
参加証・請求書はこの方あてにお送りいたします。それ以外をご希望の方は、【連絡希望事項欄】にご記入ください。

URL  https://school.jma.or.jp/
E-mail: seminar@jma.or.jp

〒105-8522
東京都港区芝公園3-1-22
一般社団法人日本能率協会
JMAマネジメントスクール
FAX：03-3434-5505
TEL：03-3434-6271（直）

（受付時間）月～金曜日9：00～17：00
 (ただし祝日を除く)
参加証発行日 請求書発行日 領 収 日お振込み予定日

月　　　　日円　× 円名 合計 (消費税抜)
参 加 料

氏　名

ふりがな

所在地
申込責任者と異なる場合はご記入ください。

〒

所在地
申込責任者と異なる場合はご記入ください。

〒

氏　名

所　属
役職名

Ｅメール

  □する　□しない 受付No.

【連絡希望事項欄】

開催日

JMA主催の関連催し物のメール配信を希望

ふりがな

申込責任者

所  在  地

会  社  名
（正式名称）

〒

所　属
役職名

Ｅメール

  □する　　　□しないJMA主催の関連催し物のメール配信を希望

ふりがな

ふりがな

参加申込先

電話番号(市外局番からご記入ください)

FAX番号(市外局番からご記入ください)

日本能率協会法人会員

上記会員外

( 　 　  )

( 　 　  )

参
加
者
①

参
加
者
②

2018年10月30日（火）
2018 （第8回） GOOD FACTORY賞  受賞企業講演会

電話

FAX

( 　    　  )

( 　    　  )

所　属
役職名

Ｅメール

  □する　□しないJMA主催の関連催し物のメール配信を希望

電話

FAX

( 　    　  )

( 　    　  )

受付No.

・テキスト資料は会場でお渡しします。
・会場内での携帯電話・パソコンの利用および録音機・ビデオ・カメラ等による録音・録画・撮影はご遠慮ください。
・お申込みをいただいた方にはセミナーインフォメーションをお送りすることがあります。

参
　
加
　
申
　
込
　
書

JMAマネジメントスクール 行 FAX:03-3434-5505
https://school.jma.or.jp/or

参加申込規定

※ 本事業開催最終日の消費税率を適応させていただきます。
※上記金額はテキスト資料代及び昼食代が含まれています。（資料は当日、会場でお渡しします。ただし、社内デー
タ等の講演資料は印刷物としてお渡しできないことがあります。）

※法人会員の有無につきましては、下記HPにてご確認ください。

45,000円/1名

52,000円/1名

一般社団法人日本能率協会
法人会員

上記会員外

東京コンファレンスセンター・品川
〒108-0075　東京都港区港南1-9-36　アレア品川3-5F
TEL：03-6717-7000

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参加料の全額

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、下記によ
り、キャンセル料を申し受けますのでご了承ください。

①申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXをお送りいただくか、ホームページからお申込みください。開催間
際のお申込みは、ご参加いただけない場合もございます。あらかじめ電話でご確認ください。

②電話ではご予約のみの承りとなります。その場合でも申込書は必ずお送りください。
③参加証・請求書は開催１か月前から発送いたします。なお、１か月以内のお申込みの時は、申込書受領後
１週間ほどで参加証・請求書を発送いたします。

④参加料は請求書に記載されております、「お支払い期限」までに指定の銀行口座へお振込みください。期
限までにお支払いいただけないお客様については、ご参加いただけない場合がございますのでご注意く
ださい。なお、支払い期限が過ぎてしまう場合は、請求書の「入金連絡票」にてお振込み日のご連絡をお
願いいたします。（振込み手数料については貴社にてご負担ください）

万一キャンセルの場合は必ずファックスでご連絡ください。

一般社団法人日本能率協会は法人を対象とした会員制度を設け、セミナー参加割引をはじめ各種サービスを
提供しております。是非、この機会に入会をご検討ください。　資料請求先 ： TEL 03（3434）1410（直通）

参加申込方法

会員制度のご案内

参加料

キャンセル規定

ご注意

会場案内

■  JR品川駅港南口（東口）より徒歩2分（JR山手線、京浜東北線、東海道線、横須賀線、東海道新幹線等）
■  羽田空港国内線ターミナル駅から京浜急行で最速14分（エアポート快特利用）
■  成田空港から成田エキスプレスで直通70分

http://www.tokyo-cc.co.jp/features_s.html

一般社団法人日本能率協会では、個人情報の保護に努めております。詳細は、小会ホームページにての個人情報保護方針を
ご覧ください(https://www.jma.or.jp/privacy/)。なおご記入いただきましたお客様の個人情報は、本催し物に関する確認・連
絡・実施および小会主催の関連催し物のご案内送付等に使用させていただきます。

天災地変や伝染病の流行、研修会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等の小会が管理でき
ない事由により研修内容の一部変更および中止のために生じたお客様の損害については、小会ではその
責任を負いかねます。

免責事項

プログラム内容のお問い合せ先

個人情報のお取り扱いについて

 一般社団法人日本能率協会   「 GOOD FACTORY賞   事務局」
 TEL 03-3434-1410（直通）
※参加申し込みに関する問い合せは下記JMAマネジメントスクールにお問い合せください。

https://www.jma.or.jp/membership/

web

（消費税抜）

事前申込受付:10月26日（金）17時まで
※上記以降の申込は、満席の場合を除き、当日、会場での受付と
　なりますので名刺をご持参のうえ、ご来場下さい。

海外生産に関わる製造業の経営幹部・管理者
生産戦略立案に関わる方
海外生産拠点立ち上げに関わる方
海外拠点長、海外拠点運営に関わる方

2018年 10月 30日（火）　10：00～16：45
東京コンファレンスセンター・品川　（東京都　港区）

会　期

会　場

対　象

2018年（第8回） GOOD FACTORY賞  受賞企業一覧 （社名五十音順）

NEC
NECプラットフォームズ　掛川事業所

ブラザー工業
兄弟機械（西安）有限公司

オークマ
オークマ　本社・DS2部品工場

東レ
Penfibre Sdn.Berhad.(PFR) Film Factory

コマツ
コマツ 大阪工場・生産技術開発センタ

申込をいただいた方には、   を差しあげます！

早期申込特典

「先着申込特典」

申込先着100名様にプレゼント

「GOOD FACTORY

最強の工場をつくる
48の工夫」

日系の海外工場28社の
成功事例に学ぶ

一般社団法人 日本能率協会 GOOD FACTORY研究会（著）

■

■

■

■



　日本能率協会では2011年からアジアワイドで優良工場表彰制度を導入しています。
　この表彰制度は、国内外を問わず各地域で工場の生産性向上、品質向上をはじめ様々な体質革新活動へ取り組
まれている事例に着目し、そのプロセスや成功要因、現場の知恵、働く方々の意識改革、社会的貢献などの内容を幅
広く取り上げ、その成果を日本製造業の範として顕彰させていただくものです。
　GOOD FACTORY賞とは、これらの表彰制度の総称です。
　本講演会では、2018 GOOD FACTORY賞を受賞された各社より活動の内容をご発表いただき、その知見を共有
することで、日本製造業の海外生産活動の一助とすべく開催いたします。

CSR、環境対応、省エネ、福利厚生、地域社会との
結びつきなど、ものづくりを側面から支える“CSR”
に積極的に取り組まれている内容を表彰します

ものづくりプロセス革新賞1
ＩＥ改善、ＩＴの適用、品質保証、工程改善、ＳＣＭ
改善、ＪＩＴ、調達革新、物流革新、自動化など
工場・事業所の“ものづくりプロセス”が総合的に
改善・強化されている内容を表彰します

ものづくり人材育成貢献賞2
全員参加の改善活動、技能伝承、能力開発への取り
組み、従業員育成など質の高いものづくりを実現する
ための“人材育成”に組織的に取り組まれている内容
を表彰します

ものづくりCSR貢献賞3
上記①～③の範疇での個別の内容ではなく、総合的
に“工場運営”のレベルが高く、全体にバランスのとれた 
“ 工場運営 ” の良さ、といった内容を表彰します

ファクトリーマネジメント賞4

主要事業 工作機械製造に係る機械部品の加工

ポリエステル短繊維、ポリエステルフィルムの製造・販売主要事業

1973年2月26日（製糸工場）　1997年10月1日（フィルム工場）設　立

181名（繊維）　422名（フィルム）（2018年3月末時点）従業員数

マレーシア所在国

2017年3月（稼働開始）設　立

2,229名（2018年3月31日時点）従業員数

時間

10:00

11:00

11:15

12:15

13:15

14:15

14:30

15:30

15:45

16:45

Ｃ：コーディネータ（審査委員）※受賞講演の進め方（講演50分、質疑応答7分、総括3分）
※プログラム内容は変更される場合があります。最新情報は公式HPをご覧ください。

受賞講演②

受賞講演④

受賞講演③

10月  30日 火

日本

（敬称略）

委員長

委　員

ゼネラルアドバイザー

新世代スマートファクトリーDream Site 2(DS2)
部品工場における超多品種少量の高効率生産体制の構築

PETフィルムの高付加価値化と生産基盤強化

ホームゲートウェイ レンタル事業を支える
　　　　　　　資源循環型生産方式の確立

お客様に信頼される工場を目指し、
現地従業員の自律的な行動を中核とした、
　　　　　　　　　  BMX 独自の人財育成

KOM-MICSによるつながる工場の実現

受賞講演①

12:15
13:15

日本

中国

日本

マレーシア

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　石山　真実

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　松田　将寿

昼食・昼休み

※ 講演タイトルはいずれも仮題

インターネット接続端末(ホームゲートウェイHGW)の企画・開発・生産主要事業

1969年10月7日1969年10月7日(静岡日本電気株式会社として設立）
2014年 7 月1日( 4社統合により現在の社名に変更)

設　立

1,080名（2017年3月末時点）従業員数

日本所在国

日本所在国

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　松田　将寿

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　石田　秀夫

主要事業 工業用ミシン、産業機器（工作機械）の製造

設　立 2001年8月3日
従業員数 972名 （2018年3月末 現在）

所在国 中国

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　石山　真実

伊藤　謙治 東京工業大学　工学院　経営工学系　教授

新　　誠一 電気通信大学　情報理工学研究科　教授
柿崎　隆夫 日本大学　工学部機械工学科　教授　工学研究所　次長　　　　　 
坂爪　裕 慶応義塾大学大学院　経営管理研究科　教授　 
石山　真実 株式会社日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント
石田　秀夫 株式会社日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント
松田　将寿 株式会社日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント
廣瀬　純男 一般社団法人日本能率協会　JMAマネジメント研究部　主管研究員

齋藤　彰一 株式会社日本能率協会コンサルティング　常任顧問　シニアコンサルタント

「GOOD FACTORY賞」の厳正な審査を経て受賞にいたった先進企業の取り組みを紹介いただきます。

海外生産拠点固有の悩み、課題を解決するための知恵・工夫を共有します。

グローバル競争が進む中、日本工場のマザー機能についての考え方を共有します。

先陣の優れた拠点運営や、ものづくりを側面から支える人材育成等の取り組みに学ぶことで、将来課題が発生
した際の対処法の習得やその予見につなげます。また、当日の質疑から新しい考え方を発見する機会とします。

●

●

●

●

2018年 10月 30日（火）  10：00～16：45会　期

東京コンファレンスセンター・品川 会　場

ものづくりプロセス革新賞

ファクトリーマネジメント賞

ものづくりプロセス革新賞

ものづくり人材育成貢献賞

受賞講演⑤
主要事業 大型ブルドーザ、中・大型油圧ショベル、資源リサイクル機械の生産
設　立 1952年（操業開始）
従業員数 2,700名（2018年3月末）
所在国 日本

ものづくりプロセス革新賞

特　徴

GOOD FACTORY賞とは

審査委員会　委員一覧

プ ロ グ ラ ム

オークマ
オークマ株式会社　本社・DS2部品工場

東レ
Penfibre Sdn.Berhad.(PFR) Film Factory

NEC
NECプラットフォームズ株式会社　掛川事業所

ブラザー工業
兄弟機械（西安）有限公司

コマツ
コマツ 大阪工場・生産技術開発センタ

公式ＨＰ https://jma-goodfactory.com/ にアクセスして
メールアドレスを入力し、「今すぐ限定レポートを受け取る」を
クリックしてください。ダウンロードＵＲＬをお送りします。

第1章「GOOD FACTORY賞の要件と審査の視点」

第2章「GOOD FACTORYへのステップ」
　　   量産効率化から多品種生産の自立工場へ
  マネジメントレベルを上げる

第3章「GOOD FACTORYをめざすポイント」
　　   受賞企業に共通する“海外で成功する
   　　こだわりの核心ポイント”

最新プログラムやお役立ち情報が満載の公式ホームページは、こちらとなります。
https://jma-goodfactory.com/

第4章「GOOD FACTORYに学ぶ海外工場運営のノウハウ」
　　   1.人材育成
　　   2.生産システム構築
   　　3.工場マネジメント
　　   4.インフラ整備・CSR
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