その他の品質経営の実現に向けたサポートサービス
当財団では、品質活動の活性化や品質経営の実現に向けた診断や活動推進のサポートなどの
ご相談にも対応いたします。お気軽にご相談ください。

組織・現場の品質診断
自社の品質状況について、各種診断によって品質レベル、強み・弱みを把握いただき、次なる品質活動へ
のアプローチおよび教育などに繋げていただくためのサポートにも対応いたします。

次世代をリードする グローバル人材育成 をサポートします。

社内セミナー・講演会
〜 講師派遣・出張研修のご案内 〜

品質診断（TQM・QC診断）

今、企業・組織の抱える大きな課題

第3者
（専門家）
による現場診断や各種
「ステージアップガイド」
や
「チェックシート」
「
、自己評価シート」
などによる品質診断

●

●

●

「品質経営の実現」
、
「品質レベル向上」
、
「品質活動の活性化」
などに向けた…
診断結果を基にヒアリングなどを通じて、
必要・最適な教育をご提案いたします。

このような課題に対して、
現状はいかがでしょうか？

次なる品質へのアプローチ

教育のご提案

●

●

●
●

顧客からの日に日に高まる品質要求・コストダウン・
短納期への対応
新しい製品・サービスの開発
グローバルな生産展開

品質体制・体系や活動レベルアップのサポート
デミング賞や品質奨励賞への挑戦をサポート

●

強靭な企業体質へ…！

●
●

ポカミスやヒューマンエラーの多発

一向に高まらないスタッフ部門の生産性
ベテラン技能者の退職に伴う現場力低下

〈参考〉

■ ステージアップガイド
（TQM活動／品質マネジメント活動）

https://www.juse.jp/qmsg/
■ 自己評価シート
（TQM奨励賞／ISO 9001からTQM活動）
		
https://www.juse.jp/jqa/assessment/02.html

●

お問合せ先

●

社内セミナー・講演会等に関するご相談は、下記のWebページでご案内しております。

Webページ

お客様からのご要望にお応えします

●

http://www.juse.or.jp/lecturer/

社内・社員の改善意識を向上させたい
社員の問題解決力・課題達成力を
向上させたい
管理職層に品質保証・管理技術の
重要性・必要性を伝えたい

⇨お問い合わせ・お見積り・ご相談

NPC, 2020
（4000）

●
●
●

品質トラブルの再発防止・未然防止を
図りたい
現場力を向上させたい
ムダ取り・コストダウンを実践したい
新製品・新サービスの開発力を向上させたい

改善・改革のために、今こそ教育・訓練を！

※お電話・Eメールでもお問い合わせいただけます。

一般財団法人 日本科学技術連盟 品質経営研修センター 営業・企画グループ
〒163-0704 東京都新宿区西新宿 2-7-1 小田急第一生命ビル 4 階
TEL ： 03-5990-5483 FAX： 03-3344-3022
E-mail： jusekensyu@juse.or.jp

●

●
●

新たな経営管理技術の導入、既存の経営管理技術の再構築
品質・顧客満足度の向上、企業文化の変革、プロセス・製品の継続的改善

品質保証・品質管理に関わる人材育成教育は日科技連にお任せください！

品質保証・品質管理に関わる人材育成教育は
日科技連にお任せください！

主なセミナー・講演会内容（ご提供コンテンツ）
社内セミナーでは当財団で開催しているセミナーの他にご要望に合わせた企画立案が可能です。

当財団の社内セミナー
（講師派遣・出張研修）
サービスは、品質管理の総本山として 70 年以上に
わたり、産業界の品質経営の実現をお手伝いしてきた実績とノウハウに基づき、お客様のご希望・
ご要望に合わせて、最適な教育をご提供し、企業の人材育成の一躍を担います。

社内セミナーには次のような特徴・メリットがあります。

〈内容・進め方の充実〉

〈最適な講師陣の選定〉

〈開催時期・場所の自由な設定〉

講義風景

●

演習風景

社内セミナーの開催
【パターンⅠ】「定例セミナーの内容」
＋
「ご要望を反映」
【パターンⅡ】「複数の定例セミナー内容の組み合わせ」
＋
「ご要望を反映」
【パターンⅢ】「単独または複数の定例セミナーの内容」
＋
「自社状況に合わせた内容」
＋
「ご要望を反映」

ご相談

（1）ご相談・お問合せ
お電話、
メール、FAXなどでお気軽に
お問合せください。

（2）セミナー目的・ねらいの確認

当財団スタッフが貴社ご担当者と打
ち合わせ のうえ、現 状 の 実 態 、セミ
ナーの目的・ねらいなど詳細にご依頼
内容を確認します。

推進者・管理者・リーダー・メンバー、
インストラクター向け

など

信頼性・安全性

信頼性工学、
信頼性管理、
（デザインレビュー）
、
信頼性試験、
故障物理、
故障解析、
FMEA、
FTA、
DR
製品安全リスクアセスメント など
信頼性データ解析、
故障の確立モデル、
R-Map、

ソフトウェア

ソフトウェア品質入門、
レビュー技法、
テスト技法、
開発技法、
原因分析、
デバッグ工学、
プロジェクトマネジメント など
品質トラブル未然防止、
なぜなぜ分析、
失敗学・伝達力、
発見力、
自工程完結、
Quick DR、
作業標準化、
見える化・ムダとり、
ヒューマンエラー
（人為ミス）
、
A-KOMIK、
TPSノウハウ など
品質コストマネジメント など
IE、
VE、
経営戦略・事業戦略立案・戦略思考、
リーダーシップマネジメント、
ファシリテーター養成、
レビューア育成、
コーチング教育、
創造性技法、
商品企画七つ道具、
新入社員・中堅社員・管理職などの階層別教育、
現場診断、
企業交流会
（※）
、
工場見学会
（※） など

講演会の開催
社内の品質管理大会・改善発表・各種イベント等、定例行事での講演会に講演者を派遣いたします。
また、当財団では各種フォーラム、
シンポジウム、発表大会、月例・特別講演会などを開催しており、
これらのイベントで発表・発信された講演者や発表事例をご紹介できる場合もございますので、
お気軽にご相談ください。

社内セミナー・講演会のオンライン配信

社内セミナーの実施パターン

企画〜実施までの流れ

（小集団改善活動）
導入・推進、活動活性化、問題解決力向上、
QC サークル

■その他、
ご要望・ご希望の内容などがございましたらお気軽にご相談ください。
企業交流会・工場見学会ならびに一部のコンテンツにおいては調整・条件確認などの必要があることを
（※）上記、
予めご理解いただきますようお願いします。

〈費用の節約〉

まとまった人数で開催した場合には、
一人当たりの教育コストをおさえられ
ます。
● 参加者の旅費
・宿泊費等の費用を節約できます。

統計手法、
新QC七つ道具、
タグチメソッド・品質工学、
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品質機能展開
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その他

お客様の課題や実施内容、
ご要望に応じて当該分野の実務家・専門家など、
最適な講師をご紹介いたします。

自社の行事・スケジュールに合わせて調整できます。
（もちろん土日・祝日開催も可能）
● 全国各地で開催可能です。

品質管理手法

未然防止
再発防止
現場力
コストダウン

定例セミナーの内容はもちろんのこと、お客様の課題やご要望に応じて、
セミナーを企画することができます。
● 自社の問題や課題、
自社製品を演習テーマに取り上げることで成果につなげやすくなります。
● 社内で問題
・課題の共通認識ができ、
今後の業務や品質活動を円滑に進めることができます。
●

●

方針管理、
日常管理、
機能別管理 など
TQM、

QCサークル

社内セミナー
（講師派遣・出張研修）
の特徴

●

品質経営
品質保証

お客様のニーズにお応えして、社内セミナー・講演会のオンライン配信を承っております。
お気軽にご相談ください。

社内セミナーは、次のステップで開催・実施いたします。

セミナーの企画
（1）セミナー企画のご提案

ご相談・ご依頼の内容に応じてセミ
ナー企画・カリキュラム、指導講師を
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（2）お見積書提示

ご提案内容の費用
をお見積いたしま
す。

セミナー準備
（1）お申し込み

企画内容、指導 講師、開催日程、場
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セミナーの実施
（1）セミナーの実施

当財団スタッフが準備や運営を全面
的にサポートします。

（2）費用のご請求

セミナー終了後、
セミナ ー 実 施 費
用をご 請 求 いた
します。

その他

セミナー実施後のフォロー
（1）セミナーの評価

セミナーの成果・効果について実務
への導入をフォローします。

（2）今後のご提案

今後に向けての企画・ご提案をさせ
ていただきます。

その他の品質経営の実現に向けたサポートサービス
当財団では、品質活動の活性化や品質経営の実現に向けた診断や活動推進のサポートなどの
ご相談にも対応いたします。お気軽にご相談ください。

組織・現場の品質診断
自社の品質状況について、各種診断によって品質レベル、強み・弱みを把握いただき、次なる品質活動へ
のアプローチおよび教育などに繋げていただくためのサポートにも対応いたします。

次世代をリードする グローバル人材育成 をサポートします。

社内セミナー・講演会
〜 講師派遣・出張研修のご案内 〜

品質診断（TQM・QC診断）

今、企業・組織の抱える大きな課題

第3者
（専門家）
による現場診断や各種
「ステージアップガイド」
や
「チェックシート」
「
、自己評価シート」
などによる品質診断

●

●

●

「品質経営の実現」
、
「品質レベル向上」
、
「品質活動の活性化」
などに向けた…
診断結果を基にヒアリングなどを通じて、
必要・最適な教育をご提案いたします。

このような課題に対して、
現状はいかがでしょうか？

次なる品質へのアプローチ

教育のご提案

●

●

●
●

顧客からの日に日に高まる品質要求・コストダウン・
短納期への対応
新しい製品・サービスの開発
グローバルな生産展開

品質体制・体系や活動レベルアップのサポート
デミング賞や品質奨励賞への挑戦をサポート

●

強靭な企業体質へ…！

●
●

ポカミスやヒューマンエラーの多発

一向に高まらないスタッフ部門の生産性
ベテラン技能者の退職に伴う現場力低下

〈参考〉

■ ステージアップガイド
（TQM活動／品質マネジメント活動）

https://www.juse.jp/qmsg/
■ 自己評価シート
（TQM奨励賞／ISO 9001からTQM活動）
		
https://www.juse.jp/jqa/assessment/02.html

●

お問合せ先

●

社内セミナー・講演会等に関するご相談は、下記のWebページでご案内しております。

Webページ

お客様からのご要望にお応えします

●

http://www.juse.or.jp/lecturer/

社内・社員の改善意識を向上させたい
社員の問題解決力・課題達成力を
向上させたい
管理職層に品質保証・管理技術の
重要性・必要性を伝えたい

⇨お問い合わせ・お見積り・ご相談

NPC, 2020
（4000）

●
●
●

品質トラブルの再発防止・未然防止を
図りたい
現場力を向上させたい
ムダ取り・コストダウンを実践したい
新製品・新サービスの開発力を向上させたい

改善・改革のために、今こそ教育・訓練を！

※お電話・Eメールでもお問い合わせいただけます。

一般財団法人 日本科学技術連盟 品質経営研修センター 営業・企画グループ
〒163-0704 東京都新宿区西新宿 2-7-1 小田急第一生命ビル 4 階
TEL ： 03-5990-5483 FAX： 03-3344-3022
E-mail： jusekensyu@juse.or.jp

●

●
●

新たな経営管理技術の導入、既存の経営管理技術の再構築
品質・顧客満足度の向上、企業文化の変革、プロセス・製品の継続的改善

品質保証・品質管理に関わる人材育成教育は日科技連にお任せください！

