聴講できるのは、1 つの視聴媒体のみです。1 つのアカウントで複数媒体の視聴はできません。
※オンライン聴講をお申込みいただければ、一定期間内のアーカイブ配信の聴講も可能になります。

本大会出場サークルとそのご紹介は、4月下旬頃に下記HPへ掲載させていただきますので、そちらをご覧ください。

https://www.juse.or.jp/src/seminar/detail/page/15jhs

時 間

開催約1〜2週間前を目安に聴講用のURL、ID、パスワード
をE-mailでお送りいたします。
【senbatsu@npc-tyo.co.jp】から配信されますので、迷惑
メール対策やドメイン指定を設定している方は、ご注意く
ださい。

※Web 上のお申込みができない方は、下記お問い合
わせ先へご連絡ください。

2022 年 5 月 20日（金）
（一次締切日）

※申込状況により大会当日まで、お申込みを受付いたします。
お支払い方法 参加券等資料と同時に請求書をログインページへアップ
ロードいたしますのでアップロードされましたら、内容を
ご確認の上お振込みくださいますようお願いいたします。
《会場聴講をご希望の方へのご注意》

QC サークル本部登録されている方は、下記 URL からログ
インいただき、Web 上でお申込みください。
QC サークル本部登録をされていない方も Web 上で
お申込みいただけます。

▶https://juse-qcch.juse.or.jp/qcc̲Honbu/

QCサークル本部登録メンバーの方は必ずサークルの登録
番号をご記入ください。
開催約 2 週間前を目安に参加券、請求書、開催通知、調査
票をアップロードします。

申込締切日

10：00～10：10

●オンライン聴講の場合

▶https://juse-qcch.juse.or.jp/qcc̲Honbu/

申込締切日
お支払い方法

2022 年 5 月 20日（金）
（一次締切日）

※１次締切日以降にお申込みされる場合はご連絡ください。
請求書はログインページへアップロードいたしますので
アップロードされましたら、内容をご確認の上お振込み
くださいますようお願いいたします。

※昼食は参加費に含まれておりません。飲食店地図を用意いたしますのでご利用ください。なお、発表会場内は飲食禁止となっております。
キャンセルの取扱いとお願い

参加者ご本人の都合が悪くなった場合には、原則として代理の方のご参加をお願いします。やむを得ず、お客様の都合でキャンセルされる場合には下記お問い合わせ先まで
ご連絡をお願いします。なお、その際には下記キャンセル料を申し受けます。
【キャンセル料】 ●開催日の 7 営業日前〜2 営業日前のキャンセル一参加費の 20％
●開催前日〜当日のキャンセル／事前の連絡がなかった場合一参加費の 100％
※大会当日
「37.5℃以上の熱がある」
または
「事前に提出いただく調査票から感染症と疑わしき内容が確認された」
場合、その場で退館いただくよう案内しますが、その際の
キャンセル料はいただきません。
大会の中止・延期について
本大会は、現地事情により中止・延期になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
免責事項
天災地変や伝染病の流行、大会会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等、当財団が管理できない事由により、大会内容の一部変更および中止のために生じ
たお客様の損害については、当財団では責任を負いかねます。

（2022年4月7日現在）

発表No.

企業名／サークル名

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
TEL:03-5378-9815 FAX:03-5378-9842 E-mail:juseqccd@juse.or.jp

テーマ

推薦支部

開催挨拶 QCサークル本部長／一般財団法人日本科学技術連盟 理事長 佐々木 眞一

10：10～10：29

1

㈱岡山村田製作所
はれのくに

10：29～10：48

2

愛知製鋼㈱ 鍛造工場
フルーツみっくす

10：48～11：07

3

㈱TMJ
レポート★アナリティクス

止めない、止まらない倉庫の実現
～ストレスフリーな倉庫を目指して～
「やってみる」
から始めたQCサークル活動
～ありがとうの輪を広げた私たちの歩み～
改善提案チーム 苦戦の立ち上げからの挑戦
～クライアントから信頼を獲得するまで～

11：07～11：22

中国・四国
東 海
関 東

休 憩

11：22～11：41

4

㈱TMJ 九州拠点
とばた10YA!

ひとりの100歩より、メンバー全員の1歩！

九 州

11：41～12：00

5

アクシアル リテイリング ㈱原信 桜町店
さくらんぼ

技術を磨き、熱意にあふれたパン作り！
～さくらんぼサークル成長ストーリー～

北 陸

12：00～13：10

昼 食・休 憩

13：10～13：29

6

イビデン㈱ 青柳工場
Sakura_

Sakura_サークルの存続危機を乗り越えた
2年間の歩みと進化

東 海

13：29～13：48

7

両備ホールディングス㈱ 両備バスカンパニー 岡山営業所
エアロ・エース両備岡山

私たちは大切な人
（あなた）
をお運びします

中国・四国

13：48～14:03

休 憩

14:03～14：22

8

㈱富山村田製作所
ふきのとう

QCサークル活動でみんなの困りごとを解決 ～「QCって楽しい」
北 陸
と思えるまでに成長した“ふきのとうサークル”の軌跡～

14：22～14：41

9

㈱ダイナックス
パッカーズ

ワーキングママの新たなチャレンジ
～パッカーズの桃太郎伝説～

14：41～15：00

10

富士フイルムマニュファクチャリング㈱ 鈴鹿事業所 変革期3年間の歩み ～サークル活動で見えたスタッフ
先手必勝
業務改善の神髄を次の世代へ～

15：00～15:40

お問い合わせ

（東京都・大手町）

各出場サークルのご紹介について

プログラム（予定）

参加申込要領
申込方法

日経ホール

ご活用ください。また、本大会は新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で実施します。主な感染症対策は次ページ
以降をご参照ください。

オンライン聴講
（アカウント数フリー） …………………220,000円
（税込）

QC サークル本部登録されている方は、下記 URL からログ
インいただき、Web 上でお申込みください。
QC サークル本部登録をされていない方も Web 上で
お申込みいただけます。

会 場

全国QCサークル各支部から推薦されたサークルによる発表大会です。本大会では、総務、品質管理、物流や顧客対応
など、多種多様な業種の企業・組織や、事務・間接部門から優秀な事例発表がありますので研鑽の場として是非この機会を

●オンライン聴講（法人料金）

●会場聴講の場合

6月10日 金

10：00〜16：00

https://juse-qcch.juse.or.jp/qcc_Honbu/
大会参加費（予定）

申込方法

2022年

15：40～16：00

記念撮影 ・ 休憩

審査結果発表 QCサークル本部幹事長／山ノ川 孝二
表彰式
QCサークル本部長／佐々木 眞一
（上掲）

★発表1件19分
（準備1分、発表18分）

※本プログラムは変更になる場合がありますことご了承ください。
※新型コロナウイルスの感染状況から、完全オンラインでの実施となる場合があります。

北海道
東 海

QCサークル本部長賞とは

本大会実施における会場での主な感染症防止対策とお願い

QCサークル本部では、活動の普及と活発化、レベルアップをはかるため、1971年にQCサークル本部長賞を創設しました。
「QCサークルの基本」の精神に則り、他の模範となるべき活動を行うサークルに授与されるもので全国の支部から推薦さ
れた優秀なサークルが「全日本選抜QCサークル大会（小集団改善活動）」で発表し、審査のうえ、本部長賞が授与されます。
2008年から、事務・販売・サービス
〔含む医療・福祉〕部門を対象としたQCサークル本部長賞が増設されました。2022年から
賞の名称が変わり、今までの金賞・銀賞から、最優秀賞、優秀賞、運営特別賞、改善特別賞が授与されます。
最優秀賞
優秀賞
運営特別賞
改善特別賞

発表サークルの中で、特に他の範となる活動のサークルに授与します。
最優秀賞以外の全てのサークルに授与します。
優秀賞の中で、運営の工夫が秀でた活動のサークルに授与することがあります。
優秀賞の中で、個別改善の分野で秀でた活動のサークルに授与することがあります。

大会実施方法について

私たちの取り組み

検温を実施しています

飛沫防止の仕切りを設置しています

消毒液を設置しています

入場制限を行っています

受付付近に非接触型体温計
（サーモグ
ラフィ）
を設置し、参加者全員の検温を
しています。

会場の司会台、発表台には飛沫防止
フィルムを配置します。

受付と発表会場付近に消毒液を設置
していますので、入場の際は消毒をお
願いいたします。

会場のガイドラインに沿った入場者
数に限定します。

換気をしています

ソーシャルディスタンスを守っています

フェイスシールドを配布します

会場スタッフも感染症対策に努めます

各発表会場出入口は常に開けて換気
に努めます。

発表会場の定員数を減らし、座席の間
隔を空けています。

当日の配布資料にフェイスシールド
を封入し、参加者全員にフェイスシー
ルドの着用を促します。

会場スタッフはマスクとフェイスシー
ルドを着用の上、運営を行います。

本大会は、
「会場での聴講」
とともに、ライブ配信による
「オンライン聴講」も実施いたします。

新型コロナウイルス感染防止の観点から、現地に足を運ぶのが難しい皆様に会場での聴講と同じ臨場感
で本大会の発表を聴講していただけます。申込から聴講までのフローとイメージは以下を参照してください。

●会場聴講とオンライン聴講のフロー
会場聴講の場合

オンライン聴講の場合

大会申込から「会場聴講」を選択し所定事項を入
力のうえ、聴講申込をしてください。
〈申込サイトはこちら〉
https://juse-qcch.juse.or.jp/Qcc_Honbu/

大会申込から
「オンライン聴講」
を選択し所定事項
を入力のうえ、聴講申込をしてください。
〈申込サイトはこちら〉
https://juse-qcch.juse.or.jp/Qcc_Honbu/

聴講に
至るまで

開催約2週間前を目安に大会申込サイトへ参加券、
請求書、開催告知、調査票がアップロードされま
す。

開催約1〜2週間前を目安に、お申込いただいた方
へオンライン聴講用のURLとログインIDをご案内
します。

大会当日

アップロードされた参加券と、事前に記入した調
査票を持参のうえ、会場へお越しください。

指定の時間になりましたら、オンライン聴講用の
URLからログイン後、大会のライブ映像を聴講く
ださい。

聴講申込

《会 場》

《聴講している皆さま》

投影資料

発表者の音声

同時中継

オンライン
聴講の
イメージ図

皆さまにご協力をお願いします。

熱のある方のご入場はご遠慮願います

マスクを着用してください

会話はお控えください

事前に調査票を記入してください

発熱以外にも体調が普段と違うとき
はご遠慮願います。

来場の際はマスクを着用いただき、会場内
では常にマスクの着用をお願いいたします。

会場内での会話は、極力お控えくだ
さい。

発熱の有無や連絡先の確認など、事前
に記入の上参加をお願いいたします。

PC、タブレット、
スマートフォンから
聴講できます。

三田線

アクセス

会場では通常通り発表を行います。その際、発表者の音声と投影資料が同時中継され、オンライン視聴者
には投影資料と発表者の音声をお聞きいただく形式となります。ただし，
発表会社の事情から、ライブ配信・
アーカイブ配信を行うことができないサークルがある場合がございますので、予めご了承ください。

日経ホール

通り

線

経団連会館
大手町フィナン
シャルシティ

JAビル

KDDI

大手門

産経新聞社

読売新聞社

大手町駅

大手町ビル
ファースト
スクエア

大手町駅
丸ノ内
ホテル

東西線

三菱UFJ
信託銀行

JR東京駅

和田倉橋

大手町駅

パレス
ホテル

NTTコミュニ
ケーションズ

半蔵門線

大手町駅

三井物産

内堀
通り

オンライン聴講同様に
聴講用のURLからログイン。

アーカイブ
（見逃し）
配信用のページが
オープンされてい
るのを確認し、聴講
してください。

アーカイブ（見逃し）
配信は 、プ ログ ラム
ごとに映像をわけて
分けておりますので、
一定期間中であれば、
同じ内容をいつでも
聴講することが可能
です。

■東京メトロ
神田橋方面改札より 徒歩約2分
• 千代田線：「大手町駅」
• 丸ノ内線：「大手町駅」
鎌倉橋方面改札より 徒歩約5分
• 半蔵門線：「大手町駅」
大手町方面改札より 徒歩約5分
• 東 西 線：「大手町駅」
中央改札より 徒歩約9分
地下鉄
「竹橋駅」
4番出口より 徒歩約2分
「大手町駅」
■都営地下鉄
下車
大手町方面改札より
• 三 田 線： 「大手町駅」
C2b 出口直結
		
徒歩約6分

消防庁

気象庁

丸ノ内線

外堀

環状

居

オンライン聴講中、自社・自宅の聴講機器やインターネットのトラブルにより満足に聴講できずにライブ配信が終了し
てしまうことが考えられます。そこでオンライン聴講者全員にライブ配信後、一定期間内のアーカイブ（見逃し）配信を
実施いたします。アーカイブ（見逃し）配信までの流れは以下の通りです。

TEL.03-6256-7686

都心

竹橋駅

皇

●アーカイブ（見逃し）配信について

日経ホール

〒100-8066 東京都千代田区大手町 1-3-7
日経ビル3F

千代田線

※ビル名称等は2018年12月1日付の名称です。

QCサークル本部長賞とは

本大会実施における会場での主な感染症防止対策とお願い

QCサークル本部では、活動の普及と活発化、レベルアップをはかるため、1971年にQCサークル本部長賞を創設しました。
「QCサークルの基本」の精神に則り、他の模範となるべき活動を行うサークルに授与されるもので全国の支部から推薦さ
れた優秀なサークルが「全日本選抜QCサークル大会（小集団改善活動）」で発表し、審査のうえ、本部長賞が授与されます。
2008年から、事務・販売・サービス
〔含む医療・福祉〕部門を対象としたQCサークル本部長賞が増設されました。2022年から
賞の名称が変わり、今までの金賞・銀賞から、最優秀賞、優秀賞、運営特別賞、改善特別賞が授与されます。
最優秀賞
優秀賞
運営特別賞
改善特別賞

発表サークルの中で、特に他の範となる活動のサークルに授与します。
最優秀賞以外の全てのサークルに授与します。
優秀賞の中で、運営の工夫が秀でた活動のサークルに授与することがあります。
優秀賞の中で、個別改善の分野で秀でた活動のサークルに授与することがあります。

大会実施方法について

私たちの取り組み

検温を実施しています

飛沫防止の仕切りを設置しています

消毒液を設置しています

入場制限を行っています

受付付近に非接触型体温計
（サーモグ
ラフィ）
を設置し、参加者全員の検温を
しています。

会場の司会台、発表台には飛沫防止
フィルムを配置します。

受付と発表会場付近に消毒液を設置
していますので、入場の際は消毒をお
願いいたします。

会場のガイドラインに沿った入場者
数に限定します。

換気をしています

ソーシャルディスタンスを守っています

フェイスシールドを配布します

会場スタッフも感染症対策に努めます

各発表会場出入口は常に開けて換気
に努めます。

発表会場の定員数を減らし、座席の間
隔を空けています。

当日の配布資料にフェイスシールド
を封入し、参加者全員にフェイスシー
ルドの着用を促します。

会場スタッフはマスクとフェイスシー
ルドを着用の上、運営を行います。

本大会は、
「会場での聴講」
とともに、ライブ配信による
「オンライン聴講」も実施いたします。

新型コロナウイルス感染防止の観点から、現地に足を運ぶのが難しい皆様に会場での聴講と同じ臨場感
で本大会の発表を聴講していただけます。申込から聴講までのフローとイメージは以下を参照してください。

●会場聴講とオンライン聴講のフロー
会場聴講の場合

オンライン聴講の場合

大会申込から「会場聴講」を選択し所定事項を入
力のうえ、聴講申込をしてください。
〈申込サイトはこちら〉
https://juse-qcch.juse.or.jp/Qcc_Honbu/

大会申込から
「オンライン聴講」
を選択し所定事項
を入力のうえ、聴講申込をしてください。
〈申込サイトはこちら〉
https://juse-qcch.juse.or.jp/Qcc_Honbu/

聴講に
至るまで

開催約2週間前を目安に大会申込サイトへ参加券、
請求書、開催告知、調査票がアップロードされま
す。

開催約1〜2週間前を目安に、お申込いただいた方
へオンライン聴講用のURLとログインIDをご案内
します。

大会当日

アップロードされた参加券と、事前に記入した調
査票を持参のうえ、会場へお越しください。

指定の時間になりましたら、オンライン聴講用の
URLからログイン後、大会のライブ映像を聴講く
ださい。

聴講申込

《会 場》

《聴講している皆さま》

投影資料

発表者の音声

同時中継

オンライン
聴講の
イメージ図

皆さまにご協力をお願いします。

熱のある方のご入場はご遠慮願います

マスクを着用してください

会話はお控えください

事前に調査票を記入してください

発熱以外にも体調が普段と違うとき
はご遠慮願います。

来場の際はマスクを着用いただき、会場内
では常にマスクの着用をお願いいたします。

会場内での会話は、極力お控えくだ
さい。

発熱の有無や連絡先の確認など、事前
に記入の上参加をお願いいたします。

PC、タブレット、
スマートフォンから
聴講できます。

三田線

アクセス

会場では通常通り発表を行います。その際、発表者の音声と投影資料が同時中継され、オンライン視聴者
には投影資料と発表者の音声をお聞きいただく形式となります。ただし，
発表会社の事情から、ライブ配信・
アーカイブ配信を行うことができないサークルがある場合がございますので、予めご了承ください。

日経ホール

通り

線

経団連会館
大手町フィナン
シャルシティ

JAビル

KDDI

大手門

産経新聞社

読売新聞社

大手町駅

大手町ビル
ファースト
スクエア

大手町駅
丸ノ内
ホテル

東西線

三菱UFJ
信託銀行

JR東京駅

和田倉橋

大手町駅

パレス
ホテル

NTTコミュニ
ケーションズ

半蔵門線

大手町駅

三井物産

内堀
通り

オンライン聴講同様に
聴講用のURLからログイン。

アーカイブ
（見逃し）
配信用のページが
オープンされてい
るのを確認し、聴講
してください。

アーカイブ（見逃し）
配信は 、プ ログ ラム
ごとに映像をわけて
分けておりますので、
一定期間中であれば、
同じ内容をいつでも
聴講することが可能
です。

■東京メトロ
神田橋方面改札より 徒歩約2分
• 千代田線：「大手町駅」
• 丸ノ内線：「大手町駅」
鎌倉橋方面改札より 徒歩約5分
• 半蔵門線：「大手町駅」
大手町方面改札より 徒歩約5分
• 東 西 線：「大手町駅」
中央改札より 徒歩約9分
地下鉄
「竹橋駅」
4番出口より 徒歩約2分
「大手町駅」
■都営地下鉄
下車
大手町方面改札より
• 三 田 線： 「大手町駅」
C2b 出口直結
		
徒歩約6分

消防庁

気象庁

丸ノ内線

外堀

環状

居

オンライン聴講中、自社・自宅の聴講機器やインターネットのトラブルにより満足に聴講できずにライブ配信が終了し
てしまうことが考えられます。そこでオンライン聴講者全員にライブ配信後、一定期間内のアーカイブ（見逃し）配信を
実施いたします。アーカイブ（見逃し）配信までの流れは以下の通りです。

TEL.03-6256-7686

都心

竹橋駅

皇

●アーカイブ（見逃し）配信について

日経ホール

〒100-8066 東京都千代田区大手町 1-3-7
日経ビル3F

千代田線

※ビル名称等は2018年12月1日付の名称です。

ライブ配信も実施します !

大会の聴講申込はWebサイトからお申込みください！
「QCサークル本部登録」
のWebサイトから
「QCサークル全国大会・選抜大会」
の各種お申込みと資料提出
が可能となっていますので、大会への参加をご検討されておりましたら、Webサイトからお申込みください。
メリット1

大会の参加券・請求書を
Web上で発行します！

郵送を待たずに出力が可能となります。

メリット2

メリット3

QCサークル本部登録がない方
でも、Webから大会の申込みが
できます！

どなたでも簡単にお申込みいただけます。

お申込みサイトはこちらから ▶

大会の発表資料を
Web上で提出できます！

※詳細は中面をご覧ください。

第15回 事務・販売・サービス〔含む医療・福祉〕部門

全日本選抜QCサークル大会

（小集団改善活動）

メールでの送受信は不要となります。

開催日

●会場聴講

QCサークル本部登録メンバー ……………………… ＠12,100円
（税込）
QCサークル本部非登録メンバー …………………… ＠13,750円
（税込）

QCC指導士
（QCサークル本部登録メンバー）……… ＠10,450円
（税込）
QCC指導士
（QCサークル本部非登録メンバー）
…… ＠12,100円
（税込）

本大会のオンライン聴講では、複数の方にご聴講いただけるよう、アカウントを無制限に付与することにいたしました。是非とも社内教育
や自社サークル活動の活性化のため、お申込みをご検討いただき、各事業所・工場を含めた複数人で聴講ください。
※オンライン聴講は法人単位でのお申込みとなります。
※1 つのアカウントで聴講できるのは、1 つの視聴媒体のみです。1 つのアカウントで複数媒体の視聴はできません。
※オンライン聴講をお申込みいただければ、一定期間内のアーカイブ配信の聴講も可能になります。

本大会出場サークルとそのご紹介は、4月下旬頃に下記HPへ掲載させていただきますので、そちらをご覧ください。

https://www.juse.or.jp/src/seminar/detail/page/15jhs

時 間

開催約1〜2週間前を目安に聴講用のURL、ID、パスワード
をE-mailでお送りいたします。
【senbatsu@npc-tyo.co.jp】から配信されますので、迷惑
メール対策やドメイン指定を設定している方は、ご注意く
ださい。

※Web 上のお申込みができない方は、下記お問い合
わせ先へご連絡ください。

2022 年 5 月 20日（金）
（一次締切日）

※申込状況により大会当日まで、お申込みを受付いたします。
お支払い方法 参加券等資料と同時に請求書をログインページへアップ
ロードいたしますのでアップロードされましたら、内容を
ご確認の上お振込みくださいますようお願いいたします。
《会場聴講をご希望の方へのご注意》

QC サークル本部登録されている方は、下記 URL からログ
インいただき、Web 上でお申込みください。
QC サークル本部登録をされていない方も Web 上で
お申込みいただけます。

▶https://juse-qcch.juse.or.jp/qcc̲Honbu/

QCサークル本部登録メンバーの方は必ずサークルの登録
番号をご記入ください。
開催約 2 週間前を目安に参加券、請求書、開催通知、調査
票をアップロードします。

申込締切日

10：00～10：10

●オンライン聴講の場合

▶https://juse-qcch.juse.or.jp/qcc̲Honbu/

申込締切日
お支払い方法

2022 年 5 月 20日（金）
（一次締切日）

※１次締切日以降にお申込みされる場合はご連絡ください。
請求書はログインページへアップロードいたしますので
アップロードされましたら、内容をご確認の上お振込み
くださいますようお願いいたします。

※昼食は参加費に含まれておりません。飲食店地図を用意いたしますのでご利用ください。なお、発表会場内は飲食禁止となっております。
キャンセルの取扱いとお願い

参加者ご本人の都合が悪くなった場合には、原則として代理の方のご参加をお願いします。やむを得ず、お客様の都合でキャンセルされる場合には下記お問い合わせ先まで
ご連絡をお願いします。なお、その際には下記キャンセル料を申し受けます。
【キャンセル料】 ●開催日の 7 営業日前〜2 営業日前のキャンセル一参加費の 20％
●開催前日〜当日のキャンセル／事前の連絡がなかった場合一参加費の 100％
※大会当日
「37.5℃以上の熱がある」
または
「事前に提出いただく調査票から感染症と疑わしき内容が確認された」
場合、その場で退館いただくよう案内しますが、その際の
キャンセル料はいただきません。
大会の中止・延期について
本大会は、現地事情により中止・延期になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
免責事項
天災地変や伝染病の流行、大会会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等、当財団が管理できない事由により、大会内容の一部変更および中止のために生じ
たお客様の損害については、当財団では責任を負いかねます。

（2022年4月7日現在）

発表No.

企業名／サークル名

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
TEL:03-5378-9815 FAX:03-5378-9842 E-mail:juseqccd@juse.or.jp

テーマ

推薦支部

開催挨拶 QCサークル本部長／一般財団法人日本科学技術連盟 理事長 佐々木 眞一

10：10～10：29

1

㈱岡山村田製作所
はれのくに

10：29～10：48

2

愛知製鋼㈱ 鍛造工場
フルーツみっくす

10：48～11：07

3

㈱TMJ
レポート★アナリティクス

止めない、止まらない倉庫の実現
～ストレスフリーな倉庫を目指して～
「やってみる」
から始めたQCサークル活動
～ありがとうの輪を広げた私たちの歩み～
改善提案チーム 苦戦の立ち上げからの挑戦
～クライアントから信頼を獲得するまで～

11：07～11：22

中国・四国
東 海
関 東

休 憩

11：22～11：41

4

㈱TMJ 九州拠点
とばた10YA!

ひとりの100歩より、メンバー全員の1歩！

九 州

11：41～12：00

5

アクシアル リテイリング ㈱原信 桜町店
さくらんぼ

技術を磨き、熱意にあふれたパン作り！
～さくらんぼサークル成長ストーリー～

北 陸

12：00～13：10

昼 食・休 憩

13：10～13：29

6

イビデン㈱ 青柳工場
Sakura_

Sakura_サークルの存続危機を乗り越えた
2年間の歩みと進化

東 海

13：29～13：48

7

両備ホールディングス㈱ 両備バスカンパニー 岡山営業所
エアロ・エース両備岡山

私たちは大切な人
（あなた）
をお運びします

中国・四国

13：48～14:03

休 憩

14:03～14：22

8

㈱富山村田製作所
ふきのとう

QCサークル活動でみんなの困りごとを解決 ～「QCって楽しい」
北 陸
と思えるまでに成長した“ふきのとうサークル”の軌跡～

14：22～14：41

9

㈱ダイナックス
パッカーズ

ワーキングママの新たなチャレンジ
～パッカーズの桃太郎伝説～

14：41～15：00

10

富士フイルムマニュファクチャリング㈱ 鈴鹿事業所 変革期3年間の歩み ～サークル活動で見えたスタッフ
先手必勝
業務改善の神髄を次の世代へ～

15：00～15:40

お問い合わせ

（東京都・大手町）

各出場サークルのご紹介について

プログラム（予定）

参加申込要領
申込方法

日経ホール

ご活用ください。また、本大会は新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で実施します。主な感染症対策は次ページ
以降をご参照ください。

オンライン聴講
（アカウント数フリー） …………………220,000円
（税込）

QC サークル本部登録されている方は、下記 URL からログ
インいただき、Web 上でお申込みください。
QC サークル本部登録をされていない方も Web 上で
お申込みいただけます。

会 場

全国QCサークル各支部から推薦されたサークルによる発表大会です。本大会では、総務、品質管理、物流や顧客対応
など、多種多様な業種の企業・組織や、事務・間接部門から優秀な事例発表がありますので研鑽の場として是非この機会を

●オンライン聴講（法人料金）

●会場聴講の場合

6月10日 金

10：00〜16：00

https://juse-qcch.juse.or.jp/qcc_Honbu/
大会参加費（予定）

申込方法

2022年

15：40～16：00

記念撮影 ・ 休憩

審査結果発表 QCサークル本部幹事長／山ノ川 孝二
表彰式
QCサークル本部長／佐々木 眞一
（上掲）

★発表1件19分
（準備1分、発表18分）

※本プログラムは変更になる場合がありますことご了承ください。
※新型コロナウイルスの感染状況から、完全オンラインでの実施となる場合があります。

北海道
東 海

