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バリュー・ステーション
「経営者フォーラム」を試行開催
日本VE協会では、3月17日に東京
都千代田区のアルカディア市ヶ谷で
「経営者フォーラム」を試行開催しま
した。
「経営者フォーラム」とは、企業経
営者層の方々にVEを理解していた
だくことを目的に今年度企画されたも
のです。試行開催の第一弾となる今
回は、本会役員をはじめ20名強の方
が参加をされました。
今回のフォーラムのテーマは「パナ
ソニックのモノづくりとVEへの取り組
み」。はじめに本会の理事でもおられ

パナソニック 野村剛氏
による講演
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る同社常務取締役モノづくり本部長
の野村剛氏から、同社におけるソフ
ト・ハード生産技術の取り組みやVE
活動の事例等をご紹介いただきまし
た。

eラーニング〈Webスクール〉開講！
“具体例でしっかり学べる改善マインド入門”
2015年度より新たにeラーニング講座〈Webスクール〉を開講いたしました。
第1回目の講座は「具体例でしっかり学べる改善マインド入門」です。詳細、サ
ンプル動画の視聴は日本VE協会ウェブサイトから。

2015年度前期
セミナー開催予定

11
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上海で初めてのVE基礎研修を開催

演習の様子

3月11日～12日の2日間、上海大
学経済学院にて、上海VE協会（上海
VE普及推進委員会）主催の「VE基
礎研修」が行われ、30名以上の受講
者が集まりました。日系企業の現地
スタッフ、中国大手企業からも参加
があり、演習では各グループとも、メ
ンバーが積極的に知恵を出し合いな
がらチーム活動を行いました。

だきました。

講師は、当協会参与の澤口学氏
（CVS）。第1回目の記念すべきVEセ
ミナーであることから、「新・VEの基
本」著者でおなじみの土屋裕先生、
中神芳夫先生も駆けつけ、講座の様
子を見学され、最後にご講評をいた

受講者の方々は、「VEの考え方に
感銘を受けた」「とても有意義な研修
だった」「ぜひ社内で推進、本格的に
実践活動を行いたい」等、大変満足
された様子でした。

VEの歴史的背景から、アメリカの
戦闘機F-150を例にハイテクノロジー
の分野でのVE適用事例やVEの創
始者であるマイルズ氏の写真の紹
介、VEの適用範囲の広さ、実践する
ためにはVEの資格を取り進めていく
必要性など、受講者の動機づけとな
るコメントをいただきました。

提案発表会の様子

VE専門家チームが上海のESD実施校を訪問

修了証を受け取る受講生

ESD実践校を訪問

3月13日、日本VE協会の専門家
チームは、中国の文部科学省に当た
る教育部からご紹介いただいたESD
（注 1 ）
を実践する上海市内の学校2校
を訪ねました。ESD実施校として特
色ある教育現場を視察し、ESDの目
的である「持続可能な社会づくりの
担い手を育む教育」の下、そのような
社会を創造していくための学習や活
動の中にVEの機能的研究を取り入
れる可能性について、訪問先の関係
者と意見交換を行いました。
小・中学校が合併した9年制の学
校と4年制中学校の2校は、いずれも
テクノロジー分野、技術力の育成、
環境教育や情操教育に力を入れて
いる特徴をもち、視察時には、
・台湾式の最新教育手法を取り入
れた授業（電子黒板を使い先生と生
徒の対話で進める）

・習字
・将棋
・コンピューター（プログラミング）
→ ロボット設計
・陶芸
授業の様子

など、日本の義務教育の中ではなか
なか見られない授業風景でした。
ESDの中で育みたい力は、
・持続可能な開発に関する価値観
（人間の尊重、多様性の尊重、非排他
性、機会均等、環境の尊重等）

・体系的な思考力 （問題や現象の背
景の理解、多面的かつ総合的なもの
の見方）

・代替案の思考力（批判力）
・データや情報の分析能力
・コミュニケーション能力
・リーダーシップの向上
であることから、そのほとんどにVE
の考え方が活かせるものと考えま
す。
これらのESD実践校の教育現場に
VEを実践することで大きな成果が得
られる可能性について訪問先の
方々と意見を合わせることができま
した。今後、これらの学校と協力し、
VEの新たな展開が期待されます。

（注1）ESD：Education for Sustainable Developmentの略で「持続可能な開発の
ための教育」と訳されています。詳しくは、文部科学省ウェブサイト日本ユネスコ国
内委員会のページをご参照ください。
http://www.mext.go.jp/unesco/004/1339970.htm
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正しい食と環境を伝えるために
VE的思考を体験 ～VEのプロボノ活動～

VEの基本講座

グループディスカッション

機能系統図の作成

発表会の様子

福原政則氏による講義

発表会の様子

3月16日･17日、日本VE協会大会
議室で、一般社団法人ホールフード
協会のスタッフを対象としたVE研修
が開 催さ れました 。 同協 会 の代 表
は、食と環境の安全を世に広く伝え
ることを目的として幅広い活動を展
開され、「50度洗い」や「ベジブロス」
等、近年マスコミで注目を集めている
料理家、タカコ ナカムラ氏です。
当日は、ナカムラ氏をはじめ、東京
や福岡から13名の方が参加。今回
のプロジェクトには、当会東日本支
部から、VE専門家であり、食と健康
の分野にも造詣の深い高橋均氏（日
立建機）、鈴木伴久氏（伴久VE研究
所）2名のCVSにボランティアとして
講座の準備から指導までをお引き受
けいただきました。
近年の食や環境に対する意識の
変化から、ホールフード協会活動の
注目度が急激に高まり、教育支援の
活動により一層幅広い対応が求めら
れるようになり、協会スタッフの日常
業務は繁忙を極めていました。そこ
で、現状の業務体制の見える化を全
スタッフで行い連携強化することによ

り、組織力を強化することを目的と
し、VEの考え方を導入して業務体系
と各位置づけを確認しました。
参加者はいずれもVEには全く縁
のない方ばかりで、VEの講義までは
緊張した様子でしたが、演習が始ま
ると積極的にチームで話し合いを進
め、2日目の機能系統図発表の時に
は「目的と手段」という基本を理解し
て説明できるようになっていました。
「機能系統図でこんなにも見えるこ
とがあると気付き驚きだった」「業務
以外の日常にも応用できると感じた」
「アイデア発想や代替案の作成にも
興味が出てきた」等、充実した内容と
評価いただきました。
今回のようなサービス分野や新規
の業種業態に向けたVEの考え方の
紹介を積極的に行い、VEの適用分
野の拡大に努めていきたいと考えて
います。
※プロボノ：社会人が自らの専門知識や
技能を生かして参加する社会貢献活動。
ラテン語の「Pro bono publico(公益のた
めに)」からきている。
（コトバンク https://kotobank.jp/）

「明日から実践できる！資材・調達のVE」
を開催 ～VELフォローアップ研修～
3月11日、日本VE協会大会議室に
おいてVEL限定セミナー「“明日から
実践できる！資材・調達のVE」を開
催しました。今年度スタートしたVEL
継続教育・実践支援プログラム「VE
リーダーフォローアップ研修」第5回
目の開催です。講師は、（株）福原イ
ノベーション研究所 代表取締役社
長兼CEOの福原政則氏（ VES）で
す。
原価企画責任者、VE推進者として
の豊富な実務経験と、製造業・サー
ビス業などを中心に展開している幅
広いコンサルティング経験に基づく
実践的な内容で、「収益に貢献する
調達活動の進め方」についてわかり
やすく解説いただきました。
調達 部 門 の ある べ き 姿、 業 務課
題・調達プロセス課題発見のための

分析方法などを演習を交えて学びま
した。また、先進企業の調達・購買戦
略が紹介され、そのポイントについて
解説されました。
講義は、参加者から現在の状況や
課題などを聞き、質問を受けながら
進められ、講師と参加者、参加者同
士のコミュニケーションが活発に行
われていました。
最後は、調達プロセスVEのワーク
を行い、グループごとに課題分析と
理想の姿を検討し、その内容を発表
して3時間のセミナーは終了となりま
した。
今回は、関東、東海、関西などから
企業の資材・調達部門のVELが集ま
り、セミナー終了後も情報交流が行
われていました。
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ドイツ ピーター・リード氏 ご逝去
2015年3月20日、ドイツのVE専門家でCVSのピーター・リード氏（Axel Peter Ried）
が、数ヶ月間にわたる闘病の後、74歳でご逝去されました。
リード氏はCVS、SAVEのフェローであり、ドイツでRied Management Methods社を経
営、アメリカ、ヨーロッパ、アジアと国際的に幅広く活躍されたVEコンサルタントでした。
日本のVE全国大会にはほぼ毎年参加され、2013年には国際功労賞（Distinguished
International Service Award）を受賞されました。
VEの普及推進に多大な功績を残されたことを称え、謹んでご冥福をお祈りいたします。

SAVE元会長 ジェリー・カウフマン氏 ご逝去
2015年4月15日、元SAVE（米国VE協会）会長で協会創設
者の一人として長年活躍された、ジェリー・カウフマン氏
（Joseph J. Kaufuman）が85歳でご逝去されました。
SAVEでは創設期より中心的役割を担い、SAVE会長、
CVS資格認定委員長など数々の要職を歴任され、VEの創始
者マイルズ氏とも深く親交がありました。
国際的にも広く知られ、日本とは古くから親密に交流。日本
VE協会の設立当初からさまざまな面で支援、協力を惜しまず
貢献いただいた親日家でした。
VE協会歴代会長と懇親したカウフマンご夫妻
カウフマン氏の功績とVE専門家としての活躍を称え、1980年
と1999年の2回、協会から「会長感謝状」と「国際功労賞」が贈られ、2008年に名誉会員となりました。
国際的にVEの普及推進に多大な功績を残され一時代を築かれた方でした。謹んでご冥福をお祈りいたします。

2015年度『九州地区VE塾』ご参加者募集
『九州地区VE塾』は、VEの実践を担える人材を育成するために設置された“ VEワークショップ・セミナー” です。
受講者が実際に職場で抱えている問題や課題をテーマに十分な時間をとって行うグループ演習はこの塾の大きな
特長であり、受講者の方々から毎年好評をいただいています。
また、業務中ではなかなか経験できない異業種交流ができることも塾の魅力の一つです。所定の出席率を満たし
て修了すると、VEＬ認定試験の受験要件と、VEスペシャリスト（VES）認定試験の受験要件のうち、VE学習経歴を
満たすことができます。
 開講期間 ： 2015 年5 月22 日（金） ～ 9月5 日（土） 〔全9会合〕
 参加費：【一般】32,500円 【会員】25,000円 【会員の紹介】27,500円 ※テキスト代(2,160円)別
 会場：西部電機（株）本社（福岡県古賀市）
 定員 ： 15名
 講師 ：【塾長】小関 要司 氏（元（株）安川電機 VE推進担当、CVS）
 締切：5月13日(水)
▽詳細・お申し込みはこちらから
http://www.sjve.org/events/129/

「土木学会論文集F4（建設マネジメント）特集号」論文募集のお知らせ
土木学会建設マネジメント委員会では、「土木学会論文集F4（建設マネジメント）特集号」（審査つき）を発行してお
り、2015年度の論文を募集しています。
投稿論文は、建設マネジメント分野における学術・技術の進歩、発展への優れた業績に対して授与される、建設マ
ネジメント委員会論文賞、論文奨励賞の表彰対象となります。
●投稿原稿締切日：2015年5月18日（月）【必着】
応募およびお問い合わせについて詳しくは下記ページをご覧ください。
http://committees.jsce.or.jp/cmc08/node/17
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NEXT VALUE DIRECTION
第48回VE全国大会 次の50 年、NIPPONの競争力強化に向けて
・期日：2015年10月27日（火）～28日（水） 2日間
・会場：アルカディア市ヶ谷（東京都千代田区）
今年の大会は協会創立50周年記念大会として開催され、
次の50年を考える良いきっかけにしたいと思います。
講演や事例・論文の発表を通じた意見交換など、皆様
が自社での活動に応用・展開できるようなヒントやノウハ
ウを満載したプログラムを企画中ですので、大会参加に
向けての予算確保をぜひともお願いいたします。
2日間

1日

一般

35,100円

21,060円

VE有資格者/会員の紹介

29,700円

17,820円

協会会員

27,000円

16,200円

5,400円

3,240円

〈10/10までの早期割引価格〉

学生

「第48回VE全国大会開催予告」 (pdf)の
ダウンロードはこちらから
http://www.sjve.org/download/2088/stream/

第48回VE全国大会 スポンサー募集中

≪2015年7月31日まで≫

日本国内はもちろん、アジア各国や米国・欧州からVEの専門家が集
う本大会を貴社のプロモーションにお役立ていただくため、大会スポン
サーを広く募集いたします。 貴社製品・サービスのPRやビジネスチャ
ンスの拡大にこの機会をぜひご活用ください。
エキジビットコーナー

名称

スポンサーボード

スポンサーグッズ

スポンサーシップの詳細はこちらから
http://www.sjve.org/download/2089/stream/

料金（税込）

USB（1社）

378,000円

ストラップ（1社）

324,000円

ノート（1社）

324,000円

エキジビット（1社）

162,000円

ドリンク（2社）

162,000円

サポート

54,000円

VEの基礎 ◆ 通信講座 ～お得なVEL受験チケット付～
VEリーダー養成にご活用ください
VE初心者の方々を対象とする入門講座です。いつでも
どこでもマイペースで学習でき、修了テストで一定の得
点を取ることで、VEリーダー認定試験の受験資格が得
られます。

▽詳しくはこちらから
http://www.sjve.org/events/89/

区分
一般
会員
学生

講座料
31,320円
24,840円
24,840円

受験チケット
21,600円
21,600円
10,800円

合計
52,920円
46,440円
35,640円

※講座単体（受験チケットなし）プランもあります。
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本部・支部の事業活動報告（議事録サマリー）
●第13回 理事会
1.日時：2015年3月17日（火）15:00～16:00
2.会場：アルカディア市ヶ谷 7階 琴平
3.出席者：理事14名、監事２名
4.議長：代表理事（会長） 近藤 史朗
5.経過及び結果
定刻、近藤会長が挨拶。続いて、宮本事務局長から本
理事会は定款第33条第１項で定められた定足数を満た
しているので成立する旨を報告。その結果を受けて近藤
会長が定款第32条の規定によって議長となり、理事会
は開会となった。
5.1 報告
(1)業務執行理事の職務執行状況について
宮本事務局長から、2014年9月1日から2015年2月28
日までの事業及び収支概況を説明。全員異議なく了承さ
れた。
5.2 議案審議
・第1号議案 2015年度 事業計画書案承認の件
全員異議なく原案の通り承認された。
・第2号議案 2015年度 収支予算書案承認の件
全員異議なく原案の通り承認された。

・第3号議案 2015年度 資金調達及び設備投資の件
全員異議なく原案の通り承認された。
・第4号議案 参与委嘱の件
2名の新規委嘱について、全員異議なく原案の通り承
認された。
・第5号議案 委員長委嘱の件
第48回「VE全国大会実行委員会」委員長の新規委
嘱、並びに「マイルズ賞審査委員会」及び「CVSフォー
ラム委員会」委員長の委嘱継続について、全員異議な
く原案の通り承認された。
・第6号議案 支部長及び副支部長委嘱の件
「東日本支部」支部長の新規委嘱、並びに同支部副
支部長の委嘱継続について、全員異議なく原案の通り
承認された。
・第7号議案 会員承認の件
前回の理事会以降に申し込みがあった企業並びに個
人の入会について、全員異議なく原案の通り承認され
た。
以上をもって報告及び全議案の審議が終了したので、
議長は16時00分に閉会を宣した。

●第42回 本部企画委員会
1.日時：2015年2月27日（金）14:00～17:00
2.会場：日本VE協会 大会議室
3.出席者：11名
4.議事：協会事務局から本委員会の位置付け・構成・機
能等について説明後、土屋委員長が議長となり、次の通
り進行された。
4.1 各委員会及び各支部の2014年度概況と
2015年度計画について
各委員会及び各支部の代表者から2014年度の活動

概況と2015年度の活動計画について報告が行われ、そ
れらについて意見交換が行われた。
4.2 協会テーマの設定について
『今後しばらくは特に設定しない』とすることについて、
全員の賛同を得た。
4.3 本会の2014年度概況と2015年度予定について
協会事務局から説明し、それに関する情報が出席者
から提供された。

●新刊本のご紹介●
[最新]日本式モノづくり工学入門 ～イノベーション創造型VE/TRIZ～
著者：澤口 学 / 出版社：同友館 / 定価：2,160円 （協会会員価格：1,944円）
日本のモノづくり産業は、まだまだ大きな可能性を秘めている。本書では、その歴史と特徴を体系的に整理し、管理技術
の活用意義とイノベーティブな製品の必要性を論じる。企業の商品企画・開発部門の担当者や管理者はもちろんのこと、
経営者や学生や教員の方にもぜひご一読いただきたい一冊。
〈目次〉
【第1部】日本企業が実践すべきイノベーション活動とその戦略
第1章 日本のものづくり産業の変遷と今後進むべき方向性
第2章 日本のモノづくり産業の強みと弱み
【第2部】イノベーション創造活動で役立つ管理技術
第3章 VE(価値工学)概論
第4章 TRIZ(革新的問題解決理論)概論
第5章 TRIZ手法
【第3部】システマテック・イノベーションの具体的展開方法
第6章 イノベーション創造型VE/TRIZ
第7章 合理的な原価低減型VE/TRIZ
ご注文はこちらから ･･･＞ http://www.sjve.org/about/request/book4/36/
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●バリュー・マネジメント・アカデミー （VMA）
1.日時：2015年3月19日（木）14:20～17:50
2.会場：日本VE協会 小会議室
3.出席者：7名
4.議事：
4.1 第42回『本部企画委員会』の概況について
(1)委員会において、VMAから“機能分析法について
の議論”の概況を説明したことを受けて意見交換
・今の手法をさらに使いやすくできるように研究。
・その一つとして、機能系統図（以下「系統図」）にand
やor、コンシューマー的な要素を加える。
・“系統図あるいは機能分析に関する研究”がVMAに
おけるテーマの一つ。テーマの順位をどのように付け
てどう研究するかが問題。

4.2 VEの裾野拡大について
(1)『CVSフォーラム委員会』との連携
・ VMAに出席し、活動についての話をしてくれるよう、
協会事務局から同委員会の委員長に依頼する。
(2)VEを用いた“株価予測システム”の作成
・VEを売り込むために“株価予測”という材料をどう料
理するか今後議論するため、その事例を作っておく。
(3)『福沢諭吉はVEr.だった』の記事連載
・企画書を作って事務局長に提案し、先に繋げることを
考える。
(4)VEを使った“片づけ本”の作成
・次回企画を持ち寄り、もう一回議論する。

●第93回・94回 CVSフォーラム委員会
1.日時：2015年3月4日（水）14:00～17:00
2.会場：日本VE協会 大会議室
3.出席者：10名
4.議事：
4.1 初めてVEを学ぶ人向けの「新しいVE資料」について
・“アイデア発想に使えるカード”の具体化について検
討・実施。
・現在の“疲弊した商店街を活性化させるためのプロ
グラム”については、来年度も検討することを決定。

1.日時：2015年4月17日（金）14:00～17:00
2.会場：日本VE協会 大会議室
3.出席者：12名
4.議事：
4.1 本委員会第8期のスタートに際して
・服部委員長から全委員に委嘱状を交付。
4.2 商店主向け新VE資料「疲弊した商店街を活性化
するプログラム」について
・“アイデア発想に使えるカード”の具体化について検
討。

●第38回 公共事業のVM研究会
1.日時：2015年4月20日（月）14:20～16:05
2.会場：日本VE協会 小会議室
3.出席者：4名
4.議事：主査から今回初めての出席者に本研究会の概
要を説明、前回の概況を全員で確認の後、以下の通り
進められた。
4.1 公共事業におけるVEの普及方法について

(1）議論
・VEの実施の条件づけについて
・VE継続におけるハードル越えについて
・簡素化について
(2)結論
・次回、簡素化についての方向性を決める。
目標は、3日掛かっているVEを1日でできるようにす
ること。

VEセミナー出張開催プランのご案内
VEセミナー出張開催プランは、バリュー・エンジニアの認定資格を持つ講師が貴社へ伺い、貴社内でセミナーを実施
します。セミナー参加のための出張費、時間の削減にもなり、大変お得なプランです。
●プラン例

●VE基礎講座（標準コース）

2日間でVEの基本を学び、実施手順を演習を通じて体験学習する
ワークショップ型セミナーです。

●VE基礎講座＋VEL受験勉強会

VEリーダー認定試験の受験を目指す方々向けにVE基礎講座と
VEL受験勉強会を実施するプランです。

●VE基礎講座＋実践フォローアップ

VE基礎講座受講後に自社の課題で実践されるにあたり、進捗の確
認やアドバイス、提案発表会の実施をサポートするプランです。

●2時間VEセミナー

短時間で改善活動を実施する「2時間VE」の活用方法を講義と演習
で習得するプランです。

●カスタムメイドプラン

具体的なご要望をお聞かせください。ご要望をお伺いして、実施内
容をご提案するプランです。

☆詳しくはこちらから >>>

http://www.sjve.org/download/1598/stream/
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●第148回 西日本支部 （中四国・九州地区） 運営委員会
1.日時：2015年2月17日（火）10:30～11:30
2.会場：マツダ（株）協力会センター 会議室
3.出席者：15名
4.議事：
4.1 2014年度活動及び決算概況の報告
(1)協会事務局から2014年度活動の概況を報告。
(2)北九州地区VE塾及び「VEの基本と実践セミナー」
（VE塾成果発表会）について、小関塾長から総括。
(3)協会事務局から2014年度決算の概況を説明。
4.2 2015年度の活動及び予算について
(1)協会事務局から2015年度活動計画及び日程（案）を
説明。

(2)運営委員会・工場見学会について調整。
(3)西日本VE大会について、開催予定日を報告。
(4)VE塾成果発表会について
①九州地区は12月4日（金）安川電機殿で開催。
②広島地区はマツダ殿で開催させていただく方向で、
日程等を別途調整。
(5)協会事務局から2015年度予算案を説明。
①今年度をベースとした予算案に対し、来年度も収支
のバランスがとれるよう活動することとし、出席者全
員からこの予算案に賛成いただいた。

●第255回西日本支部（関西地区）運営委員会
1.日時：2014年3月6日（金）15:20～17:00
2.会場：ニチユ三菱フォークリフト（株）会議室
3.出席者：17名
4.議事：
4.1 『第46回VE関西大会』の総括
(1)事務局より、参加者数とアンケート回答集計結果につ
いて報告。
(2）出席者からの意見
(3）企画リーダー谷副支部長の総括
4.2 2014年度の活動報告
(1）事務局より2014年度の活動の概要を報告。
(2）各主査より研究会の活動を報告。
(3）出席者からの意見
4.3 2014年度の収支決算報告
(1）事務局より、2014年度の決算を報告。
4.4 2015年度の活動計画について
(1）研究会活動
・来年度は、今年度に引き続き6つの研究会を設置する
こととした。

(2）普及活動
・『VE阪神セミナー』の開催
7月17日（金）クリエイションコア東大阪（予定）
・『京滋セミナー』の開催
11月13日（金）メルパルク京都（予定）
・『VE関西大会』の開催
2016年2月19日（金）大阪国際交流センター（予定）
・企画リーダー、メンバーは5月の運営委員会で決定
予定
(3）運営委員会の開催
・第256回 5月15日（金）積水化学工業
・第257回 7月31日（金）三菱電機 姫路製作所
・第258回 11月27日（金）フジタ
・第259回 2016年3月4日（金）パナソニック
4.5 2015年度の収支予算について
・2015年度収支予算案を事務局より説明し、承認され
た。

新入会員のご紹介
●正会員（法人）
リコーインダストリー株式会社様（神奈川県厚木市）
リコーインダストリアルソリューションズ株式会社様
（神奈川県横浜市）
●正会員（個人）
田島 洋 様
成瀬 直行 様
福原 政則 様

VEL
VES
VES

●賛助会員（法人）
山平建設株式会社様（静岡県浜松市）
●賛助会員（個人）
井之川 英正 様
岡田 知子 様
桐澤 芳廣 様
野坂 比登志 様
日高 良佑 様

会員制度をご利用ください




情報誌のご提供
研修会・大会に割引料金で参加
各種研修会や情報交流活動に参加など
▽ご入会特典について
http://www.sjve.org/about/admission/

活用シーンによってご入会形態をお選びいただけ
ます。

 全社で各種サービスを利用 → 正会員（法人）
 事業所、部・課単位で各種サービスを利用
→ 賛助会員（法人）

VEL
VES
VES
VEL

 個人で各種サービスを利用
→ 正会員 / 賛助会員（個人）
▽ご入会・会費について
http://www.sjve.org/about/admission/ad2/
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支部・部会活動予定（5月・6月）
●東日本支部
●全体行事
1.事業所見学会
・日時：6月10日(水)13:30～16:30
・会場：関西ペイント開発センター(神奈川県平塚市)
・テーマ：色を創る～高機能化・高付加価値化する
塗料の最新動向～
・対象者：部会メンバーとその関係者
・内容： ①会社・事業所の紹介
②施設見学・質疑応答
③技術プレゼン
●マネジメント部会(主査・名古屋純也)
1.第107回研究会議
・日時：5月19日(火) 14:00～17:00
・会場：日本VE協会 大会議室
・内容： ①次回訪問企業について
②座学テーマの深掘り検討
③企業訪問事前学習について
④その他（各位からの提案）
2.第108回研究会議
・日時：6月9日(火) 14:00～17:00
・会場：日本VE協会 大会議室
・内容： ①企業訪問報告
②座学テーマの深掘り検討
③その他(各位からの提案)
●VE推進部会(主査・大久保匠)
1.VE普及推進研究会（A分科会）
・日時：5月12日(火) 10：00～13：00
・日時：6月16日(火) 10：00～13：00
・会場：日本VE協会 大会議室
・内容：VE普及推進を目的とした課題の解決研究
2.VE実践・活用研究会（B分科会）
・日時：5月12日(火) 14：00～17：00
・日時：6月16日(火) 14：00～17：00
・会場：日本VE協会 大会議室
・内容：VE実践および活用を目的とした課題の
解決研究
●マーケティング部会(主査・沼澤朋子)
1.2015年度第2会合
・日時：5月27日(水) 14:00～17:00
・会場：日本VE協会 大会議室
・内容：顧客要求基本機能の過去・現在・未来の変化
を示すキーワード収集

2.2015年度第3会合
・日時：6月23日(火) 14:00～17:00
・会場：日本VE協会 大会議室
・内容：顧客要求基本機能のキーワード分析
●R&D部会(主査・福田浩章)
1.VE7つ道具研究チーム(リーダー・吉見三郎)
・日時：5月20日(水) 10:00～13:00
・日時：6月17日(水) 10:00～13:00
・会場：日本VE協会 大会議室
・内容：“だれでも解決７つ道具”の検証
2.差別化機能の研究チーム(リーダー・野嶋泰資)
・日時：5月20日(水) 14:00～17:00
・日時：6月17日(水) 14:00～17:00
・会場：日本VE協会 大会議室
・内容：差別化機能の抽出方法検証
●ものつくり部会(主査・佐藤尚吾)
1.座学例会
・日時：6月24日(水) 13:30～17:00
・会場：日本VE協会 大会議室
・内容： ①ソディック見学会の総括、意見交換
②展示会情報など、技術の深堀りについて
2.ものづくり見学会
・日時：5月25日(月)15:00～17:00
・会場：ソディック東京ショールーム
・テーマ：金属3Dプリンタの最新動向
●社会インフラ部会(主査・薄衣光明)
1.全体会合
・日時：5月13 日(水) 13:00～17:00
・会場：日本VE協会 大会議室
・内容：2015年度の方針検討
2.第1回企業ケース検討会
・日時：6月24日(水) 13:00～14:50
・会場：日本VE協会 大会議室
・内容：ポーター賞分析
3.第1回建設VE研究会
・日時：6月24日(水) 15:00～17:00
・会場：日本VE協会 大会議室
・内容：FASTの技法研究他

https://
www.facebook.com/
sjve.org
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●西日本支部・東海地区
●第9回東海地区VE技術情報交流会

●中部建設VE研究会（主査・日比 恒）

・日時：6月19日(金) 13:30～16:30
・会場：イオンコンパス名古屋駅前会議室 (名古屋市)
・テーマ：“失敗の原因は「思い込み」にある”
これならできる職場の業務改善
・講師：斉藤浩治氏 マインド・ジェイ代表 CVS
・内容： ①業務改善がうまく行かない3つの理由
②改善マインドを形成する方法とは？
③反転機能系統図の手順とポイント
（グループ演習）

第234回研究会
・日時：5月26日(火) 14:00～17:00
・会場：フジタ名古屋支店
・内容：建設業にマッチしたアイデア発想ツール
第235回研究会
・日時：6月23日(火) 14:00～17:00
・会場：アイシン開発本社
・内容：建設業にマッチしたアイデア発想ツール

④質疑応答・全体討議

●西日本支部・関西地区
●経営革新を生み出す活き活きVE研究会
第108回研究会
・日時：5月18日（月）10:00～
・会場： (株)タクミナ 会議室
・内容：VE研修教材の検討
第109回研究会
・日時：6月15日（月）13:00～
・会場：（株）タダノ 会議室
・内容：VE研修教材の検討

●実践原価企画研究会
第84回研究会
・日時：5月20日（水）10:00～
・会場：三菱日立パワーシステムズ 会議室
・内容：原価企画Q&Aの検討
第85回研究会
・日時：6月10日（水）13:00～
・会場：（株）シャープ
・内容：原価企画Q&Aの検討

●VEツール研究会
第84回研究会
・日時：5月25日（月）13:00～
・会場：三菱電機（株）伊丹製作所 会議室
・内容：機能分析手法の研究
第85回研究会
・日時：6月22日（月）13:00～
・会場：西日本旅客鉄道（株）会議室
・内容：機能分析手法の研究

●サービス領域でのVE適用方法研究会
第24回研究会
・日時：6月9日（火）13:30～
・会場：イオンディライト（株）会議室
・内容：サービス領域でのVE適用実施手順の検討

●つかいやすいTRIZ研究会
第37回研究会
・日時：5月20日（水）10:00～
・会場：（株）島津製作所 会議室
・内容：TRIZ入門研修の検討
第38回研究会
・日時：6月19日（金）10:00～
・会場：（株）マツダ 会議室
・内容：TRIZ入門研修の検討

●コンセプト・メーキングVEレベルアップ研究会
第24回研究会
・日時：5月22日（金）13:00～
・会場：シャープ（株）会議室
・内容：商品コンセプトへの売価・原価・販売予測量
などの追加方法の検討
第25回研究会
・日時：6月12日（金）13:00～
・会場：シャープ（株）会議室
・内容：商品コンセプトへの売価・原価・販売予測量
などの追加方法の検討

●2015年度 VE資格試験実施日程●
●VEリーダー（前期）
●VEスペシャリスト
●CVS

2015年4月18日（土）～7月31日（金）
2015年11月7日（土）
2015年10月3日（土）
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●2日間でVEの基礎を学び、活用手順を体得する●
理解度・満足度No.1の人気講座

VE基礎講座

●東京地区（日本VE協会）
2015年5月21日（木）～22日（金） / 6月11日（木）～12日（金） / 7月16日（木）～17日（金） /
9月3日（木）～4日（金）
●大阪地区（新大阪丸ビル新館）
2015年7月16日（木）～17日（金） / 9月3日（木）～4日（金）
●参加費（テキスト・教材費、消費税込）

☆詳細はこちらから
http://www.sjve.org/events/seminars/

一般：52,650円 / 会員：40,500円 / 学生：20,250円

●VEスペシャリスト養成講座●

バリュー･マネジメント実践塾 テクニカルスキルコース
講座名

開催日程

講師

業務革新のためのソフトVE

2015年6月18日（木）～19日（金）

大西正規氏

アイデア発想で活用できる創造力トレーニング講座

2015年7月23日（木）～24日（金）

細野浩一氏

開発設計のVE

2015年8月24日（月）～25日（火）

中神芳夫氏

VEブラッシュアップ講座

2015年9月 1日（火）～ 2日（水）

澤口 学氏

●参加費 （テキスト・教材費、消費税込）
区分
1講座
3講座
一般
59,670円
154,440円
会員
45,900円
118,800円
VEL
50,490円
130,680円

●会場 日本VE協会
☆詳細はこちらから

http://www.sjve.org/events/managements/#te

●VEスペシャリスト養成講座●

バリュー･マネジメント実践塾 アドバンスコース
講座名
VEの原点的思考（機能分析中心）

開催日程
2015年7月14日（火）

土屋 裕氏

経営者を納得させるVE提案書の書き方

2015年7月28日（火）

望月 実氏、三木孝則氏

VEチームを価値創造集団へと導く
エンジニアリング・ファシリテーション

2015年8月21日（金）

大石加奈子氏

VEを組織的に適用するためのマネジメント

2015年8月31日（月）

中神芳夫氏

●参加費 （テキスト・教材費、消費税込）
区分
1講座
4講座
一般
35,100円
126,360円
会員
27,000円
97,200円
VES
29,700円
106,920円

講師

●会場 日本VE協会
☆詳細はこちらから

http://www.sjve.org/events/managements/#advance

TRIZ活用術講座

VES受験直前勉強会

●日時：2015年7月6日（月） 10:00～17:00
●会場：日本VE協会
●講師：澤口 学氏 CVS 早稲田大学客員教授
http://www.sjve.org/events/130/

●日時：2015年9月28日（月） 10:00～17:00
●会場：日本VE協会
●講師：丹澤 一昭氏 CVS
（株）ＲＫコンサルティング代表取締役社長

公益社団法人日本バリュー・エンジニアリング協会
〒154-0012 東京都世田谷区駒沢1-4-15 真井ビル6階
電話 03-5430-4488
発行人 宮本彰夫
FAX 03-5430-4431
編 集 小野玲子
Email: info@sjve.org

最新情報はホームページを
ご覧ください。
http://www.sjve.org/

