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バリュー・ステーション 

「次の50年、NIPPONの競争力強化に向けて」 

 ～第48回VE全国大会が閉幕～ 

 10月27日と28日の2日間、東京・

九段のアルカディア市ヶ谷で「第48

回VE全国大会」が開催され、企業や

官公庁でVE業務に携わる方々や経

営コンサルタントなど、今年も国内外

から800名を超えるバリュー・エンジ

ニアが一堂に会しました。 

 開会にあたり、近藤史朗会長  

（リコー代表取締役会長執行役員）

が『VEは創造手法であり、イノベー

ションそのもの。これからの未来は、

非効率的でエネルギーを消費するも

のは受け入れられなくなるので、VE

の重要性はますます高まるはず』と

力強く挨拶。続いて大会実行委員会

の牧野公一委員長（IHIグループ調

達企画部課長）が『今年は協会創立

50周年という節目の年であり、次の

50年を考えるきっかけにしたい』と大

会テーマである“NEXT VALUE DI-

RECTION”に込めた思いを紹介しま

した。 

 表彰式の後、競争戦略の第一人者

である一橋大学大学院の楠木建氏

による基調講演、マイルズ賞および

VE活動優秀賞の受賞報告、SAP

ジャパン馬場渉氏によるビッグデー

タ活用に関する講演、80万部のベス

トセラー「伝え方が9割」の著者でコ

ピーライターの佐々木圭一氏による

講演と続き、大盛況のうちに初日が

終了しました。 

 2日目は業種やテーマで4つの会場

に分かれ、海外を含めたVE研究論

文やVE実践事例の紹介、水陸両用

電気自動車の開発秘話、VE初心者

や推進者向けセッションなどのプロ

グラムが同時進行で行われました。

締めくくりの特別講演には元・タニタ

社長の谷田大輔氏が登場。事業の

選択と集中、事業拡大のためのコン

セプトづくり、海外の販路開拓など、

「タニタの社員食堂」を生み出した経

営の秘訣を披露し、今年の「VEの祭

典」も大盛況のうちに閉幕しました。 

挨拶に立つ近藤会長 

国内外から800名が参加 

VE推進者向けセッション 

http://www.sjve.org/
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2015年度 入選論文 発表 

 日本VE協会論文審査委員会における審査の結果、入選論文4編が決定しま

した。入選論文は、「第48回VE全国大会」第2日目、10月28日（水）に東京・九

段のアルカディア市ヶ谷にて執筆者による論文発表が行われました。 

 

≪入選論文≫（著者の五十音順） 

生産財開発における開発設計要求事項の決定方法についての研究 

（株）デンソーウェーブ  内田 仁一 氏 VEL   

アイデア体系図を用いたアイデアの発展技法 

（有）大西マネジメント・ソリューション 大西 規生 氏 VES 

KT法を活用した詳細評価の具体化技法 

（有）大西マネジメント・ソリューション  大西 正規 氏 CVS  

（有）大西マネジメント・ソリューション  大西 規生 氏 VES  

機能系統図作成における特許活用の手法 

（株）IHI   宮田 仁奈 氏 VES  

（株）IHI   牧野 公一 氏 CVS  

第48回VE全国大会資料集 

（USB） 

エンジン整備について 

説明を受ける参加メンバー 

航空機のメンテナンスと安全の取り組みを学ぶ 
～東日本支部がJAL整備工場の見学会を開催～ 

 9月4日、東日本支部ではJALメン

テナンスセンター（東京都大田区）を

訪問し、定例の事業所見学会を開催

しました。 

 同施設はテレビの情報番組などで

たびたび紹介されている人気のス

ポットで、航空機のコックピットや歴

代のシートなどが展示されているほ

か、映像や画像を用いて旅客機の構

造や飛行のメカニズムを学ぶことが

できます。また、格納庫ではメンテナ

ンス設備や整備中の航空機を間近

で見学することができ、目の前の滑

走路で離着陸する航空機の大きさと

音は大迫力の一言でした。 

 参加メンバーからは、『念には念を

入れた点検・整備が安全運航を支え

ているのが良くわかった』『JALファン

を増やそうとする真摯な姿勢に感銘

を受けた』といった感想が聞かれ、今

年度2回目となる見学会は大好評の

うちに散会となりました。  

 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。 

格納庫見学の様子 

新入会員のご紹介 

●正会員（個人） 

谷 彰三 様 CVS 

藤 健児 様 VES 

●賛助会員（個人） 

後明 廣志 様 CVS 

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 

 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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黒川浩一氏による講義 

「これならできるテアダウンの活用」 

 ～東海地区で開催～ 

 9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促進するもの

で、11回目となる今回は原価企画と

並んでVEとの関連が深い“テアダウ

ン”を取り上げ、VEステップでの活用

方法について理解を深めていただき

ました。 

 講師は、三菱電機本社でVEの全

社推進や実践指導を行っている三好

達夫氏が担当。テアダウンを単なる

展示や分析に終わらせず、アイデア

発想につなげるためのノウハウが紹

介されました。 

 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。 

講師を務めた三好達夫氏 

グループ演習の一コマ 

VEL限定セミナー「社内VE基礎研修講師の

ためのVE教育のポイント」を開催 

 9月10日、日本VE協会大会議室に

おいてVEL限定セミナー「社内VE基

礎研修講師のためのVE教育のポイ

ント」を開催しました。講師は、元三

菱電機（株）人材開発センター 主管

技師長の黒川浩一氏（CVS）です。

黒川氏は、三菱電機において、VEの

基礎研修を約200回、計4,000人も

の教育を実施した経験を持つ社内

VE教育のエキスパートです。 

 VEの重要性を理解してもらうため

にどのように自社と結び付けていく

かなど、黒川氏の実践経験に基づい

た解説に始まり、社内でVE教育を行

う際のポイントが随所に盛り込まれ

ていました。 

 また、受講者の募集や会場の設

定・環境づくりの実際的なテクニック

なども紹介されました。 

 アイデア発想についての解説では

「気づきのワーク」を行って参加者自

身に体験していただき、アイデア発

想における工夫や発想法が紹介さ

れました。 

 参加者からは、「経験に基づいたカ

ン・コツが参考になった」「すぐに実践

できそう」などの声が聞かれました。 

受験者数 410名 

合格者数 318名 

合格率 77.6％ 

平均点 78.5点 

（2015年10月31日現在） 

法人名 合格者数 

パイオニア 41 

タダノ 38 

三菱電機 35 

日立建機日本 21 

北陽建設 17 

日立製作所 14 

三菱重工業 12 

日立システムズ 10 

三菱日立パワーシステムズ 10 

東北パイオニア 10 

2015年度後期 VEL試験 実施状況 ～後期試験は2016/2/29まで～ 

2015年9月1日よりスタートした2015年度VEL後期試験の実施状況は下記のとおりです。 

●合格者数上位10社 ●概況 

≪VEL試験出張開催受付中です。試験監督が貴社へお伺いし試験を実施します。詳しくは、info@sjve.orgまで≫ 
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講師を務める福原政則氏 

2015年度受験者向け 

「VES受験直前勉強会」を開催 

 9月23日、日本VE協会大会議室に

おいて「VES受験直前勉強会」を開

催しました。本勉強会は、2015年度

VEスペシャリスト認定試験の受験予

定者を対象としたもので、設問ごとの

ポイントや取り組み方などを具体的

に紹介し、受験準備に役立てていた

だくことを目的に開催されました。講

師は、早稲田大学客員教授の澤口

学氏（CVS）です。 

 VES試験の出題形式に基づいた

理解度テストを実施し、参加者数名

に解答内容を発表いただいた後、澤

口講師による解説がされました。設

問ごとのタイムマネジメントも重視さ

れ、設定された時間内に解答をまと

める練習も実施されました。 

 参加者からは、「自分の現状レベ

ルが把握できたので、試験までの勉

強に活かしたい」「他の参加者の解

答が刺激になった」などの感想が寄

せられました 

勉強会の様子 

VEコンサルタント養成講座がスタート 

 ここ最近、VEの導入や定着化の支

援をはじめ、新製品開発や収益改善

プロジェクトの指導に関する相談が

増えていることを受け、10月から「VE

視点に立ったコンサルタント」を養成

する特別講座がスタートしました。 

 記念すべき第1期生は、コンサル

ティング会社に勤務している方や社

内コンサルタントとして活動している

方など10名で、すでに経営コンサル

タントとして活躍中の方も参加してい

ます。 

 年間200日以上をクライアントの支

援に費やしている現役コンサルタント

の福原政則氏（福原イノベーション研

究所・社長兼CEO）による熱血指導

のもと、これから3ヶ月間にわたって

経営者を納得させるコンサルティン

グ提案書の作り方や成果を生み出

すための実践ノウハウを学んでいた

だきます。 

日本VE協会では、VE専門家の紹介や社内研修に関するご相談も承っております。 

『VEを導入したいけれど、何から手をつけて良いのかわからない』とか『外部の視点からいろいろアドバイスが欲

しい』といったお悩みがありましたら、事務局までお気軽にお問い合わせください。 

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。10名未満での開催も可能です。 

●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。 

●1日で学ぶVE基礎セミナー VEの基本と実施手順を講義とミニ演習で習得します。短時間でVE
のエッセンスを吸収するセミナーです。 

●VE講演会 VE活用の効果をご紹介する講演会です。幹部様向け、パートナー
企業様向けなどご要望に応じてご提案いたします。 

●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。 
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渋谷価値創造塾フォーラム「人･職場･地域を

元気にするコミュニケーション」開催 

 10月29日、日本経済大学大学院 

附属価値創造型企業支援研究所 渋

谷価値創造塾の主催による「人・職

場・地域を元気にするコミュニケー

ション」が日本経済大学大学院棟10

号館にて開催され、約50名の方々が

参加されました。 

 同フォーラムは、実行委員会委員

長・櫻井敬三氏（主催研究所所長）、

実行副委員長・上野孝氏、実行委

員・足立忠郎氏の司会により進めら

れ、午前中の第1部では3件の講演

が現代社会のコミュニケーション分

野に関わる研究者・実践者の方々に

より行われました。 

・講演1：目標はアクティブラーナー！ 

 ～チーム作り講座実践報告～ 

 専修大学附属高等学校 

 教諭 杉山比呂之氏 

・講演2：コミュニケーションの基礎 

 －心の構造と領域－ 

 ノーベルファーマ株式会社 

 顧問 吉江 勉氏 

・講演3：幸福学の観点で世の中を 

 元気に －実践・幸福学入門－ 

 應義塾大学大学院システムデザイ 

 ン・マネジメント研究科 

 委員長・教授 前野隆司氏 

 講演者の方々の興味深い取り組み

に、会場からも多くの質問が寄せら

れました。 

 午後からの第2部では、パネル討

論1「世代間コミュニケーションの課

題解決に向けて」が行われ、それぞ

れの分野の第一線で活躍中のパネ

リストと参加者が一体となって問題

の本質を共有し、解決策について積

極的な意見交換がされました。 

 続いて、パネル討論2「実践コミュニ

ケーションの課題解決に向けて｣が

行われ、パネリストの方々からは、行

政分野・民間分野で課題解決ワーク

ショップ活動等に実際に取り組んで

こられた経験から課題の本質を提起

いただき、今後に向けてのあり方に

ついて、参加者との活発な意見交換

がされました。 

 最後に第3部として、今回のフォー

ラムの討議内容のまとめがフォーラ

ム宣言として発表され、参加者が自

ら実践し、啓蒙していくことになり、同

フォーラムは好評のうちに終了しまし

た。 

総合司会の櫻井実行委員長 

前野隆司氏による講演 

◆主催：学術研究団体 日本創造学会 

◆日時：2015年12月5日（土） 14:00～18:00（13:30開場） ／18:30～懇親会（別会場） 

◆会場：日本経済大学大学院1階246ホール（東京都渋谷区桜丘町25-17） 

◆参加費：会員 無料 ／ 非会員 500円  ※懇親会(希望者）は4,000円程度の実費 

◆概要： 

第1部 講演会 「イノベーションをデザインする」  講師：横田幸信氏 東京大学i.schoolディレクター 

第2部 ワークショップ 「発想を商品像に変換する」 講師：田村新吾氏 （株）ワンダーワークス代表 

 ▽詳細はこちらから 

http://www.japancreativity.jp/creative_saloon_040.html 

第40回クリエイティブサロンのご案内 

パネル討論の様子 

 ≪開催予告≫ VEL限定フォローアップ研修 

「これならできる職場の業務改善VE」 

業務改善を成功に導くポイント、反転機能系統図を使った業務改善とは？ 問題点を反転させて要求機能を抽出

し、改善アイデアを作り上げるアプローチをご紹介いたします。 

◆日時：2016年1月14日（木）13:30～16:30 

◆会場：日本VE協会 

◆講師：斉藤 浩治 氏 CVS Mind-J 代表 
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日本VE協会では、 

1. 学校教育にＶＥ導入を促進するための募集特定寄付金 

2. 一般寄付金 

3. 使途特定寄付金 

を募集しております。 

主旨をご理解の上、ご支援ご協力をいただければ幸いに存じます。お知らせかたがたお願い申し上げます。 

 ▽詳細はこちらから 

http://www.sjve.org/topics/entry/919/ 

寄付金募集のお知らせ 

第33回建設マネジメント問題に関する 

研究発表・討論会 

◆日時：2015年12月1日（火） 10:30～16:30 

◆会場：土木学会 講堂および会議室（東京都新宿区）

◆参加費：会員 8,000円 ／ 非会員 10,000円 

土木学会建設マネジメント委員会主催の「第33回建設マネジメ

ント問題に関する研究発表・討論会」が開催されます。本研究

発表・討論会では、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が行われます。 

▽詳細はこちらから 

http://committees.jsce.or.jp/cmc/node/115 

「第10回全国設計VE推進研究会」 

VE活動発表会開催 

◆日時：2015年11月26日(木) 13:00～15:20 

◆会場：静岡市役所清水庁舎3階・清水ふれあいホール 

◆対象者：行政機関、建設コンサルタント、建設会社の関

係者等公共事業に携わる方 

◆参加費：無料 

公共VEに関する基調講演をはじめ、各行政機関の取り組み紹

介やVE事例紹介などが行われます。公共機関のVE活動に興

味・関心のある方は、この貴重な機会をぜひご活用ください。 

▽詳細はこちらから 

http://www.sjve.org/topics/entry/924/ 

2016年SAVE大会論文募集  SAVE Value Summit 2016 

“The Power of Value” 

◆共催：カナダVA協会  ◆会期：2016年6月5日～7日 

◆会場：Sheraton on the Falls (5875 Falls Avenue, Niagara Falls, ON L2E W7 CANADA) 

 大会論文・事例を募集中です。締め切りは2015年12月31日です。2013年SAVE大会以降、論文提出のフォーマットプロトコルが

改定されました。期日までに論文完成原稿を提出する必要があります。 

▽執筆要領等の詳細は、SAVEウェブサイトから 

http://www.value-eng.org/cfp_main.php 

 ご不明な点は、SAVE事務局（info@value-eng.org）へお尋ねください。弊会事務局経由でのお問い合わせも可能です。 

VE協会発行の資料・図書の中から、海外での教育研修の教材や普及にお役立ていただけるよう、ベーシックな内

容のものや汎用性の高い内容の資料を中心に、外国語翻訳化を進めております。 

●はじめてのVE（土屋裕 著） 英語※／中国語※／タイ語／スペイン語 

●利益を生み出す方程式（瀬口龍一 著） 中国語※（近日発売予定） 

●2時間VEワークシート（日本VE協会発行） 英語／中国語／ベトナム語 

●VEテキスト－価値分析授業（澤口学 著） 英語／中国語（近日発売予定）  
※印のついている資料は印刷版、その他は電子版です。 

 ▽詳細はこちらから 

http://www.sjve.org/topics/entry/926/ 

VE図書・資料 外国語翻訳版のご案内 
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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8月18日（火）14:15～16:00 

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「VEステップ・ワー

クシートの簡素化」について 

(1)議論 

・ステップの一部を設計コンサルタントが行うことにつ

いて 

・対象分野の絞り込みについて 

・発注者と設計コンサルタントの分担について 

・手順の原則を提示することについて 

●第40回公共事業のVM研究会 

1.日時：2015年8月3日（月）14:15～18:20 

2.会場：日本VE協会 

3.出席者：7名 

4.議事： 

4.1 運営規約について 

・議論の結果に沿って修正した。 

4.2 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 

・企画書を纏めて協会事務局長に提案することとし

た。 

 

1.日時：2015年9月28日（月）14:15～17:25 

2.会場：日本VE協会 

3.出席者：6名 

4.議事： 

●バリュー・マネジメント・アカデミー（VMA） 

(2)結論 

・ワークシートの数を4～5枚に減らせるような提案を次

回メンバーからしていただきたい。 

4.1 運営規約について 

・修正は、前回で終了とする。 

・前回纏めた案のように修正することを、協会事務局

長に提案することとした。 

4.2 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 

・企画書を完成させた。 

・協会事務局長に提案することとした。 

(2)VEを使った片づけ本の作成 

・次回、委員に建設業における転落事故等についての

データを持って来ていただき、それを見ながら議論す

ることとした。 

1.日時：2015年9月18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 「第48回VE全国大会」での新CVS紹介について 

・今年も大会第1日目のネットワーキング・パーティー

で新CVSの紹介をし、本フォーラムの存在をアピール

したいので、本会事務局を通して大会実行委員会に

要望することとした。 

4.2 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0～3の各ステップについて再検討し、ワーク

シート1～7の各シートの案を作成する担当者を決め

た。 

●第99・100回 CVSフォーラム委員会 
1.日時：2015年10月8日（木）14:00～17:00 

2.会場：日本VE協会 

3.出席者：12名 

4.議事： 

4.1 「第48回VE全国大会」ネットワーキング・パーティー 

での新CVS紹介について 

・事務局を通して大会実行委員会に要望した結果、そ

のための時間として3分得られた。 

・また、新CVS 2名のうち1名が希望されているため、

行うこととした。 

4.2 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 

・各ステップについての再検討とワークシート（案）につ

いての検討を行い、残りのワークシートの案を作成す

る担当者を決めた。 
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1.日時：2015年9月7日（月）15:15～17:00 

2.会場：三菱電機株式会社 姫路製作所 

3.出席者：19名 

4.議事： 

4.1 事務局からの報告事項 

(1)支部長交代について 

(2)運営委員交代について 

(3)理事会の開催について 

(4)第48回VE全国大会および第59回西日本VE大会に

ついて 

4.2 「VE阪神セミナー」の総括 

(1)事務局より参加者数、アンケートの集計結果を報告 

(2)出席者からの意見や要望など 

(3)企画リーダー村田委員からの総括 

●第257回 西日本支部 関西地区運営委員会 
4.3 「VE京滋セミナー」の企画について 

(1)松枝委員（柳瀬企画リーダーの代理）より、案を説明 

(2)出席者からの意見や要望など 

(3)集客目標について 

4.4 「第47回 VE関西大会」について 

(1)企画リーダー、及びメンバーの選任 

(2)プログラムの検討 

4.4 その他 

(1)次回運営委員会会場について 

●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：11月26日(木) 13:30～15:00 

・場所：つくばテクノロジー本社 

2.第115回研究会議 

・日時：12月15日(火) 14:00～17:00 

・会場：日本VE協会大会議室 

・内容： ①つくばテクノロジーの報告 

 ②座学テーマ「ブルーオーシャンのビジネス 

 モデル」の検討 

●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：11月10日(火)10:00～13:00 

・日時：12月8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：11月10日(火) 14:00～17:00 

・日時：12月8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8会合 

・日時：11月25日(水) 14:00～17:00 

・会場：日本VE協会大会議室 

・内容：《お茶》に関する情報を持ち寄り整理分析 

2.2015年度第9会合 

・日時：12月22日(火) 14:00～17:00 

・会場：日本VE協会大会議室 

・内容：『ヒット商品を企画するツール』の洗練化 

●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：11月20日(金)10:00～13:00 

・日時：12月16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”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：11月20日(金) 14:00～17:00 

・日時：12月16日(水) 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：12月4日(金) 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.現場見学会 

・日時：11月25日(水) 時間調整中 

・場所：ミツバ新里工場 

●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：11月18日(水)13:00～14:50 

・日時：12月16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：11月18日(水) 15:00～17:00 

・日時：12月16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（11月・12月） 
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●第12回東海地区VE技術情報交流会 

・日時：11月27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：製造業のパラダイムシフトを支える 

付加価値会計 

・講師：横河ソリューションサービス 

吉川武文氏(公認会計士) 

・内容：  

①オリエンテーション「製造業の環境変化を考える」 

②テーマ講義「製造業のパラダイムシフトを妨げて 

きたもの」 

③グループ演習「付加価値会計で考えてみよう！」 

④全体討議・質疑応答「ＩoTの時代を生き残る2つの

選択肢とは」 

●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114回研究会 

・日時：11月24日（火）13:15～ 

・会場：ナブテスコ（株）神戸工場 会議室 

・内容：VE研修教材の検討 

2.第115回研究会 

・日時：12月14日（月）13:00～ 

・会場：（株）ノーリツ 会議室 

・内容：VE研修教材の検討 

●VEツール研究会 

1.第90回研究会 

・日時：11月30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91回研究会 

・日時：12月21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43回研究会 

・日時：11月18日（水）10:00～ 

・会場：積水エンジニアリング（株） 会議室 

・内容：TRIZ入門研修の検討 

2.第44回研究会 

・日時：12月16日（水）10:00～ 

・会場：西日本旅客鉄道（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90回研究会 

・日時：11月18日（水）10:00～ 

・会場：大阪府立大学 会議室 

・内容：原価企画Q&Aの検討 

2.第91回研究会 

・日時：12月16日（水）10:00～ 

・会場：オムロン（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29回研究会 

・日時：11月4日（水）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30回研究会 

・日時：12月15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30回研究会 

・日時：11月6日（金）10:00～ 

・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31回研究会 

・日時：12月11日（金）10:00～ 

・会場：未定 

・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239回研究会 

・日時：11月17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 

2.第240回研究会 

・日時：12月15日(火)14:00～17:00 

・会場：須山建設本社 

・内容：建設業にマッチしたアイデア発想ツール 



バリュー・ステーション Vol.31 2015年11月号 10 

 

 ≪開催予告≫1日でわかる！改善マインド入門 

若手社員が身につけたい実践力。サービス分野 ・ ビジネスに活かす3つの管理技術。 

 管理技術－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。IE、QC、VEそれぞれの特徴とおもな手法を理解し、演習を通じてその活用

方法を学びます。3つの管理技術を適切に使い分けることで、効果的な改善を実現できるようになります。管理技術

を初めて学ぶ方にわかりやすく解説、楽しみながらご参加いただけるセミナーです。 

●日時：2016年1月26日（火）10:00～17:00  ●会場：日本VE協会  ●締切：2016年1月19日（火） 

●講師：澤口 学 氏 CVS 早稲田大学客員教授 

●参加費：一般 28,080円  会員 21,600円  VE有資格者 23,760円 

 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： 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。 

http://www.sjve.org/ 

VEの基本と実践セミナー 

2015年度『北九州地区VE塾』成果発表会 

●日時：2015年12月4日（金） 【第一部】10:00～12:00 ／ 【第二部】13:30～17:00 

●会場：（株）安川電機 本社 1F講堂（北九州市八幡西区） 

●締切：2015年11月24日（火） 

【第一部】（株）安川電機ロボットみらい館・ロボット工場見学 

【第二部】 ①VE講演：業務革新のための改善技法「ソフトVE」とは!! 

②北九州地区VE塾成果発表3件：西部電機（株）、（株）安川電機、（株）フジタ 

③VE先進企業に学ぶ：2015年度VE活動優秀賞受賞報告 三菱電機（株）福山製作所 

▽詳細、お申し込みはこちらから 
http://www.sjve.org/events/144/ 

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、プレゼン力を磨く～ 

社内インストラクターを目指す方、研修効果を高めるインストラクション技術を学びたい方、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。理論を理解し、実践的に活用するスキルが身につきます。心理

学をインストラクションに活用する技術や聴き手を惹きつける話し方、伝え方など、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その技術を伝授します。 

●日時：2015年11月26日（木）10:00～17:00  ●会場：日本VE協会  ●締切：2015年11月19日（木） 

●講師：有滝 功 氏 （株）イサオファクトリー 代表取締役社長 

●参加費：一般 28,080円  会員 21,600円  VE有資格者 23,760円 

▽詳細、お申し込みはこちらから 
http://www.sjve.org/events/142 


