2018年5月 関西地区セミナー

2018年度

早春の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上
げます。
さて、日本規格協会 関西支部にて 2018 年 5 月に
開催する各種セミナーをご案内いたします。
昨今、重要性が再認識されている品質管理や標準
化など、貴社の体質改善・体力強化にお役立ていた
だけることと存じますので、是非この機会にご参加
いただければ幸いです。
2018 年 3 月吉日

品質管理セミナー

品質管理セミナー
入門講座（6日間）

R
○

QC 検定

2級レベル対応

通信講座による品質管理入門コース
（3ヶ月間）
3級レベル対応
R
○

2018年 5月23日（水）〜25日（金）
2018年 6月20日（水）〜22日（金）

開催日

大阪

※2018年 6月19日（火）オプション

プログラム
（東京教室の例）
9:30〜18:00
□TQM の進め方

第2日

□データのまとめ方と活用
（Q7）
□統計的検定・推定

第3日

□統計的検定・推定
□データのまとめ方と活用
（N7）

第4日

□相関・回帰分析
□管理図の作り方と活用
□宿題解説

第5日

□社内標準化とその進め方
□サンプリングと抜取検査

参加費：一般 ￥106,920（税込）：維持会員 ￥98,280（税込）

第6日

□管理・改善の進め方
□プロセス品質保証とその進め方

● 初級程度 ※ の統計的
●

オプション：一般・維持会員とも￥10,800（税込）

品質管理セミナー

品質管理セミナー

日常管理コース

作業標準コース

開催日

2018年 5月25日（金）

大阪

■効果的な日常管理で目標達成
■日常業務プロセス・作業の整理！
対

象

対

● 現場リーダー、
ＱＣサークルリーダー

参加費：一般 ￥32,400（税込）：維持会員 ￥29,160（税込）

第1日 □日常管理とは
□日常管理活動の内容
□日常管理活動の条件
□日常管理活動の充実
□標準化と品質管理活動の日常管理活動診断
□日常管理の実施例

講義

象

象

● 品質管理をはじめて学ぶ方
●

QC検定３級を受検しようとお考えの方
QCの基礎を身につけたい方

● 短期間で

参加費：一般 ￥22,680（税込）：維持会員 ￥20,520（税込）
プログラム
※受講は任意です。

2018年 5月29日（火）

大阪

● 品質管理責任者、
標準化推進責任者
● 現場リーダー、
ＱＣサークルリーダー

第1日 □作業標準とは／作業標準作成のポイント
□作業標準の教育徹底・活用のポイント
□作業標準と管理・監督者の役割
□作業標準の自己診断／管理のポイントと作業標準
□品質向上と作業標準／原価低減と作業標準
□そのほかの諸管理と作業標準
□これからの作業標準とその管理のあり方

・品質とは、管理とは 演 習
・データのとり方・まとめ方
・層別
・グラフ
［レポート課題1］

・ヒストグラム
・特性要因図

・散布図
［レポート課題2］

・管理図
・工程の維持管理
・標準化と社内標準化
・統計的方法の基礎
・全社的品質管理の推進

・品質保証
・検査・計測
・新QC七つ道具
・問題解決
［レポート課題3］
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参加費：一般 ￥32,400（税込）：維持会員 ￥29,160（税込）

プログラム 9:30〜16:30

品質管理検定（ＱＣ検定）3級レベル対応

・品質管理とは
・QC的ものの見方・考え方
・品質管理とQC七つ道具
・チェックシート
・パレート図

5月 2018

■これからの時代の作業標準づくり
■作成から活用、維持管理まで学習

● 品質管理責任者

プログラム 9:30〜16:30

開催日

対

第3 月目

QC 手法の知識があ
る方※「入門コース（2日間）」レベル
ISO9000審査員・内部監査員を目指す方
● QC検定2級を受検しようとお考えの方

象

■わかりやすく、充実のテキスト
■丁寧な通信指導でしっかり習得

第2 月目

□実験計画法
□信頼性工学

2018年 5月15日（火）開講〔文部科学省認定〕

開催日

第1 月目

第2 月目

第1日

オプション

対

講義

品質管理検定（ＱＣ検定）2級レベル対応

第1 月目

管理・改善活動を進めるために必要な基礎的手法の習
得と、その背景にある考え方の理解を主眼においたカ
リキュラムで、
６日間という短期間で効果的な学習をし
ていただけるコースです。採取したデータの読み方、活
用の仕方などをしっかり考え、改善を自分でできる力量
を習得しましょう。
※QC検定2級受検対策として、実験計画法、信頼性工
学を学ぶオプションコース
（1日・受講は任意・有料）
を
開催します。

■リーダーに必要なQC知識の習得
■現場でデータを活用する力を養成

QC 検定

講義

20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
セミナー開催日
※6月以降のセミナーはJSA Webdeskでご確認下さい。

関西支部
〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋3-2-7 ORIX高麗橋ビル7階
TEL:06-6222-3137 ／ FAX:06-6222-3255

品質工学セミナー

FMEA・FTA入門コース
（2日間）

これから始める方のための
品質工学コース
開催日

2018年 5月22日（火）

大阪

■はじめて品質工学を学ぶのに最適
■品質管理と品質工学の違いも解説
対

象

信頼性セミナー

信頼性セミナー

● 品質工学を初めて学ぶ方、
興味のある方
● 品質工学を勉強したが、
うまく活用できな

開催日

未然防止に役立つ
デザインレビュー実践コース

2018年 5月14日（月）〜15日（火）

大阪

2018年 5月21日（月）

開催日

■FMEA・FTAをくわしく解説
■問題の潰込みで確実な信頼性確保

■効率的なデザインレビュー
■Quick DRで変更点に着目

対

対

象

● 新製品開発や工程設計に携わっている方

象

大阪

● 設計
・研究開発にたずさわる技術者・研究者

かった方
参加費：一般 ￥50,760（税込）：維持会員 ￥46,440（税込）
参加費：一般 ￥19,440（税込）：維持会員 ￥17,280（税込）

講義

プログラム 10:00〜16:30

ISO14000セミナー
ISO14001
要求事項解釈コース
2018年 5月21日（月）

大阪

象

EMSに携わる方

● 初めて

開催日

参加費：一般 ￥22,680（税込）：維持会員 ￥20,520（税込）

象

2018年 5月22日（火）〜23日（水）

FSSC22000セミナー
HACCPコース（2日間）
大阪

● 初めて内部監査に取り組む方

講義

第1日 □ISO14001規格の概要
□規格要求の逐条解説
□質疑応答

QCサークルセミナー
入門コース
開催日

2018年 5月28日（月）

対

象

QCサークル活動を始める方

参加費：一般 ￥20,520（税込）：維持会員 ￥18,360（税込）

演習

講義

第1日 □企業活動と職場改善活動
□職場とQCサークル活動
□品質管理とサークル活動
□QCサークル活動における管理者の具体的な役割
□問題解決の進め方

講義

●

FSSC22000認証をご検討の方
HACCPシステムを構築しようとしている方

開催日

象

第2日 □ハザード分析表の作成
□HACCPプランの作成
□HACCPシステムの改善

品質管理セミナー

2018年 5月11日（金）

大阪

力量維持・向上コース
開催日

2018年 5月10日（木）

大阪

■3年に1回の受講で力量維持
■IQCフォローアップコース相当

● 現場に携わる管理
・監督者、職長・班長、係

長クラス、
スタッフの方々

対

象

● 品質管理責任者又は同有資格者
（高等教

育受講者を含む）
● 標準化及び品質管理の実務担当者

参加費：一般 ￥30,240（税込）：維持会員 ￥27,000（税込）

第1日 □最近の重要品質問題と再発防止の重要さ
□ISO9001 にみる不良・不具合再発防止
□再発防止の仕組みの構築
□原因究明のアプローチ
□なぜなぜ分析の進め方
□不良・不具合再発防止のための5原則シート

演習

講義

第1日 □HACCP12手順とは
□食品安全ハザード及び法令規制
□HACCPシステムとは
□原料規格書・包装規格書及び製品説明書
□フローダイアグラムの作成

第2日 □模擬マニュアルの理解
□チェックシートの作成、及び確認
□ロールプレーによる模擬内部監査演習
□監査証拠の評価及び記述
□内部監査証拠の記述・提出

プログラム 9:30〜16:30
プログラム 9:30〜17:00

●

プログラム 9:30〜17:00

対

● サークル活動の活性化にお悩みの方

象

参加費：一般 ￥59,400（税込）：維持会員 ￥54,000（税込）

■「なぜなぜ」で問題の真因を把握
■有効な分析で現状打破

● これから

■HACCP導入推進に役立つ知識
■演習を中心とした実践的コース

プログラム
第1日9:30〜17:30／第2日9:30〜17:00

不良・不具合再発防止のための
なぜなぜ分析の進め方コース
（基礎コース）

■QCサークルの基本を習得
■活力あるサークル活動を実践

大阪

参加費：一般 ￥59,400（税込）：維持会員 ￥54,000（税込）

品質管理セミナー

大阪

2018年 5月29日（火）〜30日（水）

開催日

対

● 内部監査の知識と技術を習得したい方

第1日 □環境マネジメントシステム規格と監査規格
□内部環境監査の基礎、ポイント

プログラム 9:30〜17:00

演習

講義

第1日 □未然防止に役立つデザインレビュー
□新規性に応じたデザインレビュー
□デザインレビューの参加者に必要なマインドセット
□変更点に着目した効率的なデザインレビュー
□Quick DRの実施手順、事例・演習

■演習づくしの2日で実践力を体得
■有意義な監査を実施する力を養成
対

● 規格の意図を正しく理解したい方

参加費：一般 ￥32,400（税込）：維持会員 ￥29,160（税込）

プログラム 9:30〜17:00

ISO14000セミナー
内部環境監査員養成コース
（2日間）

■要求事項の逐条解説で正しい理解
■EMS有効活用のスタートライン
対

演習

講義

第1日 □信頼性とFMEA・FTA
□FTA・ETAとは
□FTA解析ソフトの紹介と演習
□FTA実践演習
□総合質疑
第2日 □FMEAとは
□FMEA演習
□FMEA実践演習
□FMEA・FTAと品質保証
□総合質疑

第1日 □技術における品質工学の位置づけ
□品質工学の方法
□事例で学ぶ品質工学のポイント
□これから始める方へのメッセージ

開催日

プログラム 9:30〜16:30

講義

参加費：一般 ￥19,440（税込）：維持会員 ￥17,280（税込）

演習

プログラム 9:30〜16:30

講義

第1日 □JIS制度、品質管理責任者について
□品質管理責任者に求められる役割（ケーススタディ）
□理解度チェック
※コース修了者には修了カードを発行します。

お申込みは JSA Webdesk で！ JSA Webdesk

検索

演習

