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定員制

入会促進キャンペーン お試し参加のご案内

第85回 ＴＰＭ経営者懇話会
開催のご案内
～

新時代に対応する現場づくりと人づくり

～

開催日時 ：2019年3月27日（水） 13:30 ～ 17:00
（受付13:00～）
会 場 ：ザ・プリンスさくらタワー（東京都港区高輪 3-13-1）
人手不足

設備
高度化

設備
老朽化

製造現場変革の時代
本当に手を打つべきこととは・・・？
情報技術
生産革新
世代交代
活用

A.I.S、サントリープロダクツ
2社のトップによる講演！
Ａ.Ⅰ.Ｓ株式会社

サントリープロダクツ株式会社

≪2015年度 ＴＰＭアドバンスト特別賞受賞≫
1953年の創立以来、モーターサイクル（オートバイ）・自動車・
マリンの発展と共に着実に事業を拡大してきました。
創業当初からアルミ合金の塑性加工技術に「こだわり」を持
ち続け、アルミ合金の一貫生産で業界No.1を目指しています。
現在はユニット製品の拡大をテーマなどにも取組み、新たなブ
ランド創造を推し進めています。
新しい人材を事業展開の原動力にして、私たちは「高付加価
値製品を提供する自立型メーカー」の経営理念に基づいて、
業界No.1と社員の豊かな生活の実現を目指し、社会貢献でき
る企業として邁進していきます。

≪各工場でＴＰＭ優秀賞各賞受賞≫
「ものづくり」の現場からの発想で、美味にこだわる商品開発
を支え、お客様に完璧な安心・安全な商品をお届けするため
に、全社員が常に高い目標を持ち、世界レベルをベンチマー
キングして技術革新にチャレンジしています。 「やってみなは
れ」の精神が根付いている企業風土で、自ら考え、行動する
「考動力」のある人材育成をベースに、製造工程の運転・品質
管理・設備のメンテナンスのみならず、日々の改善活動のほ
か、新技術・新設備の導入、省エネ活動まで、幅広く取り組ん
でいます。

今回に限り、一般参加を募集いたします（1名/1事業所限定)
TPM経営者懇話会は「設備管理、人材育成、新技術活用」などに関する経営上
の課題を認識し、克服するための手段について情報収集する場として1988年に
発足いたしました。また、本懇話会を通じた登録者同士の交流及び情報交換を
促進することも開催の目的の一つとしております。
各界の有識者による講演や、先駆的な取り組みをされる企業の工場見学など、
新時代に向けた様々な視点での情報収集や、各社の現場革新・経営革新の一助
となることを目指し、本懇話会を運営いたします。

「第 85 回 TPM 経営者懇話会」 開催概要
１．開催日時 ：2019 年 3 月 27 日（水）13:30 ～ 17:00（受付 13:00～）
２．会

場 ：ザ・プリンスさくらタワー（東京都港区高輪 3-13-1） ※別紙地図ご参照

３．プログラム（予定）：：
13：30～13：45 開会あいさつ、開催主旨説明

今回に限り、TPM経営者懇話会メンバー
以外の方にもご案内しております

13：45～14：45 Ａ.Ｉ.Ｓ 鈴木社長様 ご講演①
休憩 15 分

15：00～16：00 サントリープロダクツ・田中副社長様 ご講演②
16：00～17：00 懇親・交流会
4．参加費用 ：

1名/1事業所 限定とさせていただきます

日本プラントメンテナンス協会正会員/事業所会員 6,480 円（税込）
一般の方 10,800 円（税込）
＜ご講演①＞
Ａ.Ｉ.Ｓ株式会社

代表取締役社長

鈴木 康文 様

講演テーマ：「ＴＰＭを旗印にした中小企業の経営革新のあゆみ」
ご講演の概要：
走る・曲がる・止まるの基本機能を持つ輸送用機器向け製品の製造を生業としているＡ.Ｉ.Ｓ株式会社
65 年のあゆみの中で、1995 年からスタートした TPM 活動も四半世紀を数える。市場の変化と厳しい顧客
要求の業界にあっても、体質強化活動の中心に TPM を据え、変化に強い人づくり・現場づくりを実践する
ことで適応してきた。今回は「時代の変化ごとにしかけた戦略」と「中小企業独特の人と組織の変遷とこ
れから」について紹介する。
＜ご講演②＞

サントリープロダクツ株式会社 代表取締役副社長

田中 泰生 様

講演テーマ：「サントリープロダクツにおけるＴＰＭ活動」
ご講演の概要：
サントリープロダクツでは、飲料の販売拡大に対応するため新中味・容器軽量化など変化の激しい環境
の中、品質を維持向上させながらロスの顕在化とロス低減により、生産能力向上・ラインの安定生産に TPM
を活用してきた。
一方で近年は現場の若手人材が増え、現場力を支える人材育成が急務になっていた。TPM をロスの低減、
人材育成に活用している弊社事例を紹介する。
◆POINT 開催テーマ「新時代に対応する現場づくりと人づくり」
製造現場の人手不足は各社の大きな課題となっており、解決手段のひとつとして、自動化や IoT、AI 活用によ
る革新が行われております。一方、この革新により、管理すべき設備や機器の増加や高度化が進み、限られた
陣容のなかで正しく設備を管理し続け、安定・効率的な生産を行なう必要があります。
このような環境変化に対応すべく、あらためて「設備に強い人づくり」を継続的に行なっていく必要があります。
今回ご講演をいただきます A.I.S 様、サントリープロダクツ様は継続的な TPM 活動をベースに、様々な製造
環境変化や世代交代・人手不足にもブレない現場の基盤づくりを行なっています。
この機会にぜひ 2 社の現場づくり・人づくりを中心とした実例をご聴講ください。

ご入会のおすすめ

ＴＰＭ経営者懇話会の概要

※この機会に入会をご検討ください
活動内容：
講演会：
時代に合った開催テーマ選定による講演会の実施
工場見学会：
最新鋭の革新やTPM優秀賞受賞事業所の見学
交流・討議：
講演や見学のテーマを基に、出席者同士によるGive＆Takeの情報交換

開催テーマ例：
・TPMを活用した先進事例
・IoT・AIなどの情報技術を活用した現場革新
・設備老朽化・自動化対応・人材育成・ダイバーシティ化などの課題解決
特典：
●上記会合以外に、当会行事への無料ご招待及びご優待をいたします
※以下は無料でのご招待実績

・からくり改善くふう展
・設備管理全国大会
・優秀改善事例全国大会
・活動事例発表会（全国8か所による地区大会）

など

入会資格：
・本会の趣旨に賛同される産業界各社の経営幹部、もしくはそれに準ずる方
（取締役・執行役員・生産、設備管理の全社責任者の方など）
会費：
年間登録費（当該年度の4月～翌3月の1年間）
当会正会員・事業所会員の方 35,000円（税別）
当会会員外の方 75,600円
※年度途中の入会も可能です。事務局までご相談ください
※行事ごとの交通費・宿泊費等は別途ご負担いただきます（個別行事の参加は基本的に無料です）
※会合により、別途会費を徴収する場合がございます。

お申込みは HP から⇒ http://www.jipm.or.jp
もしくはファクシミリで！ 048-470-2702

●参加申込規程
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■参加料

定員制

■参加申込み方法

日本プラントメンテナンス協会

会員（正会員・事業所会員）

一 般

日本能率協会法人会員

6,480 円（税込み）/1 名

10,800 円（税込み）/1 名

(本体価格 6,000 円、消費税 480 円)

(本体価格 10,000 円、消費税 800 円)

一般の方は、この機会にぜひ小会へのご入会をご検討ください

・下記申込書に必要事項をご記入のうえ、ファクシミリでお送りいただ
くか、小会ホームページからお申込みください。電話のみでのお申込
みは受け付けておりません。
・開催の約 2 週間前より、派遣窓口ご担当者様あてに受付票・会場案内
と請求書を送付します。請求書が届き次第、小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。

■お申込みについての問合せ先
株式会社アイ・イーシー

●会員ご入会の有無につきましては、下記 HP にてご確認ください
http://www.jipm.or.jp/memberlist/

通信教育・セミナー受付センター

（公益社団法人日本プラントメンテナンス協会 HP）

https://www3.jma.or.jp/jma-member/list_new/n_member_list.php

Tel:048-470-3710 E-mail：seminar@iecj.com
※小会ではセミナー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

（一般社団法人日本能率協会 HP）

■内容に関しての問合せ先

■お願い・お断り
・定員となり次第、受付は終了いたします
・録音・録画に使用する機材の持込みをお断りいたします
・参加予定の方が当日参加できない場合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（キャンセルはファクシミリでのみ申し受けます）
開催当日および前日の参加取消し･･･参加料全額
（参加料入金済の場合、返金いたしません）
開催の２日前～７日前の参加取消し･･･参加料の 30％
（参加料入金済の場合、70％を返金いたします）
＊いずれも土日曜・祝祭日を含みません

太枠内をご記入ください

第 85 回 TPM 経営者懇話会
参加料
（税込）

E-mail：FUKYU@jipm.or.jp
Tel：03-6865-6081 Fax：03-6865-6082
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町 3-3 神保町 SFⅢビル 5 階
■免責事項
天変地変や伝染病の流行、研修会場・輸送等のサービスの停止、官公庁の指示
等の小会が管理できない事由により、見学会の内容変更・中止のために生じたお
客様の損害については、小会ではその責任を負いかねます

※1 事業所あたり 1 名様まで申込みが可能です（1 名様限定）

MA7104

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

■個人情報に関する取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、当見学会の運営・管理・資料送付、出欠の確認等
に利用いたします。また、後日、小会よりサービス・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、小会ホームページをご参照ください。
●個人情報に関するお問い合わせ先……（公社）日本プラントメンテナンス協会
http://www.jipm.or.jp/privacy.html
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