製造現場の基礎が「わかる」
と、
自身の仕事が「さらに良くなる！改善できる！」

若手・新任社員のための

若手

製造業基礎セミナー
開催日時

2019年 7月25日（木）〜26日（金） 各回とも
2019年12月17日（火）〜18日（水）10：00〜17：00

会

場

日本能率協会 関西事務所 研修室（大阪市北区・梅田）

対

象

・新入社員及び若手社員、新任社員、中途採用社員
・製造、生産管理、品質管理、資材購買部門の方
・モノづくり現場の基礎を学びたい方

講

師

西村

仁

新任

ジン・コンサルティング 代表 ／ 生産技術コンサルタント

■ 効率よく『モノづくり』を行うために必要となる基礎知識とは？

■ 本セミナーの特徴
・専門用語は避けて、モノづくりの基礎知識を解説。
・事例の紹介や演習を通じて理解を深める。
・自身の仕事の効率化にも活かせる。
・他社交流により、視野を広める。

品質管理・原価管理・生産管理の三つの管理技術になります。
これらは「図面通りに」
「1円でも安く」
「あっと言う間につくる」ことが狙いです。
管理とは今のルールを「維持」するだけではありません。
さらに良くするための「改善」との二刀流が求められます。

■ 参加者の声

■ 本セミナーでは…
「維持する方法」と「改善の方法」を演習で体感することでより理解を深めます。
モノづくり現場で活躍することが期待される新入社員・若手社員の製造部門・
品質管理部門・生産管理部門・資材購買部門など広く間接部門も含めて製造業
の基 礎を習得し参加者自身の仕事の効率化をはかり「わかる」から「できる」へ
導きます。
初めて学ぶ新入社員や若手社員、文系出身の方やアシスタントの方も、事例を
紹介しながらわかりやすく解説しますので安心してご参加ください。

■ プログラム

・問題点を分析、特定し改善する手法について大変
勉強になりました。
・実習や演習があり理解がすすみました。
・自分の業務が会社にどのように寄与するのか解り
活かしていきたいと思いました。
・講師との距離が近く、解らない点も質問しやすく、
具体例を用いた事例で自身の業務への想像がしや
すかったです。
10：00 〜 17：00（昼食 12：30 〜 13：30）

1日目

1 現場で利益を生み出す

(1) 利益の構造を知る
(2) 企業に必要な強みはとは？

2 品質の意味を理解する

(1) 品質を2つの視点に分ける
(2) 管理は維持と改善の2本立て
(3) 品質を管理するためにすべきこと

3 生産性を上げてコストを削減する
(1) コストの構造を知る
(2) 個別原価で捉えることの意味

4 生産期間を短縮する狙いとは

(1) 納期を満足するために現場がすべきこと
(2) 在庫の最少化を狙う理由
(3) 見込み生産と受注生産の違い

2日目

5 問題を見つける4つの視点
(1)
(2)
(3)
(4)

最も効果的なムダの削減
動作のムダを無くす手法
段取り改善で作業工数を削減する
進め方にはコツがある

■
グループ演習

6 問題解決には定石の手法を活かす
(1) 問題解決に活かす手法とは？
(2) 最も使い勝手の良いパレート図
(3) データを活用する

■
個人演習

7 維持と改善の進め方
(1)
(2)
(3)
(4)

標準化することで効率をあげる
ブレーンストーミングで議論する
個人任せではなくチームで取り組む
教育と訓練の意味の違い

■
グループ演習

8 質疑応答・まとめ
※プログラム変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

若手・新任社員のための 製造業基礎セミナー
講
紹

師
介

（敬称略）

西村

仁（にしむら ひとし）

ジン・コンサルティング 代表
生産技術コンサルタント

㈱村田製作所の生産技術部門で21年間、電子部品組立装置や測定装置等の新規設備
開発を担当し、村田製作所グループ全社への導入設備多数。工程設計、工程改善、社内
技能講師にも従事。特許多数保有。
2007年に独立し、製造業およびサービス業での現場改善による生産性向上支援、及び
技術セミナー講師として教育支援を行う。
経済産業省プロジェクトメンバー、中小企業庁評価委員等歴任。

関連セミナー

【著 書】
｢図面の読み方がやさしくわかる本｣（日本能率協会マネジメントセンター、2010年、
日本図書館協会選定図書）
｢図面の描き方がやさしくわかる本｣（日本能率協会マネジメントセンター、2011年）
「加工材料の知識がやさしくわかる本」
（日本能率協会マネジメントセンター、
2013年）
「機械加工の知識がやさしくわかる本」
（日本能率協会マネジメントセンター、
2016年）
「基本からよくわかる品質管理と品質改善のしくみ」
（日本実業出版社、2015年）

JMA （6ケタのID）

詳しくは、セミナーID（半角数字）

ID：150847

IEの基礎を現場改善担当者が理解し、
効率よく「モノをつくる」

ものづくり現場リーダー、新任管理者のためのIE基礎入門コース

〜モノづくりの三大知識(読図・材料・加工)の基礎を学ぶ〜

で検索

ID：100311

新入社員のための技術入門セミナー

QCDを製 造 品 質・製 造 原価・生 産 期間として捉 える意 味を解 説してから演 習を
通じて実 践で活かせる手法を体感していただきます。

1日目 図面の読み方

部下、後 輩指導の場において共 通 理 解を深めるためにもご活用ください。

3日目 機械加工の基礎知識

2日目 加工材料の基礎知識
※1日単位での参加も可能です。

お申込みについて

1

定員になり次第、申込受付を終了します。お早めにお申込みください。

パソコン（各種検索サイト）からダイレクトで
セミナーID（半角数字）

JMA 150846

2
スマートフォン
タブレットから

で検索

もしくは、https://school.jma.or.jp/
※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方は
JMAマネジメントスクールまでお電話（03-3434-6271）にてお問合せください。

参加料 （消費税抜） ※本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。
一般社団法人日本能率協会法人会員
会

員

外

80,000円/1名
90,000円/1名

※テキスト（資料）費・昼食費が含まれております。
※法人会員ご入会の有無につきましては、下記HPにてご確認ください。
https://www.jma.or.jp/membership/

会員制度のご案内
小会は法人を対象とした会員制度を設けセミナー参加料割引をはじめ各種サービス
を提供しております。詳しくは関西事務所までお問合せください。

キャンセル規定
参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。代理の方もご都合がつか
ない場合は、下記の規定によりキャンセル料を申し受けますので予めご了承ください。
開催7日前(開催初日を含まず起算) 〜前々日････････････････参加料の30％
開催前日および当日････････････････････････････････････････参加料全額
（万一キャンセルの場合は必ずメールあるいはFAXでご連絡ください。）

ご注意
・参加申込規定はお申込ページにございますので、ご確認・同意の上、お申込くだ
さい。
・同業他社からのご参加はお断りする場合があります。
・参加者数が最少催行人数に達しない場合は、延期もしくは中止にさせていただく
場合がございます。

申込に関する問合せ先 参加証・請求書、キャンセル・変更 等

JMAマネジメントスクール

TEL：03（3434）6271

電話受付時間 月〜金曜日9:00〜17:00 ただし祝日を除く
メール：seminar@jma.or.jp FAX：03（3434）5505

企画に関する問合せ先 プログラム内容、講師派遣、会員入会 等
本研修は、各社に講師を派遣して社内研修として開催できます。
研修プログラムは、各社の希望に合わせてカスタマイズしますので、社内研修を
ご検討の方はお気軽にお問合せください。

一般社団法人日本能率協会 関西事務所
〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー 19階
TEL：06（4797）2050（代表）／メール：jma-kansai@jma.or.jp

これから求められる経営モデルの提唱

JMAが選ばれ続ける4つの理由
現場課題に

未開拓領域を花開かせる

KAIKA Awardsは、全社的な変革
運 動、経 営 理 念を 体 現する人づく
り、ダイバーシティ経営、新しいチャ
レンジを進めるプロジェクトなど、
人・組織の力を結集する様々な取り
組みを対象にした表彰制度です。

日本能率協会（JMA）は、企業経営の要である「ひと」の力を最大に
することを通じ、新たな経営・組織づくりに貢献します。
社長・役員向けプログラムのほか、次世代経営者・幹部育成のための
長期プログラム、役職別の能力開発研修、人事・教育、マーケティング
など専門領域のスキルアップ研修など年間2,000本以上の公開型研修を
開催しています。
また、企業・自治体・学校に向け、個別課題解決支援を行っています。

合わせた
1 プログラム内容

2

実践力のつく
演習

3 研修結果を
継続させる仕組み

4

多様な業界、
業種と交流

