第 61 回品質月間協賛行事

オンラインと集合の
初・同時開催!!

クオリティ
フォーラム 2020
（品質経営総合大会）

特別 横山 裕行 氏
講演 ダイハツ工業㈱

エグゼクティブアドバイザー
1 （前代表取締役副社長）

開催日

2020.11.25㈬～ 27㈮〔３日間〕

※11.27 ㈮は、事業所見学会を開催します。詳細は中面をご覧下さい。

特別 井上 康生 氏
講演 柔道全日本男子監督

3

参加者全員
見逃し配信つき!

東海大学体育学部
武道学科 教授

特別 比戸 将平 氏
講演 ㈱ Preferred Networks

2

執行役員 研究開発担当

主な企画セッション
デジタルトランスフォー
メーションによる新しい
価値の創造

経営戦略としての
働き方改革の実践

失敗から学ぶ成功への道Ⅱ

～企業事例に学ぶ
失敗学実践による未然防止～

※その他、「TQM のコアツール「方針管理」の重要性を改めて考える」、「グローバルでの競争優位を目指すものづくり革新」、
「大変革時代に勝負を分ける人財育成の重要性」、「トップが語る、我が社の品質経営」などを予定しています。
詳細は中面をご覧下さい

主催：一般財団法人 日本科学技術連盟
https://www.juse.jp/quality_forum/

クオリティフォーラム2020

検索

クオリティフォーラム
Twitter
2020 ウェブサイト ＠quality_forum_

クオリティフォーラム 2020（品質経営総合大会）プログラム

https://www.juse.jp/quality_forum/

（第 26 回品質機能展開シンポジウム同時開催）

日㈬

25

特別講演

月

11

時間

11:00～12:00

特別講演１

企画セッション
一般事例発表・日本品質奨励賞受賞報告講演

月
月 日
日㈭
㈭

26
26

集合会場受付 10：00 ～

「ダイハツのモノづくり、コトづくり～お客様に寄り添い、暮らしを豊かに～ 」
横山 裕行（ダイハツ工業㈱ エグゼクティブアドバイザー （前代表取締役副社長））

特別講演２

「深層学習による製造業のスマート化と産業応用の将来展望」
比戸 将平（㈱Preferred Networks 執行役員 研究開発担当）

Ａ会場（３階

一ツ橋ホール）

【デジタルトランスフォーメーションによる新しい価値の創造】

Ｂ会場（８階

ライブ配信 10：25 ～配信開始

特別講演・企画セッション・一般事例発表の概要はホームページをご覧ください。
講演・発表時間：企画セッション
※各発表後に休憩がございます。

※第５回日本ベンチャー大賞（内閣総理大臣賞）受賞

日本教育会館（東京・千代田区一ツ橋）

C 会場（８階

第一会議室（801 ～ 804））

【経営戦略としての働き方改革の実践】

１件 45 分、一般事例発表

１件 30 分（発表 25 分、質疑応答５分）

※本プログラムは、登壇者・発表者の都合により、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

第二会議室（805・806））

Ｄ会場（9 階

喜山倶楽部

飛鳥の間）

【TQM のコアツール「方針管理」の重要性を改めて考える～日常管理とのすみわけも含む】【第 26 回品質機能展開シンポジウム】

14:10～14:55

1

「仮）DX をバズワードにしないために必要な視点」
トレジャーデータ㈱ エバンジェリスト
consulting & more 代表
若原 強

5

「経営戦略としての働き方改革～新しい時代に向けて～」
㈱ワーク・ライフバランス
取締役・パートナーコンサルタント
大塚 万紀子

9

「方針管理とはどんなツールなのか－その意義と難しさ－」
早稲田大学 理工学術院教授
棟近 雅彦

13

「品質機能展開（QFD）とは何か」
玉川大学 経営学部 国際経営学科
永井 一志

15:00～15:45

2

「コニカミノルタ Business Innovation Center (BIC) 流
顧客価値創造とは？」
コニカミノルタ㈱ BIC 推進部長 兼 BIC Japan 所長
波木井 卓

6

「働き方改革を支える品質経営」
トヨタ自動車㈱ 元副社長
（一財）日本科学技術連盟 理事長
佐々木 眞一

10

「キャタラーにおける方針管理の取り組み
～デミング賞挑戦と方針管理強化の軌跡～」
㈱キャタラー 経営企画部 部長
渡部 淳

14

「多次元思考のススメ」
アルプスアルパイン㈱ 技術本部 技術管理部 部長
黒河 英俊

15:50～16:35

3

「経済産業省における産業界への
デジタルトランスフォーメーションの推進」（仮）
経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課

7

「ヤフーの働き方改革（2020）」
Z ホールディングス㈱ 常務執行役員
本間 浩輔

11

15

「潜在ニーズ掘り起こしのための QFD 活用
“ 既存 MFP 事業と研究開発部門での取り組み紹介 ”
」
㈱リコー イノベーション本部 細川 哲夫
㈱リコー Customer First センター 高内 正恵
㈱リコー イノベーション本部 渡辺 誠

16:40～17:25

4

３者とフロアによる総合討論（パネル）
【コーディネーター】福本 勲
（㈱東芝 デジタルイノベーションテクノロジーセンター
チーフエバンジェリスト）

「ブリヂストンの方針管理とガバナンス体制」
㈱ブリヂストン
執行役員 CQO・品質推進担当
井上 祥

8

３者とフロアによる総合討論（パネル）
12
【コーディネーター】大塚 万紀子
（㈱ワーク・ライフバランス 取締役・パートナーコンサルタント）

３者とフロアによる総合討論（パネル）
【コーディネーター】棟近 雅彦
（早稲田大学 理工学術院教授）

16

「創造性と効率性を両立した技術開発プロセス構築の取り組み
～ QFD と MBD の融合～」
サワダ技研㈱ 代表取締役 沢田 龍作

時間

9:15～9:45

9:50～10:20

Ａ会場（３階 一ツ橋ホール）
司会：加藤 重正（㈱鳩山カントリークラブ）
鈴木 直人（日野自動車㈱）

Ｂ-1 会場（８階 第一会議室（801・802））
司会：武石 健嗣（㈱ジーシー）
藤井 暢純（（同）グローバル品質経営研究所）

Ｂ-2 会場（８階 第一会議室（803・804））
司会：内海 慎一（富士ゼロックス㈱）
奥原 正夫（公立諏訪東京理科大学）

【工程の品質改善・効率化】
17 「シリンダーヘッドカバーのカラー圧入バリ不良撲滅」
トヨタ紡織㈱ 本間 啓太

【働き方】
【SQC の活用】
【QC サークル活動（小集団改善活動）の推進】
「新しいワークスタイル実現のための、健康に配慮した、これからのオフィスビルの提案
22 「顧客への「提供価値の向上」に根ざした「小さな改善」活動（JHS）」 27 「レーザー溶接における、応答曲面法を活用した良品条件の確立」 32 －WELL 認証 ゴールドの獲得（国内最大規模の建物）－」
㈱ TMJ 野上 真裕
澤藤電機㈱ 佐藤 佑司
㈱竹中工務店 伊藤 宏樹

【工程の品質改善・効率化】
18 「セラスマート製造工程における接着強度検査不合格の撲滅」
㈱ジーシーデンタルプロダクツ 日比野 隆代

【QC サークル活動（小集団改善活動）の推進】
【SQC の活用】
23 「私のＱＣサークル活動支援～女性サークルのあるべき姿を追いかけて～」 28 「ＣＡＥ技術とＳＱＣ手法を融合した開発効率化の促進」
愛知製鋼㈱ 田中 裕幸
シロキ工業㈱ 山口 寛司

【新商品開発・技術開発】
「震度７クラスの巨大地震でも建物の機能を維持できる免震構造の開発と適用

33 －THE 免震（ワイドレンジシステム）
－」
㈱竹中工務店

赤澤

資貴

【QC サークル活動（小集団改善活動）の推進】
【SQC の活用】
【工程の品質改善・効率化】
19 「バランサー切削工程における軸受内径位置度ばらつきの低減」 24 「～新型コロナ禍に対応する QC サークル活動～変化をチャンスに！変化に対応したオンライン発表大会」 29 「QC 手法を活用した不具合分析の改善事例」
㈱オティックス 榊原 健斗
コマツ 石田 義仁
エプソンアヴァシス㈱ 小島 義也

【新商品開発・技術開発】
34 「HV モーター ローターコアのレーザー溶接不良低減」
トヨタ紡織㈱ 谷口 慎一

11:00～11:30

【マネジメント実践】
20 「一人ひとりが働きがいを持てる職場づくり」
アイシン精機㈱ 松井 明子

25 日本品質奨励賞

35 日本品質奨励賞

11:35～12:05

【人材育成・SQC の活用】
21 「品質保全の変革と予兆管理への取組み」
アイシン精機㈱ 西雪 信太朗

【その他】
26 「お客様へ提供する価値検証への挑戦」
コニカミノルタ㈱ 小宮山 大祐

Ａ会場（３階

一ツ橋ホール）

企画セッション

46

「グローバルでの競争優位を目指すものづくり革新
～ダイキン工業におけるものづくり力の強化のグローバル展開について～」
50
ダイキン工業㈱ 執行役員 空調生産本部長
堺製作所長 森田 重樹

43

14:40～15:25

44

「①AGC グループにおける「失敗から学ぶ」取組み（その２）～失敗のワナを語ろう～」
AGC ㈱ 環境安全品質本部 品質部 品質マネジメントチーム
マネージャー 岩松 正治
48
「②失敗学における情報発信」
（一財）
日本科学技術連盟 失敗学担当

15:30～16:15

45

３者とフロアによる総合討論（パネル）
【コーディネーター】濱口 哲也
（㈱濱口企画 代表取締役）

特別講演

Ａ会場（３階

47

49

品質管理における機械学習の活用～ＪＳＱＣ研究会報告～
１．「不適合データの識別分析」（仮）
（発表者調整中）

「品質管理における機械学習活用の実際と課題
38 2．
（ＪＳＱＣ研究会総括）」
（仮）
㈱日本科学技術研修所 犬伏 秀生
「機械学習手法を用いた画像の解析」（仮）
39 3．
㈱日本科学技術研修所 山田 芳幸
40 日本品質奨励賞

受賞企業講演（予定）

受賞企業講演（予定）

Ｃ会場（８階

第二会議室（805・806））

【大変革時代に勝負を分ける人財育成の重要性】
「出る杭人財の育成イノベーター「出る杭」の本質思考
－ＧＡＦＡを超える発想法－」
ソスピック㈱ 代表取締役
横田 宏信

Ｄ会場（９階

喜山倶楽部

54

「シロキ工業における品質経営の取組み
～新生シロキビジョンの達成を目指した TQM 活動の推進～」
シロキ工業㈱ 取締役社長 岡部 均
（2019 年度 デミング賞受賞）

飛鳥の間）

【トップが語る、我が社の品質経営】

「マツダのモノ造り ～モノ造りの志と挑戦～」
マツダ㈱ 常務執行役員
グローバル品質担当、コスト革新担当補佐
川上 英範

51

「トヨタ自動車九州における機械学習の人財育成
～ TQM の推進と組織能力の向上～」
トヨタ自動車九州㈱
経営企画本部 副本部長 川原 英司

55

「デミング賞受賞に向けた挑戦」
小橋工業㈱ 代表取締役社長
小橋 正次郎
（2019 年度 日本品質奨励賞 TQM 奨励賞受賞）

「NEC プラットフォームズにおけるものづくり革新
～グローバル One Factory 活動の推進～」
NEC プラットフォームズ㈱
取締役 執行役員専務 大嶽 充弘

52

「旭化成グループの品質保証人財育成」
旭化成㈱ 理事 品質保証部
中尾 卓

56

「ジヤトコにおける品質経営の推進」（仮）
ジヤトコ㈱
社長・最高経営責任者
中塚 晃章

３者とフロアによる総合討論（パネル）
【コーディネーター】水上 潔
（ロボット革命イニシアティブ協議会
インダストリアル IoT 推進統括）

53

３者とフロアによる総合討論（パネル）
【コーディネーター】今野 勤
（神戸学院大学 経営学部 教授）

57

３者とフロアによる総合討論（パネル）
【コーディネーター】山田 秀
（慶應義塾大学 理工学部 管理工学科 教授）

一ツ橋ホール）

特別講演３

37

【SQC の活用】
【サービスの質向上】
「品質経営懇話会が示したこれからの品質経営のかたち
31 「レーザー溶接におけるエアーブローを用いた気化金属除去条件の確立」 36 ～ビジネスモデルで先行して、現場力勝負に持ち込むための理論と実践（第一次報告書より）～」 41 「タイヤの交換時期を予測する機械学習モデルとデータの品質保証の取組み」
（一財）
日本科学技術連盟 糸柳 寿人
トヨタ紡織㈱ 森田 武
ブリヂストン㈱ 田口 悠介

第一会議室（801 ～ 804））

13:50～14:35

「失敗学 スピンオフ物語…どの会社でもハマる怖～いワナ…」
㈱濱口企画 代表取締役
濱口 哲也

受賞企業講演（予定）

Ｂ会場（８階

42

16:30～17:30

30 日本品質奨励賞

【失敗から学ぶ成功への道Ⅱ～企業事例に学ぶ失敗学実践による未然防止～】 【グローバルでの競争優位を目指すものづくり革新】

13:00～13:45

時間

受賞企業講演（予定）

教授

Ｄ会場（９階 喜山倶楽部 平安の間）
司会：今野 勤（神戸学院大学）
新倉 健一（前田建設工業㈱）

Ｃ会場（８階 第二会議室（805・806））
司会：新木 純（積水化学工業㈱）
高木 美作恵（（一財）日本科学技術連盟）

10:25～10:55

時間

新企画

11月
27日
㈮

佐々木 眞一 （一財）日本科学技術連盟 理事長
今野 勤 クオリティフォーラ ム企画委員長

開催挨拶

12:10～13:10

2020 年 11 月 25 日㈬～ 27 日㈮

一ツ橋ホール）

10:40～11:00

時間

11
11

Ａ会場（３階

「私の柔道哲学」
井上 康生（柔道全日本男子監督 東海大学体育学部武道学科 教授）

事業所見学会（関東地区４事業所で開催予定） ※詳細は見開き右ページをご確認ください。

日本品質奨励賞

受賞企業講演（予定）

11.26

Thu

日本品質奨励賞は、“デミング賞への一里塚 ”として知られ、
「TQM 奨励賞」と「品質革新賞」の２つで構成されています。

TQM 奨励賞

品質の改善やその継続、レベルの向上をはかって
おり、将来デミング賞へ挑戦できるレベルまで発
展する可能性のある組織を対象とする。
2019 年度までの受賞組織数 53 件
★日本品質奨励賞の詳細→http://www.juse.or.jp/jqa/

品質革新賞

広く活用できる優れた品質マネジメント技法を開
発した組織のグループ、部門、事業部または、個
人を対象とする。
2019 年度までの受賞組織数 27 件

本年度は、10 月３日に受賞組織を発表する予定です。

（11/1

11：00 ～ 11：30 講演予定）

（敬称略）2020.８.17 現在

自宅からでも会社からでも参加できる！

オンライン参加（全会場ライブ配信）について

11月25日、26日

NEW !

オンラインでも、会場にお越しいただいた時と同様、各会場（A ～ E 会場）を行き来することが可能です。
集合会場での参加が難しい場合には、ぜひオンラインでご参加下さい！
〈集合会場〉

◆ オンライン参加のメリット ◆

〈オンライン〉

・今しか聴けない貴重な講演を、オフィスや自宅から聴
講することができます。
・東京への移動時間や交通費・宿泊費を削減できます。
・ライブ配信なので、臨場感があり、集合会場と同様に
受講できます。

オンラインでの詳しい参加方法は Web で！

https://www.juse.jp/quality_forum/online/

オンラインでお申し込みいただいた方には、11 月中旬までに、視聴用 URL、ID、パスワードをメールにてお知らせします。

事業所見学会について

11月27日

NEW !

クオリティフォーラム３日目（11/27）に事業所見学会を実施します！
クオリティフォーラムでご登壇いただいたことのある４組織から、
自社の取り組みについてご紹介いただきます。

□ 取り組み内容について、実際に目にして学ぶことが可能です！
□ 参加者同士の意見交換の時間もあり、交流ができます！
□ 企業の方に直接質問し、お話を聞くことができます！

〈事業所見学先企業〉（順不同）
企

※参加定員になり次第締切ります。お早目にお申込み下さい。

業

所在地

主生産品

藤沢工場

神奈川県藤沢市土棚 8

大型・中型・小型トラック、バス、
自動車用ディーゼルエンジン、
産業用ディーゼルエンジン

❷ コニカミノルタジャパン㈱

東京都港区芝浦 1-1-1

情報機器、医療機器、計測機器、機能材料等

❸ サラヤ㈱

茨城県北茨城市中郷町日棚
644-55

家庭用及び業務用洗浄剤・消毒剤・うがい薬等の衛生用
品と薬液供給機器等の開発・製造・販売、食品衛生のコ
ンサルティング、食品等の開発・製造・販売

埼玉県入間市上藤沢 480 番地

サーボアンプ、サーボモータ

❶ いすゞ自動車㈱

関東工場

❹ ㈱安川電機

入間事業所

〈プログラム例〉
時

間

研

修

内

容

12:45 頃

集合（現地もしくは貴事業所の最寄り駅に集合 )

13:00 ～ 13:30

ご挨拶、貴社、事業所の概要説明、注意事項説明

13:30 ～ 14:30

貴社の取組みご紹介

14:30 ～ 16:00

工場見学、質疑応答

16:00 ～ 16:30

意見交換会

16:30 ～ 16:45

アンケート記入、事務連絡

17:00

現地もしくは貴事業所・最寄り駅にて解散

・参加者同士の意見交換

・意見交換の内容発表

・質疑応答

※事業所見学のみの参加はできません。 ※現地集合、現地解散となります。 ※事業所までの交通費はご自弁いただきます。
※事業所見学は新型コロナウイルスの感染拡大状況により、中止になる場合があります。

詳細は Web で！

https://www.juse.jp/quality_forum/tour/

特別講演

講演概要

特別講演 1

特別講演 3

特別講演 2

横山 裕行 氏

ダイハツ工業㈱
エグゼクティブアドバイザー
（前代表取締役副社長）

比戸 将平 氏

井上 康生 氏

ダイハツのモノづくり、コトづくり
～お客様に寄り添い、暮らしを豊かに～
ダイハツが得意とする軽、コンパクト車はまさに生活に密着
したクルマでありお客様に寄り添い、暮らしを豊かにすること
を志としてきました。お客様が求めておられる価値を認めてい
ただける価格と品質で提供するために開発、生産などで様々な
取り組みを進めています。
また、４年前にトヨタの 100％子会社となりトヨタグループ
への貢献とともにダイハツらしさを磨き上げるべく新たなコー
ポレートスローガン ”Light you up”を掲げモノづくりとコトづ
くりの両輪で成長を目指していますのでその具体的な活動につ
いてもご紹介します。トヨタとダイハツというある面では好対
照な両社に籍を置いた視点でからもお話しできればと思います。

柔道全日本男子監督
東海大学体育学部武道学科

㈱ Preferred Networks
執行役員 研究開発担当

教授

私の柔道哲学

深層学習による製造業の
スマート化と産業応用の将来展望

2012 年ロンドン五輪で日本男子柔道は、史上
初の金メダルゼロに終わった。そんな中、同年 11
月より井上康生は全日本柔道男子監督に就任。伝
統を守りつつ、革新的なことに取り組み、日本柔
道界の『改革』を行った。
2016 年リオデジャネイロ五輪にて、1964 年
の東京五輪以来となる「全階級メダル獲得」を達成。
柔道家・井上康生の柔道に対する思いと自身が
歩んできた柔道人生を振り返りながら、リオデジャ
ネイロ五輪までの改革と東京五輪までの取り組み
を紹介する。

深層学習をはじめとする人工知能技術の製
造業への適用はますます進んでおり、すでに
多くの応用において商用化されている。
本講演では深層学習の製造業応用例につい
て Preferred Networks における事例を含め
て紹介したあと、その基礎となる深層学習技
術の進展と最新動向について述べる。
また、後半では製造業を超えてさらに多く
の業界で産業応用が広がる可能性について展
望を示す。

お申し込みに際しての“よくあるご質問”

？

？

？

Q１「2 日券」を申し込みたいのですが、1 日目と 2 日目で別の者が参加しても良いのでしょうか？
Ａ１「2 日券」は、登録者のみが参加の権利を有します。1 日目と 2 日目で参加者が変更になることは、原則として認めて
おりません。1 日目と 2 日目で別の方が参加される場合、1 日券（1 日目、2 日目の 2 枚）をご購入ください。
Q２ 早割で申し込みたいのですが、現時点で社内の誰が参加するか決まっていないのですが…。
Ａ２ 別途、個別に対応させていただきますので、クオリティフォーラム担当までご相談ください。

Q３ ライブ配信とは、どんなイメージなのでしょうか？
Ａ３ お申込み方法や視聴までの手順、視聴イメージについては、web サイトにて詳細を公開しております。
【URL】https://www.juse.jp/quality_forum/online/
インターネットを通じて、ライブ配信しますのでパソコンやタブレットで視聴することができます。

今年は、参加者全員に「見逃し配信」を視聴いただけます。
是非アーカイブのご検討を。
過去開催された 30 もの講演動画が視聴できる！

社内教育の
一環として
ご好評いただ
いて
おります！

動画画面（イメージ）

「クオリティフォーラムアーカイブ」
お手持ちのパソコンやスマートフォンで、簡単に受講できます！

「もう一度、あの講演を聴きたい」
「業務の都合で、参加できなかった」

クオリティフォーラムアーカイブ

「参加したが、隣の会場の講演は
聴講できなかった」

従来会場でしか聴講することが出来なかった、過去の講演を、
「いつでもどこでも」視聴できます。クオリティフォーラムへ
の参加と合わせてアーカイブもご活用ください！！
クオリティフォーラム 2017・2018・2019 の講演を、配信しております。
2017 は評価の高かった「企業理念・ウェイの浸透、展開」セッションを、2018 は６つのセッションを、2019 は●●●●●●を配信中です！
※利用期間内であれば、パソコン又はスマートフォンにて繰り返し視聴が可能です。利用期間は、お支払い完了より 30 日間です。

専用ページ・サンプル動画

https://www.juse.jp/quality_forum/video_archive/

クオリティフォーラム アーカイブ

検索

クオリティフォーラム2020・品質機能展開シンポジウム企画委員会（敬称略・順不同）
クオリティフォーラム企画委員
今野
勤 （神戸学院大学 経営学部 教授）
新木
純 （積水化学工業㈱ 生産力革新センター CS品質グループ グループ長）
伊藤 徹也 （㈱デンソー 品質管理部 TQM推進室長）
今井 一富 （アイホン㈱ 経営企画室 経営企画第二課 課長）
内海 慎一 （富士ゼロックス㈱ CS品質本部 デバイス品質管理部 部長）
荻島 賢一 （コニカミノルタ㈱ 品質本部 品質保証企画部 部長）
奥原 正夫 （公立諏訪東京理科大学 工学部 情報応用工学科 教授）
加藤 重正 （㈱鳩山カントリークラブ 代表取締役）
加藤雄一郎 （名古屋工業大学 産学官金連携機構 プロジェクト教授）
北原 宏太 （㈱ブリヂストン 品質経営企画・TQM推進部 TQM推進ユニットリーダー）
品質機能展開シンポジウム企画委員
渡辺 喜道 （山梨大学大学院 総合研究部 教授）
飯澤 尚文 （アルプスアルパイン㈱ 技術管理部 第2グループ GM）
木内 正光 （玉川大学 経営学部 国際経営学科 准教授）

澤田 昌志
鈴木 直人
高木美作恵
武石 健嗣
鳥羽 秀人
新倉 健一
藤井 暢純
丸田 裕二
吉水 敬三
今野
中島
中村

（アイシン精機㈱ TQM・PM・ISO推進部 TQM推進グループ"グループマネージャー（兼）主席技師）
（日野自動車㈱ TQM推進部 主査）
（
（一財）
日本科学技術連盟 嘱託）
（㈱ジーシー 顧問）
（トヨタ自動車㈱ カスタマーファースト推進本部 監査改良領域業務品質改善部 第2TQM室 主査）
（前田建設工業㈱ 安全・品質・環境監査部 安全・環境グループ グループ長）
（
（同）
グローバル品質経営研究所 代表）
（日本電気㈱ 環境・品質推進本部 シニアマネージャー）
（㈱竹中工務店 TQM推進室 室長）

勤 （神戸学院大学 経営学部 教授）
健一 （早稲田大学 社会科学総合学術院 教授）
忠雄 （日本イーエスアイ㈱ デイレクター）

参加要項

● 参加費（すべて税抜き、１名様分）※リアル・オンラインともに同価格となります。 ● 参加費支払い方法

１

※早割申込みの期間：９月１日～９月30日
※２日券のみ、
早割の対象となります。

通常2日券
一般：50,400円／日科技連賛助会員：42,000円
１日券
一般：34,800円／日科技連賛助会員：29,000円
団体２日券（５名以上）※団体券の申込み期間：９月１日～10月30日
一般：42,600円／日科技連賛助会員：35,500円
団体１日券（５名以上）※団体券の申込み期間：９月１日～10月30日
一般：32,400円／日科技連賛助会員：27,000円

２
東京会場

３
４
５

※４・５共通 ・同一の法人、組織に所属する方が５名以上で同時にお申込みください。
・お客様のご都合でキャンセルされ、4名以下になった場合、団体割引適
用外となり、差額を追加請求いたします。

※一般事例発表者の方も参加申込をお願いします。
※発表者が２名以上の場合は、特別価格
（5,000円）
での参加は
代表者１名のみとさせていただきます。

10,000円

事業所見学会

学生

７

● お申込みのキャンセルについて

正式な参加登録後、お客様のご都合でお申込をキャンセル
される場合には、大変恐縮ながら以下の通りキャンセル料
が発生いたします。
クオリティフォーラム開催日 (11/25) の
・7 営業日前～ 6 営業日前のキャンセル－参加費の 20％
・5 営業日前～ 4 営業日前のキャンセル－参加費の 50％
・３ 営業日前からのキャンセルまたは事前のご連絡がな
かった場合－参加費の 100％

● フォーラム内容に関するお問い合わせ先
一般財団法人 日本科学技術連盟
「クオリティフォーラム 2020」担当
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 1-2-1
TEL：03-5378-1215 FAX：03-5378-9842
E-mail：tqmsemi@juse.or.jp

5,000円

一般事例発表者

６

● 申込みに関するお問い合わせ先
申込は、web サイトからお願いします

※事業所見学のみの参加はできません。

８

一般財団法人 日本科学技術連盟 セミナー受付
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 1-2-1
TEL：03-5990-5849 E-mail：regist@juse.or.jp

5,000円 ※2日間ご参加いただけます。

集合会場のご案内

新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

日本教育会館（東京会場）
東京都千代田区一ツ橋2-6-2
道案内専用電話 03-3230-2833

● 東京メトロ半蔵門線
「神保町」
駅
（A1出口）
より徒歩約3分
● 地下鉄都営三田線
「神保町」
駅
（A8出口）
より徒歩約5分
「竹橋」
駅
（北の丸公園側出口）
より徒歩約5分
● 東京メトロ東西線
首都高速

さくら通り

A8

共立女子学園

● 参加者定員を通常から半減以下とし、参加者間の距離を確保

● 入場口と会場に消毒備品を設置

学士会館

● 常時ドアを開放し、換気を実施

首都高速
1b

2020.８.17 現在

駿河台下
交差点
FUJIYA
すずらん通り
三井住友銀行
神保町
交番

NTTコミュニ
ケーションズ
毎日新聞社
竹橋駅

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、東京都のガイドラ
インに則り、以下の対応を行い感染予防策を実施し、安全で快
適にフォーラムに参加いただけるよう努めて参ります。

● 入場時の検温の実施

神保町
交差点

白山通り

一ツ橋
中学校

小学館

雉子橋通り

日本教育会館

東京三菱銀行
専大前 みずほ銀行
交差点
文具店
靖国通り
神保町駅
岩波 A6
A1
城南
ホール
信用金庫
中華

九段郵便局

九段会館

りそな銀行

交番

九段下
交差点
九段下駅
6

請求書記載の指定口座へ、請求書発行後 2 ヶ月以内に
お振込みください。
（開催の約３週間前を目途にお送りします）

早割2日券
一般：45,000円／日科技連賛助会員：37,500円

丸紅

参加申込は web サイトから !

● マスク着用を必須とする

● 喫煙ルームの利用禁止

その他 下記ＵＲＬよりご確認下さい。
https://www.juse.or.jp/upload/ﬁles/COVID19_seminer_kansentaisaku_0729.pdf

https://www.juse.jp/quality_forum/app/

