新企画 !
過去の講演がスマートフォン、パソコンで視聴できる !

「クオリティフォーラムアーカイブ」
アーカイブ配信とは…

「クオリティフォーラムに参加できなかった」、「参加したが当該講演を聴講できなかった」
、と

いう方々のために、
“映像アーカイブ”として講演を有償で視聴することができるシステムです。
従来、東京でしか聴講することが出来なかったフォーラムを、いつでもどこでも気軽にパソコ
ンやスマートフォン上で視聴することが可能になります。
※利用期間内であれば、何度でも繰り返し視聴が可能です。
※ご利用期間は、お支払い完了より２週間です。

【「クオリティフォーラム

アーカイブ」視聴イメージ】

〈パワーポイント映像〉

〈講師映像〉

〈パワーポイント + 講師 PinP 映像〉

〈2018 年 価格表〉クオリティフォーラム参加者は、特別価格でのご案内です！
今年のフォーラム参加者は、なんと 5,400 円ですべてのアーカイブを視聴できます！

パック名

内容

フォーラム
2018 参加者

トータル
パック

全てのアーカイブ
をご視聴いただけ
ます。

ご希望の企画セッ
セッション
ションをご視聴い
パック
ただけます。

フォーラム 2018 非参加者

大口購入割引

日科技連
会員

一般

5,400 円

22,680 円

25,920 円

205,000 円 500,000 円

5,400 円

17,280 円

20,520 円

－

10 ID

30 ID

※アーカイブを実施予定のセッションは、裏面を参照ください。

〔ご購入の前にご確認下さい〕

セキュリティの設定や、動作環境によってはご視聴いただけない場合があります。
下記の視聴テストサイトにて、ご自身のパソコンで動画を再生可能かご確認の上、お申し込み下さい。
■テスト視聴サイト：URL：https://deliveru.jp/pretest5/
ID：livetest55
PW：livetest55
■推奨環境について
今回の動画配信は、株式会社ファシオ（http://www.vita-facio.jp/）の配信プラットフォーム「Deliveru」を利用しています。
推奨環境・ご質問は下記 URL をご参照ください。
◎推奨環境 https://deliveru.jp/faq/#Q7
◎よくあるご質問 https://deliveru.jp/faq/

2019 年１月配信開始予定！
〈2018 年

アーカイブラインナップ予定〉

以下の講演のアーカイブを公開予定です！

※全てのセッション・講演でアーカイブを実施するわけではありません

【ホワイトカラーの業務品質向上に向けて～トップが語る自工程完結の導入・推進～】セッション
●「進化する自工程完結 ～自工程完結に学ぶホワイトカラーの業務品質向上～」
（一財）日本科学技術連盟 理事長 佐々木 眞一 氏
●「更地からのイノベーション～ SSC(Simple Slim Compact) 活動を通じた品質・生産性向上と自工程完結～」
ダイハツ工業㈱ エグゼクティブ アドバイザー 魚井 和樹 氏
佐々木 眞一 氏 魚井 和樹 氏

中村 泰也 氏

●「気持ちも業務もスッキリした職場を目指した間接部門における「仕事の進め方改革」」
アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 取締役・専務役員 中村 泰也 氏

【顧客価値創造の組織的推進と事業創造の実践事例～顧客との共創活動と品質経営の進化～】セッション
●「マツダのブランド価値経営」
マツダ㈱ 執行役員 R&D 管理・商品戦略担当

工藤

秀俊 氏

●「クラブツーリズム版 組織開発プロジェクト～事業価値の再定義と価値を具現化する組織開発～」
クラブツーリズム㈱ マーケティング部 100 年プロジェクト 課長 酒井 信也 氏
●「「お客様にとってなくてはならない存在を目指す」コマツのブランドマネジメント活動のグローバル展開」
コマツ 執行役員 建機マーケティング本部 代理店人材育成推進室長（兼）改革室長 藤原 恵子 氏

工藤 秀俊 氏

酒井 信也 氏

藤原 恵子 氏

【多様化する品質経営のあり方と実際】セッション
●「ダイキン工業における価値創造の実践」（仮題）
ダイキン工業㈱ 空調生産本部 品質管理部 開発品質担当部長

吉井

利彰 氏

●「多様化する顧客価値に対応する製品開発とそれを支える人材育成」
㈱安川電機 品質経営推進部 品質経営推進担当部長 赤星 孝行 氏
吉井 利彰 氏

赤星 孝行 氏

岩田 悟 氏

●「ビジネスパートナー（協力会社）とともに歩み出した品質経営 事業を通じて人を育てる／仕事の質改善（53 年間の風潮・既成概念を変える）」
大和リース㈱ 執行役員 生産・デポ担当 生産・デポ推進部長 岩田 悟 氏

【未然防止を実現する様々な方法論と取組み】セッション（一部）
●「日産式 Quick DR による設計・開発における未然防止」
日産自動車㈱ Quick DR エキスパート講師／日科技連 Quick DR コンソーシアム 代表 大島 恵 氏
●「職場第一線でのヒューマンエラー防止」
人為ミス研究所 代表 元 （一社）中部産業連盟

主席コンサルタント

中山

賢一 氏

大島 恵 氏

中山 賢一 氏

トップが語る我が社の品質経営】セッション（一部）
●「リコーテクノロジーズにおける TQM 活動とトップの役割」
リコーテクノロジーズ㈱ 代表取締役 社長執行役員 遠藤 秀信 氏
遠藤 秀信 氏

【IoT 時代のものづくりとソリューションの実際】セッション
●「IoT による製造ビジネス変革に向けて」
ロボット革命イニシアティブ協議会 インダストリアル IoT 推進統括
●「コニカミノルタにおける IoT 時代のものづくり」
コニカミノルタ㈱ 常務執行役 生産本部長 浅井

水上

潔氏

真吾 氏

●「日本からリモートで海外工場オペレーションを日本品質にする方法」
㈱日立ハイテクノロジーズ 先端産業部材事業統括本部 チーフビジネスアーキテクト 中島 洋 氏

水上 潔 氏

浅井 真吾 氏

中島 洋 氏

【サプライチェーンの複雑化と品質確保への取り組み～サイレントチェンジへの対応、海外仕入れ先の活用～】セッション（一部）
●「モノづくりに忍び寄る影・サイレントチェンジ問題の現状と対策について」
独）製品評価技術基盤機構 製品安全センター 主査 片岡 孝浩 氏

片岡 孝浩 氏

井上 博一 氏

●「グローバル同一品質に向けた確かな品質の造り込み」
マツダ㈱ 品質本部 品質技術部 部長 井上 博一 氏

※詳細は、随時 web サイトに掲載いたします。

https://www.juse.jp/quality_forum/video_archive/

クオリティフォーラムアーカイブ

〔クオリティフォーラムアーカイブについてのお問い合わせ先〕
一般財団法人 日本科学技術連盟 「クオリティフォーラム 2018」担当
〒 166-0003 東京都杉並区高円寺南 1-2-1 TEL：03-5378-1215 FAX：03-5378-9842 E-mail：tqmsemi@juse.or.jp

