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登 録： ‘09．11．12． 登録番号： H21-015

登録者所属事

業部
IT/ISO 事業部 会員名 （代表）西宮恵子

サービス名
成長する企業のためのＰマーク・ISMS／ISO9001・ISO14001 認証取得支

援（その他、セクター規格の認証取得）

類 型

教育･訓練、診断･評価、改善指導、経営

幹部育成、課題探索化、活動広域化、認

証取得支援

見 本 図表類

１．サービスの概要

マネジメントシステム認証取得を支援します。 ①課題解決型のアプローチによって、単な

るマーク取得に終わらないしくみ構築を行う。 ②自社で自律的に運用できるしくみ構築を

行う。 ③複数のマネジメントシステムの統構築にも対応。

２．ご用命先見込み

マネジメントシステムの認証取得を予定しているすべての中小企業

３．垂直･水平展開の見込み

すでに認証取得済みのマネジメントシステムとの統合対応のニーズが予想される。

４．その他

認証支援ビジネスは、低料金によるマークさえ取れればよいというニーズもあるが、IT/ISO

事業部が提供するサービスは、トップエンドの認証取得支援である。認証取得によって構築

したしくみを、真剣にマネジメントに役立てたいという企業向けにオーダーメイドのシステム構

築をサポートする。

登 録： ‘09．11．12． 登録番号： H21-014

登録者所属事

業部
IT/ISO 事業部 会員名 西宮恵子

サービス名 中国での中小企業幹部・社員の啓発研修“耳目一新”の受託

類 型

セミナー・講演、教育･訓練、

幹部育成、活動広域化、海外

進出

見 本 図表類

１．サービスの概要

日本の中小企業の幹部や社員教育を中国合弁会社で実施します。発展する大陸中国

で、異文化に触れ、発想の転換・意識の変革などを目的に、斬新な研修をリーズナブルな

費用でお手伝いします。

カリキュラム例：※カリキュラムは都度オーダーメイドで企画します。①中国語短期集中研

修（初級、中級、上級）、②中国の文化に学ぶ、③地元企業・大学との交流、④組み込みソ

フト研修などの実践研修等

２．ご用命先見込み

中国人人材の採用や中国進出を検討しているすべての中小企業

３．垂直･水平展開の見込み

業種別にカリキュラムを企画することができます。

４．その他

中国への単なる視察旅行から、一歩踏み込んだ実践的な研修を提供します。弊社合弁
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会社の総経理は大学講師であり、瀋陽という素朴な土地柄で安全に親身に研修指導ができ

ます。瀋陽は、標準中国語にも定評があり、本格的な中国語を短期に集中習得することも可

能です。また、瀋陽は組込ソフト開発でも有名です。

登 録： ‘09．11．12． 登録番号： H21-013

登録者所属事

業部
IT/ISO 事業部 会員名 西宮恵子

サービス名
中国ビジネス・スタートアップ支援「中国語 Web ページ制作 サービス“新的

起点”」

類 型 活動広域化、海外進出 見 本 図表類

１．サービスの概要

中小企業の製品・サービスを紹介するための中国語の基本 Web ページを制作します。

①３ページ、3000 文字まで 50,000 円（税込み）のリーズナブルな価格 ②中国語ページの

PR サービス（弊社中国語サイト及び情報誌での紹介等）を実施予定

２．ご用命先見込み

中国向けに商品・サービスの展開を予定しているすべての中小企業

３．垂直･水平展開の見込み

Web ページを見た中国企業等からの中国語での問い合わせサポートを見込んでいます。

４．その他

中国向けの Web ページを持つことは、今後の需要はますます高まると予想されます。リーズ

ナブルに迅速に中国語ページを作成することで中小企業の中国ビジネスのスタートを支援し

ます。また、中国向けに Web サイトをオープンした場合、問い合わせにも中国語で答える必

要が出てきます。当社の中国合弁会社では、中国でのフリーダイヤルの設定や安価なコー

ルセンター機能も提供します。

登 録： ‘09．11．12． 登録番号： H21-012

登録者所属事

業部
IT/ISO 事業部 会員名 西宮恵子

サービス名 中国市場進出のための戦略的「商標登録支援サービス」

類 型
業務代行、活動広域化、海

外進出
見 本 図表類

１．サービスの概要

日本の中小企業が中国市場に進出する際に必要な、商標登録の申請を支援します。

①登録済み商標の調査 ②中国語の商標提案（中国語の高度な素養・教養が求められ

る） ③申請代行、申請後のフォロー

２．ご用命先見込み

中国向けに商品・サービスの展開を予定しているすべての中小企業

３．垂直･水平展開の見込み

商標登録後の市場調査、チャネル開拓等の現地進出のご依頼を見込んでいます。

４．その他

中国向けに Web サイトをオープンするすべての中小企業は、事前に商標登録をしておく
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必要があります。日本語をそのまま中国で使うのか、中国受けする名称を考案するのか、ネ

ーミングは中国人による提案が不可欠です。弊社の中国合弁会社にて、戦略的なネーミン

グと申請の事務手続きを、リーズナブルな費用（１商標１分類１０項目以内：31 万 5 千円～）

でお手伝いします。また、登録まで 2 年程度かかるため、申請後のフォロー（審査結果のフォ

ロー）を行います。

登 録： ‘09．10．29． 登録番号： Ｈ21-011

登録者所属事

業部
ものづくり事業部 会員名 山﨑登志雄

サービス名 活用できる生産計画をつくろう

類 型
セミナー・講演、教育･訓練、

改善指導、新入社員教育
見 本 文書類、ＣＤ

１．サービスの概要

生産管理のＰ-Ｄ-Ｃ-Ａサイクルにおいて、その原点となる生産計画を企業の経営計画、

すなわち利益計画から位置づけて説く総論。生産計画の各論は、企業によって形態が相

当に異なるが、基礎的な総論の理解がすすめば、自社の生産計画を立てるのは容易。

２．ご用命先見込み

未だ生産計画を樹立していない中小･零細企業でも、観念的な生産計画がなければ実務

の仕事が進まない。したがってそれを体系化、ＰＣ化する基礎論として製造業のみならず、

業種を問わない市場展開がある。

３．垂直･水平展開の見込み

垂直展開では、未だ「仕事の仕組みがわからない」新入社員教育に適し、水平展開では、

ある程度の「受注予測が可能」で「納期が限定」されるようなサービス業に適す。

４．その他

講演実績あり。

登 録： ‘09．10．29． 登録番号： Ｈ21-010

登録者所属事

業部
ものづくり事業部 会員名 山﨑登志雄

サービス名 サービス産業にも生産管理あり

類 型
セミナー・講演、教育･訓練、

経営幹部育成
見 本 文書類、ＣＤ

１．サービスの概要

製造業・ものづくり業のもつ生産力・業務改善力は、実に 1880 年代のＦ･Ｗ･テーラーの

『科学的管理法』以来、今日まで各業種別に高度化してきた。

この改善技法を総括する『生産管理手法』は、サービス産業の業務改善にも大いに適応

されるべきで、「品質」「生産数量」「コスト」「納期」の生産管理基本事項を説く。

２．ご用命先見込み

この不況克服においても、就労者の第三次産業への移行に伴う産業構造の転換、すなわ

ち『経済活動のサービス産業化』が確実に進展する。またサービス産業自体も『サービスの

経済化』によって多彩に高度化するので、サービス産業全般に生産管理の必要性が高ま
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る。

３．垂直･水平展開の見込み

伝統的な「個人消費サービス業」と違って「事業所向けサービス業」には、ニュービジネス

の展開がみられるため、業務技法の開発も盛んになるので、先ず水平展開から浸透させる

登 録： ‘09．09．29． 登録番号： Ｈ21-008

登録者所属事

業部
ものづくり事業部 会員名 間舘 正義

サービス名 生産管理システム改善プログラム

類 型 改善指導 見 本 ＣＤ

１．サービスの概要

工場改善では、目に見える作業改善は検討しやすいものです。しかし、余剰在庫や手待

ち、不良による対応など管理のまずさによるムダは見えにくいものです。これは、工場の情報

の管理、つまり生産管理システムの不備によるものです。現在、ＩＴを活用した生産管理シス

テム（ソフトウエア）の導入によって、業務の効率化を図っていますが、その運用の仕方に課

題が残っているのです。生産管理システムの「本来あるべき姿」に基づいて、生産管理上の

課題の解決を図り、整備および改善について指導します。

２．ご用命先見込み

製造業の中で、機械加工や板金加工を含む自動車業界、家電業界、一般設備機械など

の組立産業。

登 録： ‘09．09．29． 登録番号： Ｈ21-007

登録者所属事

業部
ものづくり事業部 会員名 間舘 正義

サービス名 工順設計の進め方（基礎編）

類 型 教育･訓練 見 本 ＣＤ

１．サービスの概要

製品を作るにあたっては、どのような加工方法で、どのような順序で作るかを決めなければ

なりません。それは、設計情報（図面や仕様書など）の製品を作るために、生産情報への変

換することです。そして、この変換（工順設計）方法の違いは、コストに大きな影響を与えるこ

とになります。本研修では、製品作りのベストコストを追求するための工順設計の進め方に

ついて、その基礎を学びます。

２．ご用命先見込み

製造業の中で、機械加工や板金加工を含む自動車業界、家電業界、一般設備機械など

の組立産業。

４．その他

Ｅｘｃｅｌで開発したコスト見積りソフトを活用します。（自社開発）
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登 録： ‘09．09．29． 登録番号： Ｈ21-006

登録者所属事

業部
ものづくり事業部 会員名 間舘 正義

サービス名 Ｅｘｃｅｌで学ぶ 正しいコストの求め方

類 型 教育･訓練 見 本 ＣＤ

１．サービスの概要

コスト意識の向上が求められ、コストダウンの掛け声を叫んでも、コストへの理解が不足して

いたのでは進みません。本研修では、製品コストの正しいコストの求め方を理解するととも

に、コスト改善に役立つものの見方や考え方を学びます。また、ＥＸＣＥＬを活用して、旋盤、

ブライス盤などの機械加工やレーザー加工機、ＮＣＴプレスなどの板金加工の加工方法とコ

スト計算について演習を行い、理解度を高め、コスト低減の着眼点を学びます。

２．ご用命先見込み

製造業の中で、機械加工や板金加工を含む自動車業界、家電業界、一般設備機械など

の組立産業。

４．その他

Ｅｘｃｅｌで開発したコスト見積りソフトを活用します。（自社開発）

登 録： ‘09．09．29． 登録番号： Ｈ21-005

登録者所属事

業部
ものづくり事業部 会員名 間舘 正義

サービス名 コストデザイン構築プログラム

類 型 教育･訓練 見 本 ＣＤ

１．サービスの概要

製品の開発・設計段階では、製品を作り出すために創造性の発揮とともに、製品に対する

目標コストの達成が強く求められます。コストデザインの構築では、コスト意識を高め、目標

コストを達成するために、製品開発をコスト面から支援し、機能―コスト図、共通化、標準化

の情報を管理するシステムの構築を指導します。

２．ご用命先見込み

製造業の中で、機械加工や板金加工を含む自動車業界、家電業界、一般設備機械など

の組立産業。

４．その他

コンサルティングの効率を図るために、コスト見積りソフトおよび簡易組立工数算出ソフトを

活用します。（自社開発）

登 録： ‘09．09．29． 登録番号： Ｈ21-004

登録者所属事

業部
ものづくり事業部 会員名 間舘 正義

サービス名 コストベンチマーク実践プログラム

類 型 改善指導 見 本 ＣＤ
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１．サービスの概要

製品のコストについて、経営活動とコストの関係を理解し、自社のコスト算出のための基準

の作成、算出したコストと実績コストとの比較、コスト改善点を発見、改善計画書の立案、実

施を指導するものです。つまり、コストのベンチマークの実践です。コスト基準は、自社の特

徴を理解し、理論的・科学的に自社の「あるべき姿」を求めるもので、コストマネジメント体制

構築の基礎となるものであり、コストエンジニアの育成を図ることです。

２．ご用命先見込み

製造業の中で、機械加工や板金加工を含む自動車業界、家電業界、一般設備機械など

の組立産業。

３．垂直･水平展開の見込み

建築足場や建築板金などの建設業。

４．その他

コンサルティングの効率を図るために、コスト見積りソフトを活用します。（自社開発）

登 録： ‘09．09．27． 登録番号： Ｈ21-002

登録者所属事

業部
ビジネスレップ事業部 会員名 三井善樹

サービス名 経営革新と販路開拓支援（ビジネスレップ）

類 型
診断･評価、改善指導、業務

代行、他機関連携
見 本 文書類（ビジネスモデル）

１．サービスの概要

経営革新と販路開拓をワンテーブルで支援するビジネスモデル。

２．ご用命先見込み

経営革新・販路開拓を希望する中小企業全て

３．垂直･水平展開の見込み

経営革新企業によるグループ化、地域化により、地域おこし、町おこしのコンサル領域に

発展させる予定

登 録： ‘09．09．27． 登録番号： Ｈ21-001

登録者所属事

業部
ものづくり事業部 会員名 足立 武士

サービス名 ５S 教育教材（階層別教育教材）

類 型

セミナー・講演、教育･訓練、

経営幹部育成、改善指導、経

営幹部育成

見 本 ドキュメント

１．サービスの概要

５S の必要性、事前準備、実施方法、維持継続方法についての解説。上記の内容を階層

別に解説。現場がある場合は、現実習の実施。研修の場合は演習を実施して理解度を高

める。教材の種類については別紙参照。

２．ご用命先見込み

製造会社の工場現場管理の基礎

３．垂直･水平展開の見込み
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製造会社以外でも基礎知識として使用は可能。

４．その他

５S セミナーの展開形態としてＳ社向け「工場視察結果報告 20 ページ」がある


