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バリュー・ステーション 

 日本VE協会では、5月12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。二回目とな

る今回は、本会の役員を中心に20

名ほどの方が参加されました。 

 今回のテーマは「IHIの製品競争力

強化・VEへの取組（調達力強化を中

心に）」。本会の理事でもおられる同

社 常務執行役員 調達企画本部長

の高田成人氏から、同社における

“ものづくり力強化活動”や“調達力

強化活動”、“全社VE活動の変遷”、

最後に私見と断られたうえで“VE活

動における課題”をご紹介いただき

ました。 

 その後、質疑応答や参加者からの

提案等が予定時刻を過ぎるまで活

発に行われ、二回目のフォーラムも

前回と同様、盛況のうちに終了となり

ました。 

 本会ではこのフォーラムの試行開

催を今後も続け、どなたにでもご参

加いただけるよう事業化についての

検討をしてまいります。次回の開催

概況も、本会のウェブサイト等でご紹

介する予定です。 IHI 高田成人氏による講演 

VEリーダー認定試験 

実施概況 

質疑応答の様子 

受験者数 338名 

合格者数 248名 

合格率 73.4％ 

平均点 77.7点 

（2015年6月26日現在） 

法人名 合格者数 

日立システムズ 28 

日立建機日本 25 

三菱電機 18 

日立建機ティエラ 16 

日立システムズエンジニアリング

サービス 

11 

三菱重工業 9 

北陽建設 9 

日本無機 8 

日立システムズ・テクノサービス 8 

オリエンタルコンサルタンツ 7 

前期試験は 

7月31日（金）まで実施中 

※右表は、2015年度前期試験の合格者数

上位10社（2015/6/26） 

http://www.sjve.org/
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参加メンバー 

金属3Dプリンタに関する交流会を開催 

～東日本支部ものつくり部会～ 

 5月25日、東京・八重洲のソディッ

ク東京ショールームにおいて東日本

支部のものつくり部会による恒例の

技術交流会が開催されました。 

 ものつくり部会では、ものつくりの

現場に出向いて現物を確認し、原

理・原則や機能・手段を学ぶことに

よって最適生産・最適調達のあり方

や改善手法を研究する活動を続けて

います。 

 今回は「金属加工の革命」といわ

れ、ワンプロセスミーリングを可能に

し た 同 社 の 金 属 3 D プ リ ン タ

「OPM250L」の実力と可能性を知る

ために企画されたもので、部会メン

バーを中心に20名近い参加がありま

した。 

 金属を積層加工する3Dプリンタの

市場動向や国内外の開発・普及状

況を説明いただいた後、実機による

デモ加工が行われました。医療や航

空機をはじめ、すでに多くの分野に

導入されている事実を目の当たりに

し、新技術を学ぶことの重要性を再

認識することができました。 

金属3Dプリンターの市場動向の説明 

実機によるデモ 

会社および事業所概要の紹介 

塗料開発最前線～東日本支部が関西ペイント

開発センターの見学会を開催 

 6月10日、東日本支部では大手塗

料メーカーの関西ペイント・開発セン

ター(神奈川県平塚市)で定例の事業

所見学会を開催しました。 

 近年、塗料業界でも高機能化・高

付加価値化が進んでおり、色の鮮や

かさはもちろんのこと、従来からの防

水機能や防錆効果に加え、脱臭効

果や防虫効果が得られたり、湿度調

整ができる塗料も開発されていま

す。今回は塗料を「VEアイテム」とし

てとらえ、最新の技術動向と可能性

を学んでいただきました。 

 自動車のボディーカラーを提案す

る施設をはじめ、外壁や浴槽、自動

販売機などの塗装事例の展示ルー

ム、光源によって色の見え方が変わ

る暗室、さらには塗料の組織や素材

を測定する分析センターを見学。ふ

だん接することのない塗料の研究開

発・設計の最前線に触れることがで

き、非常に有意義な見学会でした。 

 東日本支部ではこのような会合を

定期的に開催し、メンバー相互の情

報交流を積極的に進めています。皆

様も東日本支部の各種活動にぜひ

ともご参加ください。 

新入会員のご紹介 

●正会員（法人） 

リコーテクノロジーズ株式会社 様(宮城県柴田郡) 

●賛助会員（法人） 

株式会社サイゼリヤ 管理本部 様（埼玉県吉川市） 

長城学院株式会社 様(東京都千代田区) 

株式会社日本生工技研 様(東京都新宿区) 

●賛助会員（個人） 

上見 修一郎 様  VEL 

中村 房良 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/ 
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東海地区で 

「これならできる職場の業務改善」を開催 

 6月19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、9回目となる今回はIT導入でも思

うように進んでいない「職場の業務改

善」を取り上げ、反転機能系統図を

用いた新しい展開方法を学んでいた

だきました。 

 講師は、数多くの企業や行政機関

で業務改善の指導経験がある斉藤

浩治氏(マインド・ジェイ代表)がを担

当。課題設定のポイントや改善マイ

ンドを形成する方法をはじめ、業務

改善で役立つ反転機能系統図のつく

り方などをわかりやすく解説いただき

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。 

講師を務めた斉藤浩治氏 

グループ演習の様子 

VEコンサルタント養成講座 10月からスタート!! 
 VEアプローチによる経営改善や自社テーマでの基礎研修開催のご要望が増えていることを受け、「VE視点に立っ

たコンサルタント」の養成講座を10月から開講いたします。 

 近い将来、コンサルタントとして独立開業をお考えの方、コンサルタントとして活動領域をさらに広げたい方のご参加

をお待ちしております。 

◆本講座の4大メリット 

1.現役コンサルタントが成功ノウハウを伝授 

2.ケーススタディで実践力と応用力を磨く 

3.少人数制による徹底指導 

4.登録コンサルタントの称号を付与 

◆開催日【全3会合】 

第1回 10月10日(土) 10：00～17：00 

第2回 11月21日(土) 10：00～17：00 

第3回 12月12日(土) 10：00～17：00 

◆対象者【1.と2.の両方に該当する方】 

1.VEスペシャリスト(VES)またはVEリーダー(VEL)資格をお持ちの方 

2.中小企業診断士、技術士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、ITコーディネータ、PMPなどコンサルティ

ング系の専門資格をお持ちの方(一級建築士、一級建築施工管理  技士、一級土木施工管理技士、RCCM

などの建設系資格も含みます) 

◆会場 日本VE協会（東京都世田谷区駒沢） 

◆参加費  一般216,000円 / 協会会員194,400円 ※分割払い可 

◆定員 10名 

◆講師 福原政則（ふくはらまさのり）氏 

 株式会社福原イノベーション研究所 代表取締役社長兼CEO 

※参加受付は8月上旬を予定しております。 

※詳しいカリキュラムや申し込み方法についてのお問合せは、協会事務局 

info@sjve.org までお気軽にどうぞ。 

▽詳細はこちらから 
http://www.sjve.org/topics/entry/889/ 
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≪上海≫第2回「VE基礎セミナー」開催のご案内 
 上海において第2回「VE基礎セミナー」が開催されます。本セミナーは、日本VE協会が主催する「VE基礎講座」の

内容に準じて開催され、VEリーダー認定試験の受験資格要件を満たすものです。 

◆開催日：2015年8月3日（月）～4日（火） 

◆会 場：上海大学・経済学院（中国） 

◆講 師：澤口 学氏（早稲田大学客員教授 CVS） ＊通訳：何暁磊氏（上海泰澤コンサルティング VEL） 

◆主 催：上海VE普及推進委員会 

◆参加費：3,299元（教材費、2日間の昼食代込） 

※通常参加費（一般参加者3,999元、VE協会会員企業の方3,699元）のところ、今回は特別キャンペーン価格

として、3,299元でご参加いただけます（教材費、2日間の昼食代含む）。 

▽中国語の詳しいご案内(pdf)はこちらから 
http://www.sjve.org/download/2132/stream/  

▽お問合せ・お申込先 

上海VE普及推進委員会 何暁磊（カ・ショウライ）宛 
hexiaolei@tai-ze.com 

 上海VE協会（上海VE普及推進委員会）では、各企業のご要望に合わせてVE基礎研修、VEリーダー認定試験の

出張開催も実施しています。詳しくは、http://www.sjve.org/topics/entry/887/ をご覧ください。 

2016年ドイツVM協会国際大会 

論文・事例募集のお知らせ 
◆会期：2016年4月26日（火）～27日（水） 

◆会場：ミュンヘン The Rilano Hoten Munchen 

◆論文募集要領 

大会テーマに関する発表題材をお持ちの方は、ぜひ

論文・事例をご発表ください。 

アブストラクト（A4で1ページまで）を提出いただき、大

会委員会で審査の上、採否を通知します。 

◆アブストラクト提出期限：2015年7月24日（金） 

◆審査結果の通知：2015年8月末まで 

◆論文・事例原稿の提出期限：2016年2月21日（日） 

▽詳細はこちらから 

http://www.sjve.org/topics/entry/886/ 

中国進出企業支援プログラムのご案内 
・・・・・ 中国への進出を考えておられる企業をサポートします ・・・・・ 

 日本VE協会は、2014年より上海VE協会と提携し、中国におけるVEの普及推進を通じて中国社会の経済発展に

貢献することを目指しています。 

 この度、中国市場をターゲットとした「中国進出企業支援プログラム」を株式会社ウィズ・パートナーズおよび上海

VE協会と共に立ち上げることになりました。当会には多くの製造業に携わる会員企業様がおられます。その中で、

工作機械、ロボット等の分野で中国への進出に関心をお持ちの上場企業様に、信頼と実績のある株式会社ウィズ・

パートナーズが出資し、中国進出の際の実質的なアドバイス等を上海VE協会がサポートいたします。 

▽お問合せ・お申込先 

公益社団法人日本バリュー・エンジニアリング協会 事務局 （担当：上杉） 
Tel. 03-5430-4488  Email. uesugi@sjve.org 

▽株式会社ウィズ・パートナーズの詳細はこちら 
http://www.whizp.com/ 

オーストラリアVM大会 

開催のご案内 
◆会期：2015年8月11日（火）～13日（木） 

◆会場：シドニー  Aerial UTS Function Centre 

◆大会テーマ 

Infrastructure & Capital Works 

Procurement and Value Optimisation 2015 

“インフラ・建物及び付随する建造物等の調達と価値

の最適化” 

2日間の大会では、インフラ・公共事業・調達における

価値の最適化について理解を深め、オプションとして1

日集中講座2コースを開催します。建設、土木、自治体

関係者のご参加をお勧めします。 

▽詳細はこちらから 

http://www.sjve.org/topics/entry/880/ 
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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。 

第48回VE全国大会 スポンサー募集中 

 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。 

スポンサーボード スポンサーグッズ 

名称 料金（税込） 

USB（1社） 〈募集終了〉 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） 〈募集終了〉 162,000円 

ドリンク（2社） 162,000円 

サポート 54,000円 

〈10/10までの早期割引価格〉 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 

学生 5,400円 3,240円 

詳しくはこちらから 

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

スポンサーシップの詳細はこちらから   http://www.sjve.org/topics/entry/870/ 

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。  

※講座単体（受験チケットなし）プランもあります。 

区分 講座料 受験チケット 合計 

一般 31,320円 21,600円 52,920円  

会員 24,840円 21,600円 46,440円  

学生 24,840円 10,800円 35,640円 

VEの基礎 ◆ 通信講座 ～お得なVEL受験チケット付～ 

▽詳しくはこちらから 

http://www.sjve.org/events/89/ 

●2015年8月24日（月）よりオンラインで申込受付を開始します。 

≪申込締切：2015年7月31日まで≫ 
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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5月12日（火）14:00～15:00 

2.会場：アイビーホール（青学会館） 

3.出席者：理事12名、監事2名 

4.経過及び結果 

定刻、代表理事・近藤会長が挨拶。続いて、業務執行

理事・宮本事務局長から「本理事会は定款で定められて

いる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上の規定によって議長

となり、理事会は開会となった。 

4.1 報告 

(1)業務執行理事の職務執行状況について 

業務執行理事・宮本事務局長から、2014年4月1日か

ら2015年3月31日までの職務の執行状況を報告。 

全員異議なく了承された。 

4.2 議案審議 

（第1号議案）2014年4月1日から2015年3月31日までの

事業報告書承認の件 

別紙議案書中の事業報告書を第5期定時総会へ提出

することについて、全員異議なく原案の通り承認された。 

（第2号議案)2014年4月1日から2015年3月31日までの

計算書類承認の件 

別紙議案書中の計算書類を第5期定時総会へ提出す

ることについて、全員異議なく原案の通り承認された。 

（第3号議案）2015年4月1日から2016年3月31日までの

事業計画補正案承認の件 

全員異議なく原案の通り承認された。 

●第14回 理事会 

1.日時：2015年6月17日（水）14:30～15:30 

2.会場：大手町サンスカイルーム 

3.出席した正会員の数 

(1)議決権のある本会正会員の総数 125名 

(2)出席正会員数（議決権行使書による者を含む）183名 

4.出席役員：（理事）11名、（監事）2名 

5.開会 

定刻、代表理事・近藤会長が挨拶。その要旨としては

2014年度の概況と2015年度の方針について。 

続いて、業務執行理事・宮本事務局長から出席役員を

紹介し、「本総会は定款第17条第1項で規定されている

定足数を満たしているので成立する」旨を報告。その報

告を受けて近藤会長が定款第15条の規定によって議長

となり、本総会は開会した。 

6.議事の経過及び結果 

6.1 報告事項 

(1)2014年4月1日から2015年3月31日までの事業概況

について 

総会議案書中の「2014年度事業報告書」にもとづき報

告。意見や質問等は特になし。 

(2)2015年4月1日から2016年3月31日までの事業計画

について 

●第5期 定時総会 

（第4号議案）2015年4月1日から2016年3月31日までの

収支予算補正案承認の件 

全員異議なく原案の通り承認された。 

（第5号議案）理事選任の件 

2名の理事選任を第5期定時総会で提案することにつ

いて、全員異議なく原案の通り承認された。 

（第6号議案）「入会手続き及び会費規程」一部改定の件 

「入会手続き及び会費規程」を別紙案の通り一部改定

することを第5期定時総会で提案することについて、全員

異議なく原案の通り承認された。 

（第7号議案）第5期定時総会招集の件 

全員異議なく原案の通り承認された。 

（第8号議案）2015年度「マイルズ賞」応募部門審査開始

の件 

全員異議なく原案の通り承認された。 

（第9号議案）常勤理事の役員報酬の件 

全員異議なく原案の通り承認された。 

（第10号議案）会員承認の件 

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15時00分に閉会を宣した。 

総会議案書中の「2015年度事業計画書」にもとづき説

明。意見や質問等は特になし。 

(3)2015年4月1日から2016年3月31日までの収支予算

について 

総会議案書中の「2015年度収支予算書」にもとづき説

明。意見や質問等は特になし。 

6.2 決議事項 

（第1号議案）2013年4月1日から2014年3月31日までの

計算書類承認の件 

総会議案書中の「2014年度収支決算報告書（案）」に

ついて、全員異議なく原案の通り承認された。 

（第2号議案）理事選任の件 

都築成夫氏（いすゞ自動車株式会社）及び山本哲也氏

（株式会社ニコン）の理事選任について、全員異議なく原

案の通り承認された。 

（第3号議案）「入会手続き及び会費規程」一部改定の件 

 「入会手続き及び会費規程」の一部を別紙議案書中

の案通りに改定することについて、全員異議なく原案の

通り承認された。 

議長は「報告及び議案審議が全て終了した」旨を述

べ、15時30分に閉会を宣した。 
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1.日時：2015年5月15日（金）14:00～17:00 

2.会場：日本VE協会 

3.出席者：10名 

4.議事： 

4.1 商店主向け新VE資料「疲弊した商店街を活性化 

させるプログラム」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

討した。 

●第95回・96回 CVSフォーラム委員会 

1.日時：2015年5月25日（月）14:20～17:45 

2.会場：日本VE協会 

3.出席者：7名 

4.議事： 

4.1 VEの裾野拡大について 

(1)『福沢諭吉はVEr.だった』の記事連載 

・協会の機関誌に連載することについて、次回までに

可否を確認しておく。 

●バリュー・マネジメント・アカデミー（VMA） 

1.日時：2015年6月10日（水）14:00～17:00 

2.会場：日本VE協会 

3.出席者：10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1～5の詳細、及び“アイデア発想で使うカー

ド”の具体化について検討した。 

(2)VEを使った“片づけ本”の作成 

・次回も議論する。 

1.日時：2015年5月21日（木）15:00～17:00 

2.会場：フジタ・竹中土木・占部尾道ライン管路更新工事

（シールド）共同企業体 沼田川シールド作業所 

3.出席者：15名 

4.議事： 

4.1 運営委員の交代  

(1)3名の運営委員が交代となった。 

4.2 第59回西日本VE大会の企画について 

(1)開催日時・開催場所について 

・9月18日（金）マツダ殿講堂にて開催する。 

(2)プログラムの検討を行い、次回7月の運営委員会まで

にプログラムを確定することとした。 

●第149回 西日本支部 （中四国・九州地区） 運営委員会 
4.3 2015年度広島地区VE塾開催案について 

(1)鈴木委員から2015年広島地区VE塾開催案を説明。 

(2)参加者からのご意見をいただき、一部開催案を変更

し、７月初旬より募集開始することとした。 

4.4 今後のスケジュールについて 

(1)小関委員から2015年度九州地区VE塾の申込状況と

今後の予定を報告。 

(2)事務局から次回運営委員会は、タダノ殿（香川県さぬ

き市）志度工場の見学と合わせて開催予定であるこ

とを報告。 

(3)関西地区大西（規）委員から7月17日開催予定のVE

阪神セミナーの内容について説明。 

1.日時：2015年 5月15日（金） 15:00～17:00 

2.会場：積水化学工業株式会社 

3.出席者：16名 

4.議事： 

4.1 事務局からの報告事項 

(1)運営委員交代について 

(2)VE全国大会について 

4.2 『VE阪神セミナー』の企画について 

(1)企画グループ・リーダーより、企画案の説明 

(2)出席者からのご意見、ご提案など 

(3)集客目標について 

4.3 「第48回 VE全国大会」発表事例の推薦について 

(1)事務局より2014年度の事例発表の結果を報告、検討

の結果、2編の事例を推進することとした。 

●第256回西日本支部（関西地区）運営委員会 
4.4 2015年度 協会顕彰者の推薦について 

(1)「普及功労賞」について、西日本支部より1名を推薦

することとした。 

4.5 VE京滋セミナーについて 

(1)企画リーダー、企画メンバーを選任した。 

4.6 その他 

(1)次回の運営委員会について 

・7月31日（金）を予定していたが、京滋セミナーの開

催日（11/13）を考慮し、9月7日（月）に変更し開催す

ることとした。 

(2)研究会の活動状況について 

・各研究会主査より、今年度の活動状況を報告。 
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●マネジメント部会(主査・名古屋純也) 

1.「元気な中小企業」トップインタビュー 

・日時：7月3日(金)13:00～14:30 

・会場：プリファードネットワークス 

・日時：7月23日(木)13:30～15:00 

・会場：銀座セカンドライフ 

2.第111回研究会議 

・日時：7月13日(月)14:00～17:00 

・会場：日本VE協会大会議室 

・内容： ①企業訪問報告 

(エーアイ、プリファードネットワークス) 

 ②企業訪問事前学習(銀座セカンドライフ） 

 ③座学テーマの深堀り検討 

3.第112回研究会議 

・日時：8月4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(銀座セカンドライフ) 

 ②企業訪問事前学習（つくばテクノロジー） 

 ③座学テーマの深堀り検討 

●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：7月21日(火)10:00～13:00 

・日時：8月18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：7月21日(火)14:00～17:00 

・日時：8月18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4会合 

・日時：7月22日(水)14:00～17:00 

・会場：東京ビッグサイト/IHI本社 

・内容：これまでに分析したキーワードを用いた 

新商品企画方法の検証 

2.2015年度第5会合 

・日時：8月25日(火)14:00～17:00 

・会場：アド・ミュージアム東京/リコー本社 

・内容：商品企画プロモーションのポイントと 

企画に役立つチェックシートの検討 

●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：7月22日(水)10:00～13:00 

・日時：8月19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”版の手順表見直し 

2.差別化機能の研究チーム(リーダー・野嶋泰資) 

・日時：7月22日(水)14:00～17:00 

・日時：8月19日(水)14:00～17:00 

・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：7月31日(金)13:30～17:00 

・日時：8月26日(水)13:30～17:00 

・会場：日本VE協会大会議室 

・内容： ①技術の深堀り 

 ②金属3Dプリンタの最新動向 

 ③展示会情報ほか 

2.ものづくり見学会 

・日時：調整中 

・会場：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：7月15日(水)13:00～14:50 

・日時：8月26日(水)13:00～14:50 

・会場：日本VE協会 

・内容：ポーター賞分析ほか 

2.建設VE研究会 

・日時：7月15日(水)15:00～17:00 

・日時：8月26日(水)15:00～17:00 

・会場：日本VE協会 

・内容：FASTの技法研究ほか 

●東日本支部 

支部・部会活動予定（7月・8月） 

https://
www.facebook.com/

sjve.org 
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●第10回東海地区VE技術情報交流会 

・日時：7月17日(金) 13:30～16:30 

・会場：イオンコンパス名古屋駅前会議室 

・テーマ：チームリーダーに求められる 

ファシリテーション技術 

・講師：日本ファシリテーション協会中部支部 

北川芳一氏 

・内容： ①ファシリテーションとは？ 

②ファシリテーション4つの技術 

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110回研究会 

・日時：7月21日（火）13:00～ 

・会場：西日本旅客鉄道 (株)博多総合車両所会議室 

・内容：VE研修教材の検討 

2.第111回研究会 

・日時：8月24日（月）13:00～ 

・会場：（株）SCREENセミコンダクターソリューションズ 

会議室 

・内容：VE研修教材の検討 

●VEツール研究会 

1.第86回研究会 

・日時：7月27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87回研究会 

・日時：8月17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39回研究会 

・日時：7月15日（水）10:00～ 

・会場：三菱日立パワーシステムズ（株）会議室 

・内容：TRIZ入門研修の検討 

2.第40回研究会 

・日時：8月7日（金）10:00～ 

・会場：パナソニック（株） 会議室 

・内容：TRIZ入門研修の検討 

●実践原価企画研究会 

1.第86回研究会 

・日時：7月22日（水）10:00～ 

・会場：三菱電機（株）姫路製作所 会議室 

・内容：原価企画Q&Aの検討 

2.第87回研究会 

・日時：8月19日（水）13:00～ 

・会場：（株）デンソー 

・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25回研究会 

・日時：7月7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26回研究会 

・日時：8月4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26回研究会 

・日時：7月24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  

2.第27回研究会 

・日時：8月21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235回研究会 

・日時：7月21日(火) 14:00～17:00 

・会場：国土交通省中部地方整備局 岐阜国道事務所 

・内容：2時間VEワークショップ 

2.第236回研究会 

・日時：8月25日(火) 14:00～17:00 

・会場：ユニオン本社 

・内容：建設業にマッチしたアイデア発想ツールの検討 

●2015年度 VE資格試験実施日程● 

●VEリーダー（前期）  2015年4月18日（土）～7月31日（金） 
●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。 

VELフォローアップ研修 「社内VE基礎研修講師のためのVE教育のポイント」 

 企業内・組織内でVEの基礎教育やVEリーダー育成研修を担当されるVEリーダーの方におすすめのセミナーで

す。長年にわたり製造企業でVE研修講師を務めたベテラン講師がそのノウハウを伝授いたします。 

●日時：2015年9月10日（木） 13:30～16:30  ●会場：日本VE協会 

●講師：黒川 浩一 （くろかわこういち） 氏 CVS 

●概要： 

1.VEの考え方・重要性 

・企業の目的  ・設計（＝デザイン）するということ  ・教育の対象  ・価値観の共有 

2.教育の設定と環境づくり 

・募集時点で考えること  ・会場の設定と設備  ・BGMほか 

3.講義の内容と教材 

・よく受講者が混乱すること  ・教材の考え方  ・機能系統図の作成について 

4.アイデア発想の考え方と工夫 

・創造性の考え方  ・気づいてもらうこと  ・発想法について 

5.発表の工夫  6.基礎研修に関するQ&A 

「不便益ワークショップ」 ～不便だからこその価値という新発想～ 

不便にも益が存在する。その益をモノや方式のデザインに活かす方策を考える。便利さ追求から一歩引いて考え

る、不便の活用法とは？ 

不便のいいところを研究している「不便益システム研究所」所長の川上浩司氏（京都大学教授）によるワーク

ショップを開催いたします。関東での公開ワークショップ開催は大変貴重な機会です。ぜひお見逃しなく！ 

 

●日時：2015年7月29日（水）13:30～17:00  ●会場：日本VE協会 

●講師：川上 浩司（かわかみひろし）氏 京都大学特定教授 

●参考情報： 

▽不便益グッズ「素数ものさし」が大ヒット（産経新聞Web版） 
  http://www.sankei.com/west/news/141204/wst1412040002-n1.html 

▽不便益を知る！（不便益システム研究所） 
  http://fuben-eki.jp/ 

▽不便益とは？簡単説明動画 
  https://www.youtube.com/watch?v=GHXhsEtD1Jg 

◎パンフレットのダウンロードはこちらから（pdf） 
https://sjve.smartseminar.jp/public/file/document/download/137 

◎開催概要、お申し込みはこちらから 
http://www.sjve.org/events/134/ 

不便の益を考えるヒント 

「不便益カード」 

http://www.sjve.org/events/list/ 
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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） 

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）：一般：52,650円 / 会員：40,500円 / 学生：20,250円 

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

●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   開催日程 講師 

 VEの原点的思考（機能分析中心）   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 

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

●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   〈開催終了〉   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 

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

●企業価値を高めるVE実践力 ～モノ・コト・人づくり～● 

≪7月17日（金）開催≫ VE阪神セミナー 
●日程：2015年7月17日（金） 

●会場：クリエイション・コア東大阪 南館3F クリエイターズプラザ（東大阪市荒本北） 

●VEフォーラム（限定30名） 10:00～11:50  

「もっとVEしてみませんか？ ～VEの「導入」「定着」「活性化」および「成果を上げる」秘訣を探る～」 

●見学会 MOBIO常設展示場 in クリエイション・コア東大阪 10:00～11:30 

●午後からのセミナー 13:00～17:00 

◆技術講演「【ダントツ工場】を支えるデンソーウェーブのモノづくりと原価企画」 

◆事例発表「ファブレス会社におけるVE教育事例」～1図面VE®実践講座活動～ 

◆事例発表「大阪環状線ハイパー架線化に伴う工事費削減」～VE手法を用いた施工方法の考案～ 

◆事例発表「高付加価値製品の開発VE」 

◆特別講演「マツダ【SKYACTIV】エンジン開発」 

※お申込受付は、2015年7月9日（木）までです。 

☆詳細はこちらから 
http://www.sjve.org/events/104/ 


