～２０２０年度の“品質入門”（ＱＣ検定４級対応）研修コースをご案内します～
◆“小人数”によるアットホームな研修環境が大きな特色です！
・８人以下による講師との双方向研修を実現。広く実学が学べる企業塾です！

◆当研修コースは、仕事の心構えと品質管理の基礎を学ぶコースですが、
・品質管理の入門編として、仕事と品質に関する基礎を学んで、社会人としての品質の視点で
の基礎素養を構築することが出来るお薦めのコースです。
・ＱＣ検定４級の受験対策にもご利用ください。
【コース名＆開催日】
「仕事と品質の入門コース」（１.0）＜品質入門＞
２０２１年４月３０日（金） ９：３０～１７：００
【受講料】
【講師紹介】
１９，８００円（税込、テキスト・昼食含む）
福永 昭三（ＭＫＫ所長）
東洋紡(株)、パジェロ製造(株)及び海外事業所
【会 場】
にて経営・管理を実践。
品質管理学会、関西IE協会アカデミー会員、
元金沢大学講師。
著書は、「管理技術概論」「標準化と品質管理
誌」「技術者による実践的工学倫理」等執筆。

（株）マネジメント教育研究所２Ｆ研修室
〒510-0864 四日市市中里町26-2
tel：059-345-6050 fax：059-345-6070
※近鉄塩浜駅から徒歩８分 駐車場あり

【内

容】ＱＣ検定4級に対応する内容ですが、広く仕事と品質に関する基礎を学びます。

①良い製品を作るために
②品質管理活動の基本知識～事実に基づく判断、平均値とばらつき
③ＱＣ七つ道具と基礎知識
③よりよい製品づくりのための心構えと行動 等
※諸般の事情によりセミナーの日程・会場の変更、或いは開催を中止する場合がありますので、予めご了承下さい。

【研修セミナー申込書】FAX：059-345-6070
コース名

「仕事と品質の入門コース」 （１．０）
〒（

住

－

）

（資料
郵送先）

フリガナ
氏 名

□ 会 社

４月３０日（金）

ＴＥＬ/FAX
(個人のみ)
Ｅ－ｍａｉｌ
(個人のみ)

①（参加者名/所属/役職）

②（参加者名/所属/役職） ※３名以上の場合はコピー願います。

部署名
役職

会社名(個
人は不要)
申込者(個
人は不要）

開催日

□ 個 人

所

(株)マネジメント教育研究所
ＴＥＬ：059-345-6050

Ｅ－ｍａｉｌ：
氏

名：

株式会社マネジメント教育研究所

ＴＥＬ
ＦＡＸ
〒510-0864 三重県四日市市中里町26-2
e-mail：info@mkk-management.com
http://www.mkk-management.com

～２０２１年度の“品質初級”（ＱＣ検定３級対応）研修コースをご案内します～
◆“小人数”によるアットホームな研修環境が大きな特色です！
・講師との双方向研修を実現。広く実学が学べる企業塾です！

◆当研修コースは、品質管理とその手法を学ぶ初級コースですが、
・これから品質管理手法を活用して、職場の問題解決に取り組みたい方にお薦めのコース
・平易にＱＣ手法等が勉強できます。パソコンを使う解法も紹介しながら、絶えず講師との
対話をし、理解向上を図ります・・ＱＣ検定３級の受験対策にもご利用ください。
【コース名＆開催日】
「品質手法使える初心者コース」（１.１）＜品質初級＞
２０２1年６月３日（木）～４日（金） 両日：９：３０～１７：００
【受講料】
【講師紹介】
（２日間）３８，５００円（税込、テキスト・昼食含む） 福永 昭三（ＭＫＫ所長）
東洋紡(株)、パジェロ製造(株)及び海外事業所
【会 場】
にて経営・管理を実践。
品質管理学会会員、ＩＳＯ品質・環境主任審査員、
元金沢大学講師。
著書は、「管理技術概論」「標準化と品質管理
誌」「技術者による実践的工学倫理」等執筆。

（株）マネジメント教育研究所２Ｆ研修室
〒510-0864 四日市市中里町26-2
tel：059-345-6050 fax：059-345-6070
※近鉄塩浜駅から徒歩８分 駐車場あり

【内

容】ＱＣ検定３級に対応する内容です。ＱＣ検定の過去問題にも取り組みます。

①データの取り方とまとめ方（平均とばらつき）
②ＱＣ七つ道具（パレート図、特性要因図、ヒストグラムと標準偏差、管理図、散布図と相関係数等）と演習
③新ＱＣ七つ道具（連関図、系統図、マトリックス図等）の概要 ④工程能力、相関分析
⑤ＱＣ的ものの見方・考え方、品質保証、標準化、小集団・品質マネジメントシステム 等
※諸般の事情によりセミナーの日程・会場の変更、或いは開催を中止する場合がありますので、予めご了承下さい。

【研修セミナー申込書】FAX：059-345-6070
コース名

「品質手法使える初心者コース」 （１．１）
〒（

住

－

）

□ 個 人

所

（資料
郵送先）

フリガナ
氏 名

開催日

□ 会 社

６月３日(木）～６月４日(金）

ＴＥＬ/FAX
(個人のみ)
Ｅ－ｍａｉｌ
(個人のみ)

①（参加者名/所属/役職）

②（参加者名/所属/役職） ※３名以上の場合はコピー願います。

部署名
役職

会社名(個
人は不要)
申込者(個
人は不要）

(株)マネジメント教育研究所
ＴＥＬ：059-345-6050

Ｅ－ｍａｉｌ：
氏

名：

株式会社マネジメント教育研究所

ＴＥＬ
ＦＡＸ
〒510-0864 三重県四日市市中里町26-2
e-mail：info@mkk-management.com
http://www.mkk-management.com

～２０２１年度の“品質中級”研修コースをご案内します～
◆“小人数”によるアットホームな研修環境が大きな特色です！
・会場の講師と受講者の対面形式にＷｅｂでの参加を得て空間を超えた企業塾です！

◆当研修コースは“Ｅｘｃｅｌを駆使した統計解析”を習得するコースです！
・品質管理とは？から相関・回帰分析まで、品質管理とデータ分析の基礎を本格的に
学びたい、迅速に問題解決に活かしたい方にお薦めのコースです！
・パソコンを駆使して、平易に統計的品質管理手法が勉強でき、絶えず講師との対話をしな
がら、理解向上を図ります！！・・・ＱＣ検定２級レベルの内容です！
【コース名＆開催日】
「やさしく学べる統計解析コース」（１.２）ＫＷ
２０２１年１０月２５日（月）～２６日（火）
※ＫＷ：会場とＷｅｂの同時開催（ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ型）
【受講料】

【講師紹介】
野口 博司
流通科学大学名誉教授、工学博士
元東洋紡㈱技術部長、流通科学大学商学部教授。
著書は、「社会科学のための統計学」他。

福永 昭三

（２日間）４４，４００円（税込、テキスト・昼食含む）

【会

(株)マネジメント教育研究所代表取締役

場】

東洋紡(株)、パジェロ製造(株)及び海外事業所にて、
経営・管理を実践、元金沢大学講師等。

（株）マネジメント教育研究所２Ｆ研修室
〒510-0864 四日市市中里町26-2
又は、Ｗｅｂ（各自サイト）

【内

容】パソコンは弊社でご用意いたします。

①品質管理の基礎
②データのまとめ方と分布（ヒストグラム演習と分布）
②検定と推定（計量値、計数値） ③分散分析
④相関分析と回帰分析、重回帰分析 等
※「Ｅｘｃｅｌでここまでできる統計解析」(日本規格協会、今里健一郎著）をテキストとして併用します。
※弊社｢品質手法使える初心者コース」(品質初級）の履修、或いは同等の理解が必要です。
※諸般の事情によりセミナーの日程・会場の変更、或いは開催を中止する場合がありますので、予めご了承下さい。

(株)マネジメント教育研究所
研修・コンサル事業部 ＴＥＬ：059-345-6050

【研修セミナー申込書】FAX：059-345-6070
コース名

〒（
住

－

）

所

（資料
郵送先）

フリガナ
氏 名

□ 個 人 □ 会 社

・１０月２５日(月）～１０月２６日（火）

・会場／Ｗｅｂ

（〇印）

TEL/FAX
(個人のみ)
Ｅ－ｍａｉｌ
(個人のみ)

①（参加者名/所属/役職）

会社名（個
人は不要）
申込者（個
人は不要）

・開催日
・サイ希望

「やさしく学べる統計解析コース」 （１．２）KW

②（参加者名/所属/役職） ※３名以上の場合はコピー願います

部署名
役職
Ｅ－ｍａｉｌ：
氏名：

ＴＥＬ
ＦＡＸ

株式会社マネジメント教育研究所
〒510-0864 三重県四日市市中里町26-2
tel：059-345-6050 e-mail：info@mkk-management.com http://www.mkk-management.com

～２０２１年度の“新QC七つ道具”研修コースをご案内します～
◆“小人数”によるアットホームな研修環境が大きな特色です！
・講師との双方向研修を実現。広く実学が学べる企業塾です！

◆当研修コースは、言語データを「図形化」することで、考えや情報を視覚的にま
とめ、問題・課題解決の糸口を見つける方法を学びます。
・新ＱＣ七つ道具（Ｎ７）は、数値データを扱うQC七つ道具に対し、現場はもとより、企画
管理、営業部門等で扱う言語データを図形化して、有益な情報を抽出し、新しい発想を生み
出す手法です。
【コース名＆開催日】
「業務課題を解決するのに役立つ新QC七つ道具コース」（１.３）
２０２１年１２月３日（金） ９：３０～１７：００
【受講料】
【講師紹介】
野口 博司
２２，０００円（税込、テキスト・昼食含む）
【会 場】
流通科学大学名誉教授、工学博士
元東洋紡㈱技術部長、流通科学大学商学
部教授。
著書は、「図解と数値例で学ぶ多変量解
析入門」「おはなし生産管理」（日本規
格協会）他。

（株）マネジメント教育研究所２Ｆ研修室
〒510-0864 四日市市中里町26-2
tel：059-345-6050 fax：059-345-6070
※近鉄塩浜駅から徒歩８分

駐車場あり

【内 容】
①言語データ
②新ＱＣ七つ道具（Ｎ７）概論 ③Ｎ７手法と演習
※諸般の事情によりセミナーの日程・会場の変更、或いは開催を中止する場合がありますので、予めご了承下さい。

【研修セミナー申込書】FAX：059-345-6070
コース名

「業務課題の解決に役立つ新ＱＣ七つ道具コー
ス」 （１．３）
〒（

住

－

）

□ 個 人

所

（資料
郵送先）

フリガナ
氏 名

開催日

１２月３日(金）

ＴＥＬ/FAX
(個人のみ)
Ｅ－ｍａｉｌ
(個人のみ)

①（参加者名/所属/役職）

②（参加者名/所属/役職） ※３名以上の場合はコピー願います。

部署名
役職

会社名(個
人は不要)
申込者(個
人は不要）

□ 会 社

(株)マネジメント教育研究所
ＴＥＬ：059-345-6050

Ｅ－ｍａｉｌ：
氏

名：

株式会社マネジメント教育研究所

ＴＥＬ
ＦＡＸ
〒510-0864 三重県四日市市中里町26-2
e-mail：info@mkk-management.com
http://www.mkk-management.com

～２０２１年度 生産性基礎実践コースをご案内します～
◆“小人数”によるアットホームな研修環境が大きな特色です！
・講師との双方向研修を実現。基礎から実践まで学べる演習体験型道場です！

◆当研修コースは、生産性の基礎と実践方法を学ぶＩＥコースですが、
・ＩＥの基礎手法と現場への実践方法を学び、バリバリ現場改善の実践を推進し、効率の良い
職場を実現したい方にお薦めのコースです！
・ビデオ演習と講義とでムダ取りと改善方法を演習し、職場で実践できる方法を学ぶ研修
コースです。
【コース名＆開催日】
「基礎から学ぶ実践ＩＥコース」(1.4)
２０２１年８月２６日（木）～２７日（金）
【受講料】

【講師紹介】
香川 博昭（香川改善オフィス代表）

1958年生まれ。大手電機メーカーに入社、生産
設備開発部門、生産革新推進室長を経て、現在、
改善コンサルタントとして国内外で活躍中。
生産革新（ＩＥ、ＴＰＳ、ＴＰＭ）の生産性向上
（２日間）３８，５００円（税込、テキスト・昼食含む）
活動に17年間、現場実践を中心に取組む。
場】
講義とビデオ演習を通じた実践的な指導は多くの
気づきを与えることで受講者から感動の声あり。
（株）マネジメント教育研究所２Ｆ研修室
著書は、「実践ＩＥの進め方」「現場改善力」等。
〒510-0864 四日市市中里町26-2
福永 昭三（ＭＫＫ所長）
tel：059-345-6050 fax：059-345-6070
東洋紡(株)、パジェロ製造(株)及び海外事業所にて、
※近鉄塩浜駅から徒歩８分 駐車場あり
経営・管理を実践。

【会

【内 容】
第1日：①ＩＥと作業研究
②動作研究
③時間研究
④工程研究（工程分析、ワークサンプリング法）
⑤標準時間 ⑥セル生産方式 等
第2日：①ムダとムダ取り演習 ②ビデオ分析と演習

【研修セミナー申込書】FAX：059-345-6070
コース名
住

所

「基礎から学ぶ実践ＩＥコース」 （１．４）
〒（

－

）

（資料
郵送先）

フリガナ
氏 名
会社名
申込み
責任者名

□ 個 人

(株)マネジメント教育研究所
研修・コンサル事業部 ＴＥＬ：059-345-6050
開催日

□ 会 社

ＴＥＬ
ＦＡＸ

①（参加者名/所属/役職）

（個人の場合は不要）

（個人の場合は不要）

８月２６日(木）～８月２７日(金）
（個人の場合のみ）

（個人の場合のみ）

②（参加者名/所属/役職） ※３名以上の場合はコピー願います。

部署名
ＴＥＬ

ＦＡＸ

株式会社マネジメント教育研究所 〒510-0864 三重県四日市市中里町26-2
e-mail：info@mkk-management.com http://www.mkk-management.com

～２０２１年度 なぜなぜ分析コースをご案内します～
◆“小人数”によるアットホームな研修環境が大きな特色です！
・講師との双方向研修を実現。基礎から実践まで学べる演習体験型道場です！

◆当研修コースは、なぜなぜ分析の体験型実践研修ですが、
・ボール発射機を使って、目的の位置まで正確に安定して転がすことを通じて、なぜなぜ分析
を実践的に使用し、ばらつき削減と工程能力向上を図る、とても実践的な研修です。
・現場で問題解決に取り組みたい方にお勧めの研修コースです！
【コース名＆開催日】
「不良・設備トラブル撲滅に役立つなぜなぜ
分析コース」(1.7)
２０２１年１１月４日（木）
【受講料】

【講師紹介】
香川 博昭（香川改善オフィス代表）
1958年生まれ。大手電機メーカーに入社、生産
設備開発部門、生産革新推進室長を経て、現在、
改善コンサルタントとして国内外で活躍中。
生産革新（ＩＥ、ＴＰＳ、ＴＰＭ）の生産性向上
活動に17年間、現場実践を中心に取組む。
講義とビデオ演習を通じた実践的な指導は多くの
気づきを与えることで受講者から感動の声あり。
著書は、 「現場改善力」 「実践ＩＥの進め方」等。

２４，２００円（税込、テキスト・昼食含む）

【会 場】
（株）マネジメント教育研究所 ２Ｆ研修室
又は 四日市商工会議所 ３Ｆ研修室
tel：059-345-6050 fax：059-345-6070

【内 容】
①講義～原因追及概論（なぜなぜ分析のアプローチ法と
原理原則の適用）
②演習～ボール発射機による実践によるばらつき削減

【研修セミナー申込書】FAX：059-345-6070
コース名

住

所

「不良・設備トラブル撲滅に役立つなぜなぜ分析
コース」 （１．7）
〒（

－

）

（資料
郵送先）

フリガナ
氏 名
会社名
申込み
責任者名

(株)マネジメント教育研究所
研修・コンサル事業部 ＴＥＬ：059-345-6050

□ 個 人

□ 会 社

開催日
ＴＥＬ
ＦＡＸ

①（参加者名/所属/役職）

（個人の場合は不要）

（個人の場合は不要）

１１月４日(木）
（個人の場合のみ）

（個人の場合のみ）

②（参加者名/所属/役職） ※３名以上の場合はコピー願います。

部署名

ＴＥＬ
ＦＡＸ

株式会社マネジメント教育研究所 〒510-0864 三重県四日市市中里町26-2
e-mail：info@mkk-management.com http://www.mkk-management.com

