「TPM社内講師養成」
唯一のコースです！

第 60 回

養 成コース
〔公益社団法人全日本能率連盟登録資格第 89 号〕

3 4 4 名の方が認定されています

2018 年 8 月28 日（火）～8 月 31 日（金）
会 場：日本プラントメンテナンス協会 研修室（神保町駅・九段下駅より徒歩3分程度）
「TPMインストラクター」

講義時使用の
プレゼンテーションデータ

資格認定証授与

配付

ＴＰＭ インストラクター

養成コースとは

®

小会が提唱する「TPM（Total Productive Maintenance）」は、現場のロスの顕在化
や人材育成の有効な手段として、多くの企業に導入されています。
TPM活動の成功のためには、
トップから第一線従業員までが一丸となって取り組む
必要があり、同時にTPMの本質を深く理解することが重要なポイントとなります。
『TPMインストラクター』養成コースは、TPM推進担当者などを対象としたTPMの
社内講師を養成するためのコースです。
TPMの原理・原則を正しく理解するとともに、社内講師として効果的に教える方法を
習得することをめざします。
少人数制の講義により、密度の高い充実したプログラムとなっており、また講義の
際、使用するプレゼンテーションソフト（PowerPoint®にて作成）を配布いたしますの
で、会社に帰ってすぐご活用いただけます。
TPM推進スタッフや管理職リーダーを中心として、毎回ご好評をいただいている当
コースへのご参加をおすすめします。

※TPM®は、日本およびその他の国における公益社団法人日本プラントメンテナンス協会の登録商標です

お申込み先
※参加申込み方法は裏面をご覧ください

公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会
下記のホームページからセミナーの開催日程がご覧いただけます

URL : http://www.jipm.or.jp/

開
講

催

（火）
～8 月 31 日（金）
日： 2018 年 8 月 28 日

本コースの進め方（各セッションごとに以下の内容を繰り返して行います）

師： 市川 章

①講師による講義

公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会

TPM優秀賞審査員 TPM優秀論文賞審査員

④参加者による相互診断

講師がセッションごとに、模範となる講義を行いま

参加者同士で、実演講義の良かった点、悪かった点

す。同時に講義のなかでTPMの知識を再認識して

を率直に評価しあいます。

いただきます。

会

日本プラントメンテナンス協会
場：（公社）

TPM ®

②インストラクターガイド作成

研修室（東京都千代田区）
Ver.1

参加対象者： TPM教育・指導の社内講師を目指す方

9：30
10：00

セッション

・オリエンテーション
・インストラクターテクニック

9：30開始

第3日

9：30開始

3

1

「故障ゼロヘの挑戦」
※進め方は1日目と同様

「TPMとは何か」
①講師による講義
②インストラクターガイド作成
③参加者による実演
④参加者による相互診断
⑤参加者による自己診断
⑥講師による講評

セッション

セッション

4

4

「自主保全の進め方①」
※進め方は1日目と同様

セッション

第4日

9：30開始

⑥講師による講評

参加者の方々に、各自が作成したインストラクター

講師が各参加者の実演講義をチェックし、TPMの知

ガイドに基づいて、実際に講義をしていただきます。

識に誤りや不確かな点があればその指摘を行い、ま

※講義風景をビデオで録画いたしますので、ご自分の講義の

た話し方・態度・時間の使い方についても、より有効

様子を後で確認いただけます

な講義を行うための指導を行います。

TPMインストラクター
資格認定試験

・TPMについて再確認できてよかった。
講師の説明もわかりやすく参考になった。

・ケーススタディ

5

「自主保全の進め方②」
※進め方は1・2日目と同様

6

「個別改善の進め方」

個人テーマ研究
グループ討議
※ あ ら かじめ 設 定 され た
TPM推進上の重要なテー
マについて、個人研究＆グ
ループ討議を行っていた
だきます

・講義＋実践の形式でわかりやすく、
「自分が指導者として教える」ことを
意識したプログラムになっており、
大変勉強になった。

※進め方は1・2日目と同様

12：00
セッション

2

「設備効率の改善」
※進め方は上記と同様

セッション

4

(続き)

セッション

7

・個別面談

「自主保全の進め方①」 「設計、
保全、
運転の協力
体制」
※進め方は1・2日目と同様
セッション

8

「安全・衛生と環境の
管理体制」
※進め方は1・2日目と同様

※講師による個別面談を実
施します。ここでは資格認
定試験の結果にもとづき
TPMに対する誤った認識
をアドバイスするほか、貴
社のTPM活動の効果的な
進め方についても指導し
ます

・ケーススタディ
（つづき）
・講師からのコメント
〔追試験（必要な方のみ）〕

資格認定証授与式

16：00

〔最終日は16:00終了〕

17：00

自己の課題を明らかにします。

(続き)

「自主保全の進め方①」

セッション

13：00

自分が講義をする際に手元の資料とする、プログラ

・まとめと自習

※進め方は1・2日目と同様
セッション

実演講義を行った者が、その内容を自身で振り返って、

③参加者による実演

プログラム：
プログラム：（予定）
第2日

講師の模範講義をもとに、参加者の方々に、実際に
ム・指導ポイントをまとめていただきます。

TPMの知見を深掘りしたい方

第1日 10：00開始

⑤参加者による自己診断

公益社団法人全日本能率連盟とは
公益社団法人全日本能率連盟（略称：全能連）は、1949年にマネジメント
関係団体の業界団体として設立されました。
現在ではマネジメント関係の資

・今までTPMを学ぶ機会はあったが、

格や称号の付与について、自主規制を設けながら経済産業省の指導のもと

今の理解が正しいかどうか自信がなかった。

に活動しています。全能連に加盟している団体では、その自主規制に沿った

しかし、教える立場になることで

取得要件を満たす努力をしており、その結果、2013年4月現在登録された

正しい知識が定着し、自信を持つことが

資格は約60資格となっています。

できた。非常にいいコースであった。

資格が登録されるためには、付与の方法、審査・認定、養成制度など多岐
にわたる基準をクリアする必要があり、それ自体が資格の高い信頼度を維
持しているともいえます。
「TPMインストラクター」
もこのようにして登録された資格の１つであり、

〔初日は18:00終了〕

資格取得のための養成制度が本コースとなっています。

18：00 【交流・懇親会】
（スケジュールは若干変更する場合があります）

参加申込み規定

お申込みはFAXで

⇨ 048－470－2702

会場案内

参加料 （4日間講義＋講義用PPTなど資料代）
日本プラントメンテナンス協会会員（正会員・事業所会員）・
日本能率協会法人会員 価格

（公社）
日本プラントメンテナンス協会 研修室

291,600円（税込）／1人

道路
首都高速

（本体価格270,000円＋消費税21,600円）

432,000円（税込）／1人

一般価格

（本体価格400,000円＋消費税32,000円）

※参加料には、テキスト（資料）代、昼食代、初日の懇親会費等が含まれています

専修大学

靖国通り

（まないた）

俎橋交差点

段下駅

九

●下記申込書に必要事項をご記入のうえ、ファクシミリにてご送付
ください。電話での申込みは受け付けておりません
●開催の約3週間前より、参加派遣窓口担当者宛に参加証と請求書
案内状、調査票を送付します。請求書が届き次第、当会指定の銀行
口座にお振り込みください。なお、振込手数料は貴社にてご負担く
ださい

■ 6番

出口

城南信用
金庫

PRONT
九段
郵便局

集英社神保町
三丁目ビル

みずほ銀行

神保町駅
り
橋通
雉子

申込み方法・支払い方法

入口

専大前交差点

▼▼

会員以外の方は、この機会にぜひ小会への入会をご検討ください

■ A1番

出口

さくら通り

【所在地】
〒101- 0051 東京都千代田区神田神保町３-３ 神保町SFⅢビル５F

お願い・お断り

【交通アクセス】

●ノートパソコン
（以下の機能を有しているもの）をご持参ください
・マイクロソフト社PowerPoint （ver. 97以降）が使用可能
・CD-ROMドライブまたはUSBコネクタが付帯
・液晶プロジェクターと接続可能
●録音・録画に使用する機材の持込みをお断りします
●ご参加予定の人が当日出席できないときは代理の方がご参加くだ
さい。代理の方の参加も不可能な場合は、下記の規定によりキャ
ンセル料を申し受けますのであらかじめご了承ください
※キャンセルはファクシミリでのみ受け付けます

▲ ▲

都営新宿線・三田線・東京メトロ半蔵門線：神保町駅Ａ1出口より徒歩2分
都営新宿線・東京メトロ東西線・半蔵門線：九段下駅6番出口より徒歩3分

R

※詳細案内は、参加証とともにお送りします
お申込みについての問合わせ先
株式会社アイ・イーシー 通信教育・セミナー受付センター
電話：048-470-3710
E-mail：seminar@iecj.com

開催当日および前日の参加取消し…………………参加料全額
（参加料入金済みの場合、返金しません）
開催の２日前～７日前の参加取消し…………………参加料の30％
（参加料入金済みの場合、70％を返金します）
※いずれも土・日曜、祝祭日を含みません

免責事項

⇨ http://www.jipm.or.jp

ホームページからの
お申し込みはこちら

※当会ではセミナー・イベントの申込手続きに関する業務を株式会社アイ・イーシーへ
委託しております

講座内容についての問合せ先
公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会 普及推進部
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3 - 3 神保町 SFⅢビル 5 F

天災地変や伝染病の流行、研究会場・輸送等の機関のサービス
の停止、官公庁の指示等の当会が管理できない事由により研
修内容の一部変更および中止のために生じたお客様の損害に
ついては、当会ではその責任を負いかねます

電 話：0120-451-466

（または03-6865-6081）

E-mail：fukyu@jipm.or.jp

キリトリ線
（注）太線の枠内をご記入ください

LC4001

TPMインストラクター養成コース

2018/8/28（火）～8/31（金）

参加申込み書 （ファクシミリにてご送付ください）

ふりがな

ふりがな

会社名

事業場名

所在地

〒

主要生産品目
備考欄

－

TEL（

）

－

FAX（

ふりがな

）

－

所属
役職

派遣窓口
ご担当者

（公社）
日本プラントメンテナンス協会への
連絡・希望事項

参加者
ふりがな

所属
役職

参加者
ふりがな

所属
役職

参加者
ふりがな

所属
役職

参加者
参加料

JIPM会員
JMA法人会員
一般

お支払い予定日

291,600円（税込）×

名

432,000円（税込）×

名

月

合計

受

付

登

録

発

送

円（税込）

日払い（貴社の事情により参加料のお支払いが開催後になる場合はご記入ください）

■ 個人情報の取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、当セミナーの運営・管理・資料送付、
出欠の確認等に利用いたします。
また、後日、
小会よリサービス・セミナー等のご案内を送付させていただく場合がございます。
小会は、
ご提供いただいた個人情報を当会のプライバシーポリシーに則って安全対策を施し適切に管理いたします。小会のプライバシーポリシー、個人情報の開示・訂正・削除等の詳細につき
ましては、小会ホームページ
（http://www.jipm.or.jp）
をご覧ください。

