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バリュー・ステーション 

2015年度 ｢マイルズ賞｣｢VE活動優秀賞｣決定！ 

 9月1日に開催された理事会におき

まして、今年度のマイルズ賞ならび

にVE活動優秀賞が決定しました。関

係者の皆様、誠におめでとうござい

ます。  

 マツダ原価企画本部は、1979年の

VE導入以降、36年間にわたる取り

組みが着実に定着・発展しており、テ

アダウン活動とGVE（Group Value 

Engineering）手法によるベンチマー

キングを主軸とした独自の取り組み

と推進体制が高い評価を受けまし

た。 

 また、三菱電機福山製作所は開発

企画段階からのテアダウン活動、構

想図面を用いた1図面®活動、及び

それらを強化するVE教育・資格取得

等の推進によって利益確保に結び

付けている点が評価されました。 

 表彰式は「第48回VE全国大会」の

第1日目、10月27日(火)に東京・九

段のアルカディア市ヶ谷で行われま

す。 

 ◆マイルズ賞   マツダ株式会社 原価企画本部 

 ◆VE活動優秀賞 三菱電機株式会社 福山製作所 

2015年度 協会顕彰決定！ 

 9月1日に開催された理事会におきまして、今年度の協会顕彰が以下の通り

決定しました。受賞者の皆様、誠におめでとうございます。 

◆普及功労賞 

 薄衣 光明 様 (CVS) 

 株式会社IHI 航空宇宙事業本部民間エンジン事業部 技術部主幹  

 川内 一哉 様 (VES) 

 株式会社ノーリツ 研究開発本部開発技術企画部 第一グループリーダー  

 小泉 章 様 (VES) 

 株式会社日立製作所 電力システム社 

 スマートトランスフォーメーション推進本部 VEC・GPEC推進センタ長 

 吉岡 浩 様 (VES) 

 三菱電機株式会社 福山製作所 生産システム推進部技術管理課専任  

 吉澤 郁雄 様 (CVS) 

 学校法人産業能率大学 総合研究所経営管理研究所 主幹研究員 

 「普及功労賞」は、永年にわたってVE人口の拡大や支部活動の活性化に尽

力された方々に授与される賞です。 

 表彰式は「第48回VE全国大会」の第1日目、10月27日(火)に東京・九段の

アルカディア市ヶ谷で行われます。 

http://www.sjve.org/
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後期試験は 

9月1日（火）より実施中 

新入会員のご紹介 

●賛助会員（法人） 

インテル株式会社 様（茨城県つくば市） 

 株式会社東新製作所 様（東京都新宿区） 

●正会員（個人） 

横山 真弘 様 

●賛助会員（個人） 

久米 憲司 様 VES 

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正会員・賛助会員などご入会

形態をお選びいただけます。 

▽ご入会・会費について 
http://www.sjve.org/about/admission/ad2/ 

国の機関で初の「2時間VEワークショップを

岐阜国道事務所で開催 

 7月21日、国土交通省中部地方整

備局の岐阜国道事務所において「2

時間VEワークショップ」が開催されま

した。 

 本会合は、建設業に適したVEのあ

り方や支援ツールの検討を行ってい

る「中部・建設VE研究会」の活動の

一環として企画されたもので、国の

機関としては初めての試みとなりま

す。 

 当日は同事務所の全面協力のも

と、発注予定工事の工期短縮をテー

マに2時間VEを実施。研究会メン

バーもアドバイザーとして討議に加

わり、各ステップの手順をわかりやす

く説明しながら理解促進に務めてい

ました。最後は各チームから改善案

が発表され、実際の設計に生かして

いくことを確認して終了となりました。 

 西日本支部の東海地区では、“中

部発の簡易VE手法”として広がりを

見せている「2時間VE」の普及と活用

促進のための活動を積極的に行っ

ています。『2時間VEを導入したい』

『実際のテーマで2時間VEをやって

みたい』というご希望がありました

ら、協会事務局までお気軽にご相談

ください。 

VEの概要を説明する 

研究会の日比主査 

ワークショップの1コマ 

2015年度前期 VEリーダー認定試験が終了 

受験者数 947名 

合格者数 708名 

合格率 74.8％ 

平均点 77.6点 

（2015年7月31日現在） 

法人名 合格者数 

三菱電機 61 

日立建機日本 54 

日立システムズ 47 

日立建機ティエラ 36 

いすゞ自動車 35 

※2015年度前期試験の合格者数上位10社 

日立建機 34 

パナソニック 22 

大日コンサルタント 20 

日立システムズエンジニア

リングサービス 

18 

北陽建設 18 

三菱重工業 18 
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グループ演習の1コマ 

西日本支部が「VE阪神セミナー」を開催 

 7月17日、西日本支部では東大阪

市のクリエイション・コア東大阪にお

いて『VE阪神セミナー』を開催しまし

た。 

 本セミナーは、関西地区における

VEの普及及び活用促進を目的に毎

年開催しているもので、当日は台風

の影響による悪天候の中ではありま

したが、140名を超える方が参加さ

れ、大いに盛り上がりました。 

 午前中は、VEフォーラムとMOBIO

常設展示場見学会を同時開催。VE

フォーラムでは、パネリストを中心し

VEの導入・定着・活性化について議

論を繰り広げ、見学会ではオンリー

ワン・ナンバーワン技術が数多くある

大阪ものづくり企業の技術を詳しく紹

介いただきました。 

 午後からは西日本支部の谷副支

部長（シャープ（株））の開会挨拶に

始まり、その後(株)デンソーウェーブ

内田仁一氏から、原価企画・VEを推

進する立場から、同社の考え方・取

組みについてご講演いただきまし

た。 

 続いてはVE事例紹介を3テーマ。

まずは、三菱電機エンジニアリング

（株）早川喜夫氏から、「1図面®」を

活用した実践教育の方法や効果に

ついて紹介いただきました。 

 休憩を挟み、西日本旅客鉄道（株）

北村武郎氏から、大阪環状線の架

線化工事にVE手法を用い、施工方

法を考案した事例を紹介いただき、

次に三菱重工業（株）赤城弘一氏か

ら、高付加価値製品の開発事例を紹

介いただきました。 

 最後は、マツダ（株）廣瀬一郎氏の

特別講演。SKYACTIVエンジン開発

に向けて厳しい開発環境の中、直面

した課題をいかにブレークスルーし

てきたかについて、示唆に富むお話

をいただきました。 

 西日本支部（関西地区）では、11月

にVE京滋セミナーを、来年2月には

VE関西大会を開催する予定です。さ

らにパワーアップし、よりよい情報を

提供して参りますので、皆様も西日

本支部の活動にぜひともご参加くだ

さい。 

セミナー会場の様子 

VEフォーラム 

講師を務めた北川芳一氏 

東海地区でVE交流会「チームリーダーに 

求められるファシリテーション技術」を開催 

 7月17日、西日本支部（東海地区）

では定例のVE技術情報交流会を名

古屋市内で開催しました。 

 この会合は、VEおよびVE関連技

法から関心の高いテーマをセレクト

し、簡単な演習と全体討議によって

自社への導入展開を後押しするもの

で、10回目となる今回はVE実践活

動との関連も深い「ファシリテーショ

ン技術」を取り上げました。 

 講師は数多くの企業でファシリテー

ション研修を行い、自身もまちづくり

のファシリテータを務める北川芳一

氏(日本ファシリテーション協会中部

支部)が担当。「ファシリテーション4

つのスキル」を中心に、次の会議か

らすぐに使えるテクニックをわかりや

すく解説していただきました。 

 会議においてメンバーの発言を促

し、うまくコトが運ぶように舵取りをす

るファシリテータとVEチームリーダー

の役割には多くの共通点があること

から、参加メンバーからは『VE活動

を円滑に進めるにはファシリテーショ

ン技術が不可欠であると再認識し

た』といった感想が聞かれました。 

 東海地区では、このような会合を通

じて各社のVE活動推進を積極的に

サポートしております。皆様も東海地

区の各種活動にぜひともご参加くだ

さい。 

マツダ（株）廣瀬一郎氏による

特別講演 
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新たな魅力機能を生み出す発想 

「不便益」ワークショップを開催 

 日本VE協会では7月29日、不便の

効用を活用した新しい発想法「不便

益」を体験するワークショップを開催

しました。 

 講師に、京都大学デザイン学ユ

ニット特定教授、不便益システム研

究所所長の川上浩司氏をお招きし、

不便だからこその価値があるシステ

ム、不便益について学びました。 

 不便益とは何か？の講義では、不

便益を「知る、考える、活かす」の3つ

の切り口でわかりやすく解説してい

ただきました。 

 不便益ワークでは、参加者から提

案された題材を投票で1つに絞り、グ

ループごとにブレインストーミングを

行い、ブレストバトル（グループ対抗

プレゼンテーション対決）で最も面白

いアイデアを抽出するという体験をし

ました。 

 グラフィックファシリテーションによ

るアイデアの具体化、洗練化の段階

では、さらに活発なアイデア出しが行

われ「商品化も夢ではないかも？」と

いう声も上がる中、ワークショップは

終了となりました。 

 参加者からは、「効率を追求する仕

事をしてきたが、製品開発に新しい

視点を得られた」などの感想が聞か

れました。 

川上浩司教授による講義 

不便益ワークの様子 

「経営者フォーラム」 三回目の試行開催 
 日本VE協会では、9月1日に東京

都渋谷区のアイビーホールで「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

だくことを目的に昨年度企画し、試行

開催を始めたものです。三回目とな

る今回も、前回に続き20名ほどの方

が参加されました。 

 今回のテーマは「協創力が稼ぐ時

代－ビジネス思考の日本創生・地方

創生－」。2013年に「ポーター賞」を

受賞された（株）伊藤園から常務執

行役員CSR推進部長の笹谷秀光氏

を講師としてお招きし、企業にいま求

められている社会的課題への感度

「社会対応力」、関係者間で共有価

値（CSV）を生む「ウィン・ウィンの関

係構築力」、本業を通じた地方創生・

日本創生の基軸となる「発信型三方

よし」、そして「協創力が稼ぐ時代」の

新たなグローバル戦略等について、

数々の事例を挙げてお話しいただき

ました。 

 その後は、終了予定時刻ギリギリ

まで質疑応答を実施。今回も前回・

前々回と同様、活況のうちに終了と

なりました。 

（株）伊藤園 笹谷秀光氏 

経営者フォーラムの様子 

試験監督が貴社へお伺いし、ＶＥリーダー認定試験を出張開催します 

●ご希望の日時で開催できます。 

●社内開催のため、受験される皆様の試験会場への移動負担がありません。 

●まとめて受験できるので、窓口ご担当者様の管理負担を軽減します。 

※本プランでは、CBT方式ではなくペーパーによる試験を実施します。 

 ▽詳細はこちらから 

http://www.sjve.org/topics/entry/906/ 

VEL試験 社内実施プランがスタート！ 



バリュー・ステーション Vol.30 2015年9月号 5 

 

NEXT VALUE DIRECTION 

第48回VE全国大会 ～申込受付を開始しました～ 

10月27日（火） 
●開会式   ●表彰式   ●マイルズ賞受賞式   ●マイルズ賞受賞報告   ●VE活動優秀賞受賞報告 

●講演     ●ネットワーキング・パーティー 

10月28日（水） 
●VE論文発表   ●VE事例発表   ●海外発表   ●特別報告   ●元気な中小企業に学ぶ 

●VEの新潮流   ●VEビギナーズフォーラム      ●「目的志向と創造性発揮」特別フォーラム 

●VEプロモーターズフォーラム      ●講演 

▽詳細プログラムのダウンロードはこちらから 

http://www.sjve.org/events/131/ 

参加形態 一般 
VE有資格者 

会員の紹介 

協会会員 

後援団体会員 
学生 

2日間 35,100円 29,700円 27,000円 5,400円 

1日のみ 21,060円 17,820円 16,200円 3,240円 

ネットワーキング・パーティー 4,320円 4,320円 4,320円 4,320円 

◆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（東京都千代田区九段北4-2-25） 

◆講演 

ストーリーとしての競争戦略 －優れた戦略の条件－ 

一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 

教授 楠木 建 氏 

シンプルとスピードで勝つ 

－W 杯ドイツ代表に学ぶビッグデータの活用法－ 

SAPジャパン 株式会社 バイスプレジデント 

Chief Innovation Officer 馬場 渉 氏 

伝え方が9 割 －「ノー」を「イエス」にする技術－ 

ベストセラー「伝え方が9 割」著者 / コピーライター 

株式会社ウゴカス代表 佐々木 圭一 氏 

発想の転換で「世界のタニタ」を実現 

－体重ビジネスから健康ビジネスへのモノコト化－ 

前・ 株式会社タニタ 代表取締役社長 谷田 大輔 氏 

◆マイルズ賞 受賞報告 

マツダの原価企画とVE 

マツダ株式会社 原価企画本部 

コスト革新推進部 部長 

岡田 靖治 氏 

◆VE活動優秀賞 受賞報告 

VE活動の定着･拡大･深化に向けた取り組み 

～VE適用段階の上流化とVE教育内容の充実化～ 

三菱電機株式会社 福山製作所 

生産システム推進部 技術管理課 

VES 吉岡 浩 氏 

◆早期申込参加費【10月12日までにお申し込みの場合】 
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VEリーダー養成にご活用ください 

VELを養成する企業様向けに10名様よりお得な「通信講座＋

確認講座＋VEL試験」のセットプランです。 

1 「VEの基礎 通信講座」を受講 

受講期間は最長100日間。この間に教材で学習し、修了テ

ストを提出。Eメールで質問ができます（5件まで）。 

2 確認講座を開催 

貴社に講師を派遣し、1日6時間で学習内容の確認のため

の研修を行います。 

3 VEリーダー認定試験を受験 

CBT方式により、ご都合の良い日時、会場で各自受験しま

す。 

 ▽詳細はこちらから 

http://www.sjve.org/topics/entry/852/ 

VEL育成プラン 
～通信講座 + 確認講座 + VEL受験～ 

土木学会建設マネジメント委員会 

研究発表・討論会の講演募集 

◆会期：2015年12月1日（火） 

◆会場：土木学会 2階 講堂他（東京都新宿区） 

 建設マネジメント委員会（委員長：福本勝司）では、建設

プロジェクトの企画・計画から設計、施工、管理・運営、保

全の各段階におけるマネジメントにかかわる諸問題につ

いての研究発表および討論を行う「第33回建設マネジメ

ント問題に関する研究発表・討論会」を開催いたします。 

 本研究発表・討論会では、研究論文に限定せず、実務

や現場における事例報告を含めた幅広い「講演論文」を

募集いたします。 

▽詳細はこちらから 

http://committees.jsce.or.jp/cmc08/node/18 

第37回日本創造学会研究大会 

のご案内 

◆会期：2015年2015年10月3日（土）～4日（日） 

◆会場：大阪経済大学（大阪府大阪市） 

◆大会テーマ： 

「わくわく大学、きらきら企業の創造力」 

◆講演： 

●わくわく大学「知と汗と涙の近大流コミュニケーション 

戦略」 世耕石弘氏（学校法人 近畿大学広報部長） 

●きらきら企業「輝く企業のCSRと創造性」 

 立石信雄氏（元オムロン(株)会長） 

▽詳細はこちらから 

http://www.japancreativity.jp/conference/

conference37.html 

≪開催予告≫ インストラクションスキルアップセミナー 

～インストラクション技術とプレゼンテーションスキルを身につける～ 

社内インストラクターを目指す方、社内教育を担当されている方、プレゼンテーションスキルを向上させたい方にお

すすめのセミナーです。300以上の企業や自治体に教育研修を提供した実績を持つ研修のプロがインストラクション

技術を伝授します。インストラクターの役割を理解し、インストラクションスキルを身につけることで自信が深まり、研修

効果も高まります。 

●日時：2015年11月26日（木）10:00～17:00 

●会場：日本VE協会 

●講師：有滝 功 氏 （株）イサオファクトリー 代表取締役社長 
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本部・支部の事業活動報告（議事録サマリー） 

1.日時：2015年6月30日（火）14:00～16:00 

2.会場：日本VE協会 

3.出席者：4名 

4.議事： 

4.1 公共事業におけるVEの普及方法について 

(1)議論 

・VE実施の環境整備について 

・現実に即した、やりやすい機能定義について 

・VEのステップに濃淡をつけることについて 

・打ち合わせの質向上や担当するプロジェクトでどう使

●第39回公共事業のVM研究会 

1.日時：2015年7月3日（金）14:30～17:30 

2.会場：日本VE協会 

3.出席者：6名 

4.議事： 

4.1 運営規約について 

(1)案通りの内容で、規約の制定を進めることとした。 

4.2 VEの裾野拡大について 

●バリュー・マネジメント・アカデミー（VMA） 

うかを技術力維持のためにOJTの一環で実施するこ

とについて 

・予備設計の終了後に、職員＋詳細設計を請け負った

コンサルタントのチームでVEをやってから詳細設計

に移る。 

・発注業務の中に設計VEを入れれば良いのでは。 

(2)結論 

・VEステップ及びワークシートの簡素化についてもう一

度考え、次回提案していただきたい。 

(1)『福沢諭吉はVEr.だった』の記事連載 

・2ページくらいに原稿を纏め直す。アピールポイントが

分かるように。 

(2)VEを使った“片づけ本”の作成 

・議論をもう少し続け、適当なアウトプットが出せそうな

見通しがつけられればやるが、テーマとして違うとい

うことになれば早めに他のテーマへと切り替える。 

1.日時：2015年6月26日（金）10:35～17:15 

2.会場：日本VE協会 

3.出席者：13名 

4.議事： 

吉井委員長が議長となり開会。議事に先立ち、今回か

ら参画される2名の委員からご挨拶をいただき、委員の

方々の自己紹介も行った。なお、委員1名の辞任が報告

された。 

4.1 事務局長からの報告・連絡事項 

(1)本会の理事会および総会が無事に終了した。公益社

団法人としての活動領域を広げるため、今後は新しい

領域、例えばサービス分野、学校教育分野などにも目

を向けていきたい。 

(2)今年の全国大会でもスポンサーを募集させていただく

ので、皆様のご支援をお願いしたい。 

(3)会長から経費削減の徹底を指示されている。当会創

立50周年という節目でもあり、思い切った改革をして

●第76回 VE誌編集委員会議事録  
いくことも必要と考える。委員の皆様にもご理解とご協

力をいただきたい。 

4.2 2015年度前半のVE誌編集実績について 

・事務局より報告。 

4.3 2015年度後半のVE誌編集企画について 

・調整を行った。 

4.4 VE誌の今後について（討議） 

・記事の枠組みを見直すこととした。 

・step0して、当面は発行回数を年4回（2月、5月、8

月、11月）とし、step1として電子化を検討していくこと

とした。 

・次回までに協会の方向性の情報提供をしてもらう。 

5. 次回会合について 

・日時：2016年2月4日（木）10:30～17:00 

・会場：日本VE協会 

・議題：2015年度後半の編集実績および2016年度の

編集企画（案）について 

1.日時：2015年7月10日（金）14:00～17:00 

2.会場：日本VE協会 

3.出席者：9名 

4.議事： 

4.1 商店主向け新VE資料「疲弊した商店街の活性化 

プログラム」について 

・各ステップの詳細、及び“アイデア発想のステップで

使うカード”の内容について検討した。 

●第97・98回 CVSフォーラム委員会 
1.日時：2015年8月20日（木）14:00～17:00 

2.会場：日本VE協会 

3.出席者：9名 

4.議事： 

4.1 商店主向け新VE資料「疲弊した商店街の活性化 

プログラム」について 

・ステップ0～4の詳細を各々再検討し、ワークシートの

方向性や“アイデア発想のステップで使うカード”の名

称・使用時機を決めた。 
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●全体行事 

1.事業所見学会 

・日時：9月4日(金)14:00～16:30 

・場所：JALメインテナンスセンター(東京都大田区) 

・テーマ：航空機のメンテナンスと安全に対する 

     啓発活動を学ぶ 

・対象者：部会メンバーとその関係者 

・内容： ①JALの歴史と新サービスの紹介 

 ②航空機の飛ぶ仕組みや羽田空港の概要 

 ③機体格納庫の見学 

 ④質疑応答・意見交換 

●マネジメント部会(主査・名古屋純也) 

1.第113回研究会議 

・日時：9月11日(金)14:00～17:00 

・会場：日本VE協会大会議室 

2.第114回研究会議 

・日時：10月9日(金)14:00～17:00 

・会場：日本VE協会大会議室 

・内容： ①座学テーマの検討 

 「ブルーオーシャンのビジネスモデル」 

 ②その他 

●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：9月8日(火) 10:00～13:00 

・日時：10月13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：9月8日(火) 14:00～17:00 

・日時：10月13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6会合 

・日時：9月30日(水) 14:00～17:00 

・会場：日本VE協会大会議室 

・内容：商品企画のためのキーワード集と 

 需要予測シートの洗練化 

2.2015年度第7会合 

・日時：10月21日(水) 14:00～17:00 

・会場：日本VE協会大会議室 

・内容：商品企画のためのキーワード集と 

 需要予測シートのアイデア発想 

●R&D部会(主査・福田浩章) 

1.部会全体会議 

・日時：10月16日(金) 13:30～14:30 

・会場：日本VE協会大会議室 

・議題：上期活動報告と下期の方針 

2.VE7つ道具研究チーム(リーダー・吉見三郎) 

・日時：9月25日(金) 10:00～13:00 

・日時：10月16日(金) 10:00～12:30 

・会場：日本VE協会大会議室 

・内容：”だれでも解決7つ道具”手順表の見直し 

3.差別化機能の研究チーム(リーダー・野嶋泰資) 

・日時：9月25日(金) 14:00～17:00 

・日時：10月16日(金) 14:30～17:00 

・会場：日本VE協会大会議室 

・内容：差別化機能抽出方法の検証 

●ものつくり部会(主査・佐藤尚吾) 

1.座学例会 

・日時：10月7日(水) 13:30～17:00 

・会場：日本VE協会大会議室 

・内容： ①新技術の深堀り 

 ②意見交換 

2.新技術に関わる現場見学会 

・日時：9月中旬 

・場所：調整中 

●社会インフラ部会(主査・薄衣光明) 

1.企業ケース検討会 

・日時：9月15日(火) 13:00～14:50 

・日時：10月14日(水) 13:00～14:50 

・会場：日本VE協会 

・内容：ポーター賞分析 

2.建設VE研究会 

・日時：9月15日(火) 15:00～17:00 

・日時：10月14日(水) 15:00～17:00 

・会場：日本VE協会 

・内容：公共工事の設計VEガイドラインの作成 

●東日本支部 

支部・部会活動予定（9月・10月） 

https://
www.facebook.com/

sjve.org 
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●第11回東海地区VE技術情報交流会 

・日時：9月17日(木)13:30～16:30 

・会場：イオンコンパス名古屋駅前会議室 

・テーマ：これならできるテアダウンの活用 

・講師：三菱電機本社生産技術部 三好達夫氏(CVS) 

・内容： ①オリエンテーション 

②テアダウンの手順 

③グループ演習 

④質疑応答・全体討議 

●西日本支部・東海地区 

●経営革新を生み出す活き活きVE研究会 

1.第112回研究会 

・日時：9月14日（月）13:00～ 

・会場：川崎重工業 (株) 会議室 

・内容：VE研修教材の検討 

2.第113回研究会 

・日時：10月13日（火）13:00～ 

・会場：日新電機（株） 会議室 

・内容：VE研修教材の検討 

●VEツール研究会 

1.第88回研究会 

・日時：9月28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 

2.第89回研究会 

・日時：10月19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 

●つかいやすいTRIZ研究会 

1.第41回研究会 

・日時：9月11日（金）10:00～ 

・会場：住友電気工業（株） 会議室 

・内容：TRIZ入門研修の検討 

2.第42回研究会 

・日時：10月16日（金）10:00～ 

・会場：三菱電機（株）福山製作所 会議室 

・内容：TRIZ入門研修の検討 

●実践原価企画研究会 

1.第88回研究会 

・日時：9月16日（水）13:00～ 

・会場：ダイハツ工業（株） 会議室 

・内容：原価企画Q&Aの検討 

2.第89回研究会 

・日時：10月21日（水）13:00～ 

・会場：川崎重工業（株） 会議室 

・内容：原価企画Q&Aの検討 

●サービス領域でのVE適用方法研究会 

1.第27回研究会 

・日時：9月8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 

2.第28回研究会 

・日時：10月6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 

●コンセプト・メーキングVE レベルアップ研究会 

1.第28回研究会 

・日時：9月15日（火）13:00～ 

・会場：川崎重工業（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  

2.第29回研究会 

・日時：10月16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 

●西日本支部・関西地区 

●中部建設VE研究会（主査・日比 恒） 

1.第237回研究会 

・日時：9月15日(火)14:00～17:00 

・会場：伊藤工務店本社 

・内容：建設業にマッチしたアイデア発想ツールの検討 

2.第238回研究会 

・日時：10月20日(火)14:00～17:00 

・会場：未定 

・内容：建設業にマッチしたアイデア発想ツールの検討 

●2015年度 VE資格試験実施日程● 

●VEリーダー（後期）  2015年9月1日（火）～2016年2月29日（月） 
●VEスペシャリスト   2015年11月7日（土） 
●CVS   2015年10月3日（土） 
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VEセミナー出張開催プランのご案内 

●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。 

●プラン例 

☆詳しくはこちらから >>>  http://www.sjve.org/download/1598/stream/ 

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。 

 VES受験直前勉強会 

～受験へのラストスパート～ 

 VEスペシャリスト認定試験は、VE専門家として備えるべき諸知識や技術・経験を持っている人材であることを認

定する試験です。試験では、VEを実践するための知識が問われ、設問に対してVE専門家として適切に記述・論述

することが重要です。 

 本勉強会では、基本問題・短文記述問題・論述問題の取り組み方などを具体的にご紹介します。それぞれの設問

でポイントとなる事項、記述・論述の際に注意すべき事項などをご紹介します。試験まで残り1か月を有効に活用す

るためにもぜひご参加ください。 

●日時：2015年9月23日（水）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 

●参加費：12,960円（消費税、資料代込） 

●締切：2015年9月16日（水） 

▽詳細、お申し込みはこちらから 
http://www.sjve.org/events/135/ 

 VE基礎講座 後期日程 

～10のステップで実践する創造的問題解決手法～ 

バリュー・エンジニアリング（VE）の基本を学び、その使い方をグループワークによって実践的に習得する「VE基

礎講座」です。VEを初めて学ぶ方を対象としていますのでVEの専門家がわかりやすく丁寧に解説・指導いたしま

す。受講・修了されるとVEリーダー認定試験の受験資格を得られます。 

●東京地区： 2015年11月12日（木）～13日（金） / 12月17日（木）～18日（金） 

 2016年1月18日（月）～19日（火） / 3月10日（木）～11日（金） 

●大阪地区： 2015年11月19日（木）～20日（金） / 2016年1月28日（木）～29日（金） 

●参加費：  一般 52,650円  会員 40,500円  学生 20,250円 

▽詳細、お申し込みはこちらから 
http://www.sjve.org/events/seminars/ 

〒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 
FAX 03-5430-4431 
Email: info@sjve.org 

公益社団法人日本バリュー・エンジニアリング協会 

発行人 宮本彰夫 

編 集 小野玲子 

最新情報はホームページを 

ご覧ください。 
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