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第35回 CVS認定試験 結果概要
～ 新たに2名のCVSが誕生 ～
2014年10月4日（土） に第35回CVS
認定試験が実施されました。
新たに2人のCVSが誕生し、CVS資格
登録者は143人となりました（2014年12
月末日現在）。

実施日

●合格者（氏名50音順）
佐藤 志倫 様 （株）建設技術研究所
布袋 徹 様 （株）リコー

2014年10月4日（土）

試験会場

東京・大阪

受験者数

7名

合格者数

2名
28.6％

合格率

第17回 VEスペシャリスト認定試験
～ 31名のVESが誕生 ～
2014年11月8日（土） に第17回VEス
ペシャリスト認定試験が実施されました。
今回の合格者31人が加わり、VEスペ
シャリスト資格登録者は309人となりまし
た（2014年12月末日現在）。
●合格者（氏名50音順）
有住 雅子 様
三菱電機（株）
伊藤 直樹 様
三菱電機（株）
乾 雅洋 様
三菱重工業（株）
井上 学 様
三菱重工業（株）
植田 勝己 様
三菱重工業（株）
内田 佳代 様
ETERNALSMILE
恵木 直史 様
三菱電機（株）
大浦 昭一 様
三菱電機（株）
岡田 知子 様
個人事業主
貝賀 俊之 様
三菱電機（株）
加納 靖将 様
西日本旅客鉄道（株）
河野 勝 様
大分県庁
久保田孝行様 （株）ユニオン
小林 真 様
日鉄住金物産（株）
坂之上 浩様 三菱電機（株）
佐々木徳昭様 三菱電機（株）

実施日

結果概要

2014年11月8日（土）

試験会場

東京・名古屋・大阪・福岡

受験者数

83名

合格者数

31名
37.3％

合格率
芝本
高橋
田淵
玉山
中浦
成瀬
西澤
橋本
畑森
林
福井
蒔田
水谷
三好
山路

秀徳 様
啓介 様
浩史 様
等様
太志 様
直行 様
理様
孝之 様
壽文 様
学様
康浩 様
健一 様
浩様
秀龍 様
拓郎 様

（株）プロセスデザインエージェント
ブラザー工業（株）
三菱電機エンジニアリング（株）
三菱電機（株）
（株）日立製作所
日立アロカメディカル（株）
三菱電機（株）
戸田建設（株）
三菱電機（株）
村本建設（株）
三菱重工業（株）
ジヤトコ（株）
三菱電機エンジニアリング（株）
インテル（株）
三菱重工業（株）

●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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サレジオ工業高等専門学校のVE授業を訪問
11月11日、日本VE協会事務局では、
サレジオ工業高等専門学校 （東京都町
田市）を訪問し、機械電子工学科のVE
授業「創造設計学」を見学させていただ
きました。

チームごとに提案書を作成

創造設計学は、VEの基礎を学び、VE
実施手順の演習を通じて、問題解決力、
論理的思考、コミュニケーション力、マネ
ジメント思考などを身につける実践的な
授業です。機械電子工学科の5年生を対
象に15時間の講義と30時間の演習で構
成されています。

4チームに分かれて改善案を検討した
後、チームごとにプレゼンテーションが実
施されました。各チームの発表内容に対
して、活発な質疑応答が行われ、授業の
時間いっぱいまで熱心な議論が続いて
いました。

訪問した日には、提案書作成とプレゼ
ンテーションの授業が、森幸男教授
（VES）と冨田雅史准教授（VEL）の指導
のもとで行われていました。

提案発表会の様子

東日本支部のものつくり部会
「3D複合機のマツウラ」を訪問
東日本支部のものつくり部会では去る
10月17日、工作機械メーカーの松浦機
械製作所（東京都大田区）を訪問し、定
例の「ものつくり見学会」を開催しました。

3Dプリンターの市場動向の説明

実機デモの様子

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、
世界初となる同社の金属光造形複合加
工機「LUMEX Avance-25」の実力を知
るために企画されたもので、3D金属光
造形プリンターによる金属粉の積層・焼
結成形に加え、高速切削加工機による
表面切削の繰り返しで製品ができる様

●VEリーダー認定試験 2014年度後期 実施概況●
受験者数

786名

合格者数

630名

合格率

80.2％

平均点

79.6点

（2014年12月31日現在）

合格者数上位法人

子を間近に見られる貴重な機会とあっ
て、当日は定員を大きく上回る40名近い
参加がありました。
金属を積層加工する3Dプリンターの市
場動向や国内外の開発・普及状況など
を説明いただいた後、実機を稼働させた
デモ加工が行われました 。透明プラス
チックモデルによる金型の内部空洞化
（切削では加工不可能）など、樹脂成形
金型として実際に市場で採用されている
ことを目の当たりにし、参加メンバーは新
技術を学ぶ必要性をあらためて痛感して
いました。

〈後期試験は、2015年2月28日（土）まで実施中です〉
人数

三菱電機（株）

80

（株）日立システムズ

37

日立建機（株）

27

日立化成（株）

26

三菱重工業（株）

26

VEリーダー認定試験の概要、オンライン予約はこちらから

http://pf.prometric-jp.com/testlist/ve/jp/index.html
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伊藤園の競争戦略とCSRを学ぶ
～東日本支部が特別講演会を開催
東日本支部（松田節夫支部長）では11
月28日、『お～いお茶』のCMで知られる
伊藤園の常務執行役員CSR推進部長・
笹谷秀光氏を講師に迎え、「新たな市場
を創造し、ライバルに差をつける競争戦
略とCSR活動」をテーマに恒例の特別講
演会を開催しました。
講演する笹谷秀光氏

同社は昨年、イノベーションと独自戦略
によって高い収益性を維持している企業
に贈られる「ポーター賞」を受賞してお
り、その先進的な活動が各メディアで取
り上げられています。

当日は各社の企画部門やマーケティン
グ部門の担当者など40名あまりが参
加。売り手と買い手、社会の「三方よし」
を目指した取り組みをはじめ、マイケル・
ポーター氏が提唱しているCSV（共有価
値の創造）具現化の戦略などが紹介さ
れ、講演後はCSRとVEの接点について
活発な意見交換が行われました。
東日本支部ではこのような会合を定期
的に開催し、メンバー相互のスキルアッ
プや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ご
参加ください。

カイゼンの見える化・見せる化を学ぶ
～東日本支部 リコーインダストリー埼玉事業所見学会
12月4日、東日本支部ではリコーイン
ダストリー埼玉事業所(八潮市)で定例の
事業所見学会を開催しました。

見学会の一コマ

今回訪問したリコーインダストリー(旧
社名・リコーユニテクノ)は、主力製品の
海外移転によって工場存亡の危機に直
面するも、徹底したムダどりと需要に応じ
たフレキシブルな生産方式への移行に
よって劇的な再生を果たし、現在では改
善活動の見える化(見せる化)においてお
手本になっている企業です。
当日は各社の生産技術部門や改善活

動の推進事務局など40名近い関係者が
参加。Y(やりにくい)Y(やり直す)K(気を使
う)を切り口とした独自の作業改善の取り
組み(UTOPIA活動)について説明を受け
た後、複写機や印刷機の製造ラインを見
学しながらそのポイントを確認していきま
した。
その後の質疑応答では、改善活動の
推進体制や教育プログラム、定着化と成
果拡大に向けたフォローアップの取り組
みなども紹介され、大好評のうちに散会
となりました。

「アイデア創出ワークショップ初級編」を開催

石井講師による講義

11月13日、日本VE協会では「アイデア
創出ワークショップ初級編」を開催しまし
た。2011年に開講したアイデア創出ワー
クショップは、今回で6回目の開催。講師
は、第1回目より担当いただいているアイ
デア創出支援の専門家・発想支援ツー
ルクリエーターの石井力重氏（アイデア
プラント代表）です。
今回は、技術の進化トレンド（TRIZ発
想ワーク）、ワードダンス法、SCAMPER
法、二段階ブレストの4つの技法を体験
しました。
技術の進化トレンドでは、図解と具体
例で難解になりがちなTRIZ技法をやさし

く解説いただき、事例紹介の後、実際に
発想ワークを行いました。ワークの後に
は、自社製品で実践するときのコツにつ
いてアドバイスいただきました。
続いて、ブレインストーミングを活性化
する発想技法として「ワードダンス」
「SCAMPER」を体験、最後に創造性と
実現性を分けて行うブレスト「二段階ブレ
スト」のワークを行ってワークショップは
終了となりました。
参加者からは「大変充実した内容だっ
た」「参加しないとこの体験はできない。
他の人にも参加を勧めたい」などの感想
が寄せられました。
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西日本支部が「VE京滋セミナー」を開催
11月14日、西日本支部（関西地区）で
は京都市のメルパルク京都において
『VE京滋セミナー』を開催しました。

会場の様子

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、当日は製造業を中心に、
130名近い方が参加され、多いに盛り上
がりました。今回は、テーマを「VEで人が
活きる！未来が変わる！」とし、VEの可
能性を示す充実した内容となりました。
西日本支部の江原学支部長（西日本
旅客鉄道）の開会挨拶に始まり、その後
三菱重工業の赤城弘一氏から、VEの成
り立ちからVEの有効性・可能性について
熱く講演いただきました。

堀場製作所 野崎理事による
特別講演

休憩後は、事例を3テーマ。まず、イシ
ダの鯛佑樹氏から、フロントローディング

開発に取り組んでいる事例について、そ
の後、三菱電機の島嵜睦氏から、1図面
VE＠を電子回路へ適用した事例を、そ
して、島津製作所の田中久嘉氏からは、
X線撮影装置の改良にTRIZを活用した
事例を紹介いただきました。
最後は、堀場製作所理事の野崎治子
氏の特別講演。同社の社是「おもしろ、
おかしく」をベースとした人事諸制度と人
材育成の関連など、大変示唆に富むお
話をいただきました。
西日本支部（関西地区）では、来年2月
に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

西日本支部が「VEの基本と実践セミナー」を開催
～2014年度『北九州地区VE塾』成果発表会～
西日本支部（中四国・九州地区）では、
12月5日に福岡県北九州市の（安川電
機殿小倉事業所で「VEの基本と実践セ
ミナー～2014年度『北九州地区VE塾』
成果発表会～」を開催しました。

坂本幸一氏によるVE講演

マツダ（株） 鈴木隆氏による
技術講演

セミナーは、同支部九州地区担当の副
支部長企業である（株）安川電機殿の全
面的な支援を受け、今年度も二部構成
で開催。午前の第一部では、同社研究
開発センタの見学を行いました。第一部
には、50名超の方々が参加。午後から
の第二部には、年末にもかかわらず九
州・中国地区から100名ほどの方々が参
加されました。

や成果などについて説明いただきまし
た。
最後は、鈴木隆氏（マツダ）から、マツ
ダの原価企画の方式・考え方と、その中
でVEセンターが果たすべき役割につい
て解説いただきました。
2014年度『北九州地区VE塾』小関要
司塾長の挨拶をもってセミナーは、今年
度も盛況のうちに閉会となりました。
同地区では、2015年2月17日（火）に
「VEの基本と実践セミナー～2014年度
『広島地区VE塾』成果発表会～」をマツ
ダ（株）殿で開催します。ご興味のある方
はぜひご参加ください。

第二部は、坂本幸一氏（KSバリュー・コ
ンサルティング）のVE講演で開始。機能
的アプローチの意義と実践的なアイデア
発想法について、わかりやすく解説いた
だきました。
休憩後、2014年度の『北九州地区VE
塾』でVEを実践した成果の発表。端本春
樹氏（片山工業）が「モノレールスタッカ
フォーク」 、田代晃浩氏（ 安川電機）が
「産業用ロボットの輸送補助具」、徳山竜
一郎氏（安川電機）が「調達部門におけ
る検収工数」を対象としたVE活動の概要

VE塾成果発表の様子
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新入会員ご紹介
●正会員（法人）
（株）SCREENセミコンダクターソリューションズ 様

滋賀県彦根市 （半導体機器製造）

本部・支部の事業活動報告（議事録サマリー）
●バリュー・マネジメント・アカデミー （VMA）
1.日時：2014年10月31日（金）14:20～17:10
2.会場：日本VE協会 小会議室
3.出席者：5名
4.議事：
4.1 1st Look VEテキストの作成について
・土屋先生から提案の方向で進めていただく。
4.2 FASTについて
・次回、研究企画・メンバー・形態、アウトプットイメージ
を決める。
4.3 サービス領域へのアプローチについて
・VMAでのテーマとしては却下する。
4.4 VEの裾野拡大について
・次回から、本格的に議論する。

1.日時：2014年11月26日（水）15:10～17:30
2.会場：日本VE協会 小会議室
3.出席者：6名
4.議事：
4.1 FASTについて
(1)結論
・系統図とFASTの比較資料を、次回からVMAで作るこ
ととした。
・それにあたり、委員を数名増やす。
・系統図そのものについての研究は、当面やらない。
4.2 VEの裾野拡大について
(1)議論

●第36回公共事業のVM研究会

●第90回 CVSフォーラム委員会

1.日時：2014年11月19日（水）14:30～16:05
2.会場：日本VE協会 小会議室
3.出席者：5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)メンバーのアイデアについて検討
・法制化について
・設計VEの実施段階について
(2)その他の議論
・新入職員に対するVE研修について
・適用対象とVEの効果について
・VE-WSS実施のノウハウ蓄積の問題について

1.日時：2014年12月10日（水）14:00～17:00
2.会場：日本VE協会 大会議室
3.出席者：9名
4.議事：
4.1 第47回「VE全国大会」での新CVS紹介について
・服部委員長から、概況について説明。
・「反省材料はあるが、4名の新CVSと本委員会の存在
をアピールでき、有意義であった」と総括をした。
4.2 初めてVEを学ぶ人向けの「新しいVE資料」について
・「（仮称）VEカード」の具体化について検討した。

第48回VE全国大会「VE研究論文」「VE活動事例」募集
第48回VE全国大会（会期：2015年10月27日（火）～10月28日（水） 会場：アルカディア市ヶ谷）の開催にあたり
「VE研究論文」および「VE活動事例」を募集いたします。
VE全国大会は、企業におけるVE活動のさらなる活性化とバリュー・エンジニアの技術水準向上を主な目的に、毎
年開催しております。日本VE協会論文審査委員会における審査の結果、入選となった論文、事例は、同大会で表彰
いたします。
○申込締切：2015年2月27日（金）
○原稿締切：2015年4月23日（木） 9時必着
☆募集要領はこちらから ・・・> http://www.sjve.org/topics/entry/718/
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●第254回 西日本支部（関西地区）運営委員会
1.日時：2014年11月28日（金）15:00～17:00
2.会場：三菱日立パワーシステムズ（株）高砂工場
3.出席者：18名
4.議事：
4.1 事務局からの報告事項
(1)運営委員の新任・交代についてなど
4.2 「VE京滋セミナー」の総括
(1)事務局より参加者数、アンケート回答の集計結果を
報告。
(2)出席者からのご意見、ご提案など
(3)企画グループ・リーダーの桑原委員からの総括

4.3 「第46回 VE関西大会」について
(1)企画グループ・リーダーの谷副支部長より企画案の
説明
(2)出席者からのご意見、ご提案など
4.4 次回運営委員会及び次年度の活動について
(1)次回運営委員会について
(2)次年度の活動について

●第147回 西日本支部 （中四国・九州地区） 運営委員会
1.日時：2014年12月5日（金）12:20～13:00
2.会場：（株）安川電機 小倉事業所
3.出席者：14名
4.議事：
4.1 運営委員の交代、退任について
4.2 第58回「西日本VE大会」 の総括
(1)事務局から、アンケート結果について説明。
4.3 2014年度 『広島地区VE塾』 の概況と成果発表会
開催について

(1)2014年度『広島地区VE塾』副塾長の若林委員から
今年度の概況を報告。
(2)協会事務局から成果発表会の企画案について
説明。
(3)出席者からのご意見
4.4 事務局からの報告事項

VEの基礎 ◆ 通信講座
自分のペースで学習を進められる通信講座です。公開講座同様に
VEリーダー認定試験の受験資格が得られます。
VEL受験チケットつき、通信講座単体の2種類からお選びいただけ
ます。
☆詳しくはこちらから ・・・> http://www.sjve.org/events/89

講座単体

受験チケット付

一般

34,560円

52,920円

会員

27,000円

46,440円

学生

27,000円

35,640円

● 2015年度 研修・教育計画にご活用ください ●

VE基礎講座 出張開催 お得プラン
日本VE協会の定評あるプログラム「VE基礎講座」を貴社内で
開催させていただく出張開催講座です。
受講者10名様からのプランをご用意いたしました。
≪プラン例≫（受講者数と開催費用の目安）
10名様
300,000円 （1名あたり@30,000円）
20名様
450,000円 （1名あたり@22,500円）
30名様
600,000円 （1名あたり@20,000円）

・希望の日程で開催できる。
・会場への移動時間、出張コストがかからない。
・公開講座より一人当たりの参加費が低価格。
2015年3月までの実施も承ります。
ご検討の際は、ぜひお問い合わせください。

・上記金額には、指導料、テキスト・教材費を含みます（消費税別）。
・講師の交通費・宿泊費（遠距離で宿泊が必要な場合）は含まれておりません。
≪参考価格≫VE基礎講座の通常参加費：48,750円（消費税別）

☆お問い合わせはお気軽にどうぞ ・・・ e-mail ve_kiso@sjve.org / TEL.03-5430-4488
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支部・部会活動予定（1月・2月）
●東日本支部
●全体行事
1.事業所見学会
・日時：2月5日(木) 13:30～15:30
・会場：ヤマトHD・羽田クロノゲート（東京都大田区）
・テーマ：日本最大級の物流施設から顧客価値創造の
ノウハウを学ぶ
・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仕分けレーンおよび集中管理室、
展示ホールの見学
③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105回研究会議
・日時：1月9日(金) 15:00～17:00
・会場：日本VE協会 大会議室
・内容： ①サイベックコーポレーションのVE情報誌原稿
②次年度以降の部会活動方針、計画の討論
③新目的(目標)、達成手段、期待する成果の
討論
2.第106回研究会議
・日時：2月13日(金) 15:00～17:00
・会場：日本VE協会 大会議室
・内容： ①2015年度活動方針、計画の討論
②次回訪問企業の検討
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
・日時：1月13日(火) 10:00～13:00
・日時：2月3日(火) 10:00～13:00
・会場：日本VE協会 大会議室
・内容：VE普及促進を目的とした課題解決の研究
2.VE実践・活用研究会
・日時：1月13日(火) 14:00～17:00
・日時：2月3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解決の
研究
●マーケティング部会(主査・大内純一)
1.2014年度第10会合
・日時：1月21日(水) 14:00～17:00
・会場：日本VE協会 大会議室
・内容： ヒット要因の社会的変化要因の機能分析まとめ

2.2014年度第11会合
・日時：2月17日(火) 14:00～17:00
・会場：日本VE協会 大会議室
・内容：多様化する価値の研究まとめ
●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：1月15日(木) 10:00～12:30
・日時：2月19日(木) 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：1月15日(木) 14:30～17:00
・日時：2月19日(木) 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・田島 洋)
1.座学例会
・日時：2月16日(月) 13:30～17:00
・会場：日本VE協会 大会議室
・内容：見学会まとめ、
今年度の活動総括と来年度の方針
2.工場見学会
・日時：1月16日(金)時間未定
・会場：KYB 熊谷工場
・テーマ：「現場力」の強さと
その背景にある「人財育成」の秘訣
●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：1月14日(水) 13:00～14:50
・日時：2月18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
2.建設VE研究会
・日時：1月14日(水) 15:00～17:00
・日時：2月18日(水) 15:00～17:00
・会場：日本VE協会 大会議室
・内容： FASTの技法研究ほか
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●西日本支部・東海地区
●東海地区VE技術情報交流会
・日時：2月6日(金) 13:30～16:30
・場所：菱信ビル会議室 (名古屋市)
・テーマ：これならできるSWOT分析の活用
～VEとのコラボで組織活性化～
・講師：MSバリューコンサルタント代表 CVS 佐々松音氏
・内容： ①SWOT分析とは？

●中部建設VE研究会（主査・日比 恒）
第228回研究会
・日時：1月20日(火) 14:00～17:00
・会場：常盤工業本社
・内容： カンタンにムリなくVEを適用するしくみ・ツール
の作成(8)
第229回研究会

②SWOTを「分析」で終わらせないために

・日時：2月24日(火) 14:00～17:00

③新提案！ “VE with SWOT”を体験しよう
④SWOT分析の活用と社内展開に向けて

・会場：フジタ名古屋支店
・内容： カンタンにムリなくVEを適用するしくみ・ツール
の作成(9)

●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

●実践原価企画研究会

1.第104回研究会
・日時：1月19日（月）13:10～

1.第80回研究会
・日時：1月21日（水）13:00～

・会場：三菱日立パワーシステムズ(株) 高砂工場
・内容：VE研修教材の検討
2.第105回研究会
・日時：2月24日（火）10:00～
・会場：（株）ノーリツ 会議室

・会場：大阪府立大学 会議室
・内容：原価企画Q&Aの検討
2.第81回研究会
・日時：2月18日（水）13:00～
・会場：大阪府立大学 会議室

・内容：VE研修教材の検討
●VEツール研究会

・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80回研究会
・日時：1月23日（金）13:00～

1.第20回研究会
・日時：1月6日（火）13:30～

・会場：三菱電機（株）伊丹製作所 会議室
・内容：ソフトVE活動について
2.第81回研究会
・日時：2月23日（月）13:00～
・会場：西日本旅客鉄道（株）会議室

・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21回研究会
・日時：2月3日（火）13:30～
・会場：イオンディライトアカデミー（株）会議室

・内容：ソフトVE活動について
●つかいやすいTRIZ研究会

・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33回研究会

1.第20回研究会

・日時：1月14日（水）10:00～
・会場：積水化学工業（株） 会議室
・内容：TRIZ 模擬研修等
2.第34回研究会
・日時：2月20日（金）10:00～
・会場：三菱電機（株）名古屋製作所 会議室
・内容：TRIZ 模擬研修等

・日時：1月28日（水）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21回研究会
・日時：2月12日（木）13:00～
・会場：川崎重工業（株）明石工場 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
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≪2月･３月≫ 開催予定セミナー
●VEL限定 フォローアップ研修●

“ 売れて・もうかる新商品・サービスを生み出す！” 原価企画活動の進め方
売れて、もうかる新商品・サービスを生み出す原価企画活動の進め方をご紹介します。原価企画の問題点を
整理し、その変革の進め方をご提案します。
●日程：2015年2月9日（月）13:30～16:30 ●会場：日本VE協会大会議室 ●参加費：5,400円（消費税込）
●講師：丹澤一昭氏 CVS 株式会社RKコンサルティング 代表取締役
☆詳細はこちらから ・・・> http://www.sjve.org/events/122/

●講演、事例、特別セッション●

第46回VE関西大会 イノベーションとVE
●日程：2015年2月13日（金） 10：00～17：00 ●会場：大阪国際交流センター（大阪市天王寺区）
●参加費：15,000円 （消費税、資料代、昼食代含）、会員/会員の紹介/後援団体会員：14,000円
※有資格者（VEL、VES、CVS）の方は、上記金額より1,000円割引

☆詳細はこちらから ・・・> http://www.sjve.org/events/125/

●2014年度『広島地区VE塾』成果発表会●

VEの基本と実践セミナー
●日程：2015年2月17日（火） 【第一部】10：15～11：45 【第二部】13：00～17：00
●会場：マツダ株式会社（広島県安芸郡） 【第一部】マツダミュージアム 【第二部】協力会センター
☆詳細はこちらから ・・・> http://www.sjve.org/events/72/

●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

●日程：2015年2月5日（木）～6日（金）/3月12日（木）～13日（金） 9:30～17:30 （2日目は17:00終了）
●会場：日本VE協会大会議室
2015年度の
開催日程も
●参加費：52,650円 会員：40,500円 学生：20,250円（消費税込）
こちらのペー
ジから！
☆詳細はこちらから ・・・> http://www.sjve.org/events/seminars/

●サービス分野 ・ ビジネスに活かす3つの管理技術●

1日でわかる！改善マインド入門
IE、QC、VEのマインドを理解し、サービス分野やビジネス全般で活用するための基礎知識とセンスを身につけ
ていただくセミナーです。管理技術を初めて学ぶ方にわかりやすく解説、演習を交え楽しくご参加いただけます。
●日程：2015年2月24日（火） 10:00～17:00
●会場：日本VE協会大会議室
●講師：澤口 学氏 CVS 早稲田大学理工学術院教授
●参加費：28,080円 会員：21,600円 VE有資格者：23,760円（消費税込）
☆詳細はこちらから ・・・> http://www.sjve.org/events/124

● 開催予告1 ●
アイデア創出ワークショップ【中級編】を開催します。
●日程：2015年3月6日（金） 13:30～17:30
●会場：日本VE協会大会議室
●講師：石井力重氏 アイデアプラント代表
これまで開催したアイデア創出ワークショップに参加い
ただいた方も初めての方も、新しい発見のあるワーク
ショップを準備しています。

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

発行人
編 集

宮本彰夫
小野玲子

● 開催予告2 ●
3月のVEL限定フォローアップ研修は、
「明日から実践できる！資材・調達のVE」
●日程：2015年3月11日（水） 13:30～16:30
●会場：日本VE協会大会議室
●講師：福原政則氏
（株）福原イノベーション研究所 代表取締役

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

