２０１９年度(２０１９年３月１日～２０２０年２月２９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
新日鐵住金㈱ 室蘭製鐵所 春日井 守
〒050-0087 室蘭市仲町12番地
TEL 070-3393-2065 FAX 0143-47-2720
札幌地区
㈱ダイナックス 藤根 由美子
〒066-0077 千歳市上長都1053-1
TEL 0123-26-7080 FAX 0123-49-2050
苫小牧・千歳地区
出光興産㈱ 北海道製油所 藤曲 正子
〒059-1392 苫小牧市真砂町25番地1
TEL 0144-55-3869 FAX 0144-56-2461

㈱小松製作所 品質保証部 斎藤 元誉/高嶋 泰弘
〒935-8501 富山県氷見市下田子1-3
TEL 0766-88-6012 FAX 0766-91-4798
新潟地区
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱ｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社 新潟工場 品質保証部 金原 蘭子
〒959-0192 新潟県燕市大川津字島畑1115番地
TEL 0256-97-4508 FAX 0256-97-4944
富山地区
コーセル㈱ 品質管理部 楠木 仁美/奥田 忍
〒930-0816 富山県富山市上赤江町1-6-43
TEL 076-432-8154 FAX 076-432-8170

室蘭地区
日鉄住金テクノロジー㈱ 室蘭事業所 高橋 信雄
〒050-0087 室蘭市仲町12番地
TEL 0143-47-2431 FAX 0143-47-2760

石川地区
㈱曽田製作所 品質保証部 品質保証課 田尻 洋平
〒923-0031 石川県小松市高堂町ロ75
TEL 0761-22-3878 FAX 0761-22-3877
福井地区
日華化学(株)品質保証本部 グループＱＭ統括部 窪田
〒910-8670 福井県福井市文京4丁目23-1
TEL 0776-25-8586 FAX 0776-24-9242

裕美

東 北 支 部
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 基準管理グループ
〒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
青森・岩手地区
㈱やまびこ 盛岡事業所 生産部 担当課長 大山 芳弘
〒020－0611 岩手県滝沢市巣子10－2
TEL 019-641-6111 FAX 019-641-4636
宮城地区
我妻 信義
〒981-2402 伊具郡丸森町金山字狢討22-11
TEL 0224-87-8862
FAX 0224-87-8862
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

近 畿 支 部

土場 祐子

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

山梨地区
ＮＥＣプラットフォームズ㈱ 人事総務部 堀込 文也／三村 和佳子
〒400-0055 山梨県甲府市大津町1088-3
TEL 055-243-4120 FAX 055-243-4220
千葉地区
三島光産㈱ 鉄鋼君津事業本部 業務・管理部 労働課 平田 靖
〒299-1147 君津市人見1212
TEL 0439-52-3131 FAX 0439-52-4040
神奈川地区
日立オートモティブシステムズ㈱ 厚木事業所 村松 武夫／杉山 由美子
〒243-0213 神奈川県厚木市飯山2058-1 研修センター
TEL 046-242-1653 FAX 046-242-1658
茨城地区
日立建機㈱ 生産・調達本部 生産調査部
〒300-0013 土浦市神立町650
TEL 029-832-7119 FAX 029-832-9881

勢田

兵庫地区
社会福祉法人ささゆり会 特別養護老人ホーム サンライフ西庄
〒670-0981 兵庫県姫路市西庄甲８７番１
TEL 079-299-3500
FAX 079-299-3501

植田

静岡地区
浜名湖電装㈱ 品質保証部 品質企画１課 都築
〒431-0431 静岡県湖西市鷲津１３６番地
TEL 053-576-1668
FAX 053-575-0066
岐阜地区
太平洋工業㈱ 第一製造部 関谷 和彦
〒503-8603 岐阜県大垣市久徳町100番地
TEL 0584-93-0135 FAX 0584-93-0119

ＪＦＥスチール㈱ 西日本製鉄所 倉敷地区
〒712-8511 岡山県倉敷市水島川崎通1丁目
TEL 086-447-2398
FAX 086-447-2467
岡山地区
三菱自動車工業㈱ 水島製作所 品質管理部
〒712-8501 岡山県倉敷市水島海岸通1-1
TEL 086-444-4168
FAX 086-444-4763
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 竹田 邦夫
〒747-0835 山口県防府市大字西浦888-1
TEL 0835-29-4479 FAX 0835-29-3019

田中 美夕紀

四国地区
三菱電機㈱ 受配電システム製作所 宮西 廣一
〒763-8516 香川県丸亀市蓬莱町８番地
TEL 0877-24-8024
山陰地区
ダイヤモンド電機㈱ 鳥取工場 TQM推進部 前場
〒689-1192 鳥取県鳥取市南栄町18
TEL 0857-53-1121 FAX 0857-53-1104

林 淳子

ゆかり

九 州 支 部
日産自動車九州㈱ 人事・渉外部 人事・安健課
〒800-0395 福岡県京都郡苅田町新浜町1-3
TEL 093-435-1120 FAX 093-435-1511

山本

佳子／福田

まゆ

隆司
北部九州地区
トヨタ自動車九州㈱ TQM推進室 活力向上支援G
尾前 賢二／古川 孝介／元村 麻美
〒823-0015 福岡県宮若市上有木1番地
TEL 0949-34-2359 FAX 0949-34-2420
中部九州地区
＜事務窓口＞
㈱ブリヂストン 九州生産本部 久留米工場 野口
〒830-0028 福岡県久留米市京町105番地
TEL 0942-39-3161 FAX 0942-39-3140

東 海 支 部
㈱デンソー 品質管理部 TQM推進室 遠藤 克義/川村 綾/宮本 弘華
〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町1-1
TEL 0566-61-6032 FAX 0566-25-4540
愛知地区
アイシン・エィ・ダブリュ㈱ ＴＱＭ推進部 大久保 博行/黒島 理栄
〒444-1192 愛知県安城市藤井町高根１０番地
TEL 0566-73-1078 FAX 0566-73-3158
三重地区
富士ｾﾞﾛｯｸｽﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ㈱ 鈴鹿事業所 製造管理部 物流グループ
辻 徹也/伊藤 映理亜
〒519-0393 三重県鈴鹿市伊船町1900番地
TEL 059-371-8499 FAX 059-371-8557

裕美

中 国・四 国 支 部

関 東 支 部
セイコーエプソン㈱ 広丘事業所 CS品質・環境企画部 山田 澄恵
〒399-0785 長野県塩尻市広丘原新田80
TEL 0263-54-1461 FAX 0263-53-3702
京浜地区
日産自動車㈱ 横浜工場 品質保証部 伊藤 夕希乃/加藤 専二郎
〒220-8623 神奈川県横浜市神奈川区宝町２番地
TEL 050-3624-1523 FAX 045-461-7487
長野地区
ＮＴＮ㈱ 長野製作所 もの造りセンター 企画推進課 林 千佳
〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪14017-11
TEL 0265-79-8941 FAX 0265-79-0933
群馬地区
日立オートモティブシステムズ㈱
生産合理化推進部 有田 則子/群馬総務グループ 澤田 一美
〒372-0023 群馬県伊勢崎市粕川町1671-1
TEL 0270-26-7229 FAX 0270-26-2357/TEL 0270-26-7111
埼玉地区
大崎電気工業㈱ 埼玉事業所 品質保証部 品質システム課 金丸 淳子
〒354-8501 埼玉県入間郡三芳町藤久保1131
TEL 049-258-3995 FAX 049-258-4236
栃木地区
㈱小松製作所 小山工場 品質保証部 ＱＣ事務局 落合 伸行
〒323-8558 栃木県小山市横倉新田400
TEL 0285-28-8237 FAX 0285-28-8209

ダイハツ工業㈱ 管理本部 ＴＱＭグループ
笹井 正行/阪本
〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1
TEL 072-754-4113
FAX 072-752-8794
京滋地区
エスペック㈱ 福知山工場 ＱＭＳ推進部
伊柳 和重
〒620-0853 京都府福知山市長田野町1-7
TEL 0773-27-3136
FAX 0773-27-7131
大阪・近畿南地区
㈱エクセディ グローバル人材開発部 人材育成部 花田 貴志
〒572-8570 大阪府寝屋川市木田元宮1‐1‐1
TEL 072-822-1372
FAX 072-824-7632

英嗣/神谷

有里子

西部九州地区
㈱戸上電機製作所 品質保証部 品質管理グループ
〒840-0802 佐賀県佐賀市大財北町1番1号
TEL 0952-25-4140

坂本

憲幸

直美

沖 縄 支 部
拓南製鐵㈱ 製鋼部 棚原 大樹／環境室 八木
〒904-2162 沖縄県沖縄市海邦町3番26
TEL 098-934-6822 FAX 098-934-6833

佳菜子

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 03-378-9815 FAX 03-5378-9843

智

