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参　加　申　込　書
http://school.jma.or.jp/or03（3434）5505 or

ＣＣ

参

加

申

込

書

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場合は、【連絡希望事項欄】へご記入ください。

合計 円円× 名
(税抜) 

受付
No.

お振込予定日

月 　　　　日

ふりがな

会　社　名
（正式名称）

所　在　地

ふりがな

申込責任者

ふりがな

ふりがな

参加者氏名
①

参加者氏名
②

ふりがな

参加者氏名
③

参　加　料

ふりがな

事業所名

〒□□□-□□□□

□日本能率協会法人会員
□会員外

（ ）

（ ）

参加証発行日 請求書発行日 領　収　日

電話番号（市外局番からご記入ください）

開　催　日

ＦＡＸ番号（市外局番からご記入ください）

【連絡希望事項欄】

参加申込規定

参加申込方法
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か月前から発送を開始いたします。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）

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、あらかじめご了承ください。
　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ファックスでご連絡ください。）

ご注意
・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。
・講義の録音・撮影はご遠慮ください。
・テキストは会場でお渡しします。参加者以外の方にはテキストはおわけいたしません。

製品事故・故障の解決策習得セミナー製品事故・故障の解決策習得セミナー 2017年１月18日(水)～19日(木)

個人情報のお取扱いについて
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。詳細は小会の個人
情報等保護方針（http://www.jma.or.jp/privacy/）をご覧ください。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・連絡およびJMA主催の関連
催し物のご案内をお送りさせていただく際に使用させていただきます。

免責事項
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のでご了承ください。

会員制度のご案内
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料割引を
はじめ各種サービスを提供しております。是非この機会にご入会をご検討ください。

お問い合せ：経営人材センター TEL：03(3434)1410( 直通 )

参加料

※テキスト費・昼食費は含まれております。
・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　　外

75,000円/1名につき
85,000円/1名につき

トラブル事例・体験から学ぶ

参加定員 36名　（定員になり次第締め切らせていただきます。）

一般社団法人日本能率協会法人会員

（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。

新規セミナー
http://school.jma.or.jp/
※ホームページからお申込みできます

製品事故・故障の
解決策習得セミナー
製品事故・故障の
解決策習得セミナー

参加申込先
JMAマネジメントスクール
一般社団法人日本能率協会
FAX：03（3434）5505
TEL：03（3434）6271
E-mail： seminar@jma.or.jp
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-2-2

住友商事竹橋ビル 14階
(受付時間) 月～金曜日 9：00～17：00

 (ただし祝日を除く)
URL  http://school.jma.or.jp/
（セミナーの最新案内など各種情報をご紹介）

プログラム内容のお問い合せ先
一般社団法人日本能率協会 経営人材センター
TEL：03（3434）1410(直通)

・電気・電子機器の設計・開発に従事している技術者
・品質保証・製品安全対策部門で製品事故・故障の解決策を
　学びたい方、学び直したい方

参加対象

土屋 英晴　　信頼性コンサルタント
渡部 利範　　㈱テクノクオリティー 代表取締役

講　　師

会期／会場 2017年1 月18日(水)～19日(木)
2日間　10：00～17：00

住友商事竹橋ビル 日本能率協会 研修室
（東京都・千代田区・一ツ橋）

　日本能率協会では2008年より「電気電子機器技術者のための製品安全技術作り込み
セミナー」、2010年より「電気・電子部品の壊れ方セミナー」を開催し、延べ1000名を
超える方々にご参加いただきました。各セミナーでの参加者の声として、実際の製品事故・
故障に関する解決策に関する質問も多く、各社での大きな課題としてなって来ています。
　そこで、日本能率協会では各社の大きな課題となっています「製品事故・故障の解決策」に
ついて体系立て学ぶ場として、本セミナーを開催いたします。

開 催 趣 旨

会場案内 住友商事竹橋ビル 日本能率協会 研修室

東京メトロ東西線「竹橋駅」1ｂ出口　徒歩1分
都営新宿線・三田線、東京メトロ半蔵門線 「神保町駅」徒歩5分
※都営新宿線、半蔵門線はA1出口、都営三田線はA8出口が便利です。 
都営新宿線、東京メトロ東西線、半蔵門線  「九段下駅」6番出口徒歩8分

〒100-0003  東京都千代田区一ツ橋1-2-2  住友商事竹橋ビル 15・16階
TEL：03（3434）6271

● 電車

一般社団法人日本能率協会
住友商事竹橋ビル 15・16階



昼　　食

17:00

〜

13:00
2 事故・故障原因の絞り込み（続き）

3 再現試験
•故障の状況把握(環境、使用頻度)

•再現試験(何をどのように再現するのか？)

•再現試験の見極め

4 解決策の提案・検証
•部品単品、ユニット、製造方法からのアプローチ

•対策の確実さ

•即時の市場対応、設計対応、PLリスク対応

5 グループ演習Ⅰ
•家電製品：製品構造、電気回路の理解

各グループで分解、観察する

•セラミックヒータ、加湿器、ACアダプタ

0 研修の目的、本セミナーの位置づけ

1 製品事故・故障の原因
•最近の傾向　NITE報告の実態

•事故 事例 海外調達

•電気部品と事故の原因の関係

2 事故・故障原因の絞り込み
•故障解析はなぜ重要か？

•事業の特質と事故・故障への取り組み

•解析事例

　詳細はお電話でお問合せください。

　TEL：03（3434）1410　　E-mail：seisan@jma.or.jp

講師派遣・社内研修のご案内

本セミナーならびに「電気・電子部品の壊れ方セミナー」
「製品安全技術作り込みセミナー」は貴社の社内研修とし
て実施が可能なプログラムです。
•技術者の製品安全に対する技術力や意識向上したい。
•社内安全基準の見直しのきっかけ作りにしたい。
•自社の製品安全と信頼性向上のための基本的な考え方や
原理・原則を体得して行きたい等々の貴社の課題に対応し
ております。

講師プロフィール (敬称略)

時間 1月18日(水)

12:00

〜

10:00

※内容は、変更される場合があります。また、進行の都合により時間割が変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。

昼　　食

17:00

〜

13:00
6 発表準備

7 発表
•各グループ発表

8 まとめ
•演習の解説

•故障解析の報告書の書き方と留意点

•まとめ

5 グループ演習Ⅱ
•セラミックヒータ、加湿器、ACアダプタ

•製品の機構、構造のイラスト化、電気回路のモデル図の
記述

•電気部品、構造に着目して製品の故障を予測する

•FTAの活用

•対策の考案

時間

12:00

〜

10:00

プログラム

信頼性コンサルタント
元㈱デンソー 電子事業部 電子製造部 電子1工場長
車載用電子部品の信頼性試験・故障解析、車載用
電子機器の設計・製造・検査等に従事後、転籍
元アンデン㈱ 第2品質保証部 部長
日本信頼性学会 理事、研究会運営委員長
故障物性研究会 主査

土屋 英晴
つちや　ひではる

㈱テクノクオリティー 代表取締役
元 キヤノン㈱ 品質本部
製品安全技術開発部 部長
一般社団法人日本能率協会 専任講師
経済産業省 製品安全対策優良企業審査委員会
審査委員
工学博士 技術士（電気・電子）

渡部 利範
わたべ　としのり

トラブル事例、体験から学ぶ「製品事故・故障の解決策習得セミナー」トラブル事例、体験から学ぶ「製品事故・故障の解決策習得セミナー」

ねらいと特色
技術者として、製品事故・故障に直面した時に解決策を導き出
すためには正しい考え方と体系立てたロジックが必要不可欠と
なります。また、第三者にもわかりやすい報告書も求められてき
ます。
そのような解決力を習得していただきます。

製品事故・故障

解明

解決策

過去トラブル事例(製品事故事例)→
事故・故障原因の絞り込み→
再現試験

1月19日(木)


