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代　表　　森　田　富治郎　　公益財団法人日本生産性本部　理事・第一生命保険株式会社　特別顧問

副代表　　荻　田　　　伍　　アサヒグループホールディングス株式会社　相談役

副代表　　橋　本　孝　之　　日本アイ･ビー ･エム株式会社　副会長

幹　事　　酒　井　弘　行　　有限責任あずさ監査法人　理事長

幹　事　　片野坂　真　哉　　ANAホールディングス株式会社　代表取締役社長

幹　事　　坂　田　正　弘　　キヤノンマーケティングジャパン株式会社　代表取締役社長

幹　事　　廣　江　　　研　　社会福祉法人こうほうえん　理事長

幹　事　　鈴　木　みゆき　　シスコシステムズ合同会社　代表執行役員社長

幹　事　　渡　邉　光一郎　　第一生命保険株式会社　代表取締役社長

幹　事　　矢　野　　　薫　　日本電気株式会社　取締役会長

幹　事　　小　谷　　　進　　パイオニア株式会社　代表取締役兼社長執行役員

幹　事　　登　谷　大　修　　社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院　病院長

幹　事　　山　本　忠　人　　富士ゼロックス株式会社　代表取締役会長

幹　事　　田　中　達　也　　富士通株式会社　代表取締役社長

幹　事　　藤　井　秀　延　　三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社　取締役社長

幹　事　　近　藤　史　朗　　株式会社リコー　代表取締役会長執行役員

経営品質協議会 幹事一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬称略・2016年2月29現在

はじめに
　経営品質協議会は、「顧客価値による経営革新」の実現に向けて、日本経営品質賞を中心とした活動支援を目的

として1996年6月に創設され、今年で20周年を迎えます。現在グローバルでは100 ヶ国（地域含む）以上、ア

ジアでも17 ヶ国以上で同様の活動が展開されております。わが国では全国23の地域で1,200組織の皆様によ

る活動が実践されています。

　本年も引き続き、体系的なサービスの提供を通じて、皆様の経営革新のお役に立ちたいと考えます。

　「顧客の求める価値を中心とした経営に変えてゆきたい」「経営のレベルで思考できる人材を養成したい」「自

社の活動を客観的な視点で見てもらいたい」など、明日を拓く経営を目指す皆様のご参加を、心よりお待ち申

し上げております。

■経営品質協議会について
　経営品質協議会は、顧客価値を創造する経営革新を目指す会員組織です。当協会の活動は6月スタートです。
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〜 歴代経営品質協議会代表 〜
初　代  ：  亀　井　正　夫　　住友電気工業株式会社　相談役

第２代  ：  牛　尾　治　郎　　ウシオ電機株式会社　代表取締役会長

現　在  ：  森　田　富治郎　　第一生命保険株式会社　特別顧問

（代表の組織名・役職は就任当時、敬称略）
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私たちは「顧客価値向上」を通して
　 　　　貴社の競争力強化のお手伝いをします
　経営品質向上の考え方は、基本理念の４要素と９つの重視する考え方のもと、お客様の求める価値の創造・

提供を目指して、「セルフアセスメント（※１）」により組織を見直し、経営課題を解決し業績を向上させて

いくという経営改善・改革のためのマネジメントツールです。

※１　セルフアセスメントとは、顧客の視点から組織全体を把握するアセスメント基準という評価基準を使って組織の現状を評価し、経営革
新の方向性を提示する手法です。顧客満足度やリピート率など独自の指標を設定することで、目指す姿にどの程度近づいたのかを測る
ことができます。何よりも経営トップから新人まで組織を挙げ、自主性を重視して取組むプログラムのため、効果が持続します。

※２　経営革新（イノベーション）に取り組むためのプロセスを「重視する考え方」として整理しました。

トヨタ生産方式による改善活動を補完するものと
して経営品質向上活動を導入し、
自律的な改善活動に取り組むことができた。

　（６）改善活動はやらされ感ではなく自主的に
　　　 ボトムアップで動いているか

経営支援事業がビジネスの第２の柱となり、
収益拡大を続けている。

　（１）お客様のご要望を把握しているか
　　　 要望の変化を察知し、対応できているか

お客様アンケートの意見から新商品を開発し、
ヒット商品となった。　（２）本当にお客様にご満足いただいているか

組織の目的を理解したら、自分が何をしたらいいか
考えられ、自ら行動できるようになった。

　（３）従業員がやる気とやりがいをもって
　　　 仕事をしているか

社員からアルバイト（外国人）まで経営理念を
共有化し、お客様の満足度が向上した。

　（４）経営理念やトップのビジョンは新人まで
　　　 浸透しているか。お客様視点の戦略に
　　　 なっているか

日本経営品質賞の評価レポートの「改善提言」を
もとに業態を見直したところ、お客様には喜ばれ、
売上の大幅増につながった。

　（５）競争力強化の戦略が「価格」を軸とした
　　　 ものになっていないか

アセスメントコース受講により、
経営のレベルで思考できる人材が養成できた。　（７）人材を皆で育てようとする風土があるか
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経営品質向上による経営課題の解決
　高齢化、人口減少、グローバル化など、わが国の組織は複雑で厳しい環境に置かれています。こうした過去

に経験のない環境下で経営を安定させ、持続的に発展させていくための基本原則は、「お客様の求める価値を

創造・提供できる経営」をつくり上げることではないでしょうか。経営品質向上の考え方を導入することによ

り経営課題を解決し、業績向上を果たしている事例をご紹介します。

「基本理念の４要素と９つの重視する考え方」
目指す姿 卓越した経営卓越した経営

基本理念 顧客本位顧客本位 社員重視社員重視 独自能力独自能力

価値前提価値前提 対　　話対　　話 イノベーションイノベーション（※2）

変　　革変　　革 創　　発創　　発 ブランドブランド

コンセプトコンセプト プロセスプロセス 戦略思考戦略思考

社会との調和社会との調和

重視する
考 え 方
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◯2009年に中小規模部門で日本経営品質賞を受賞したが、リーマンショック以降低価格競争が激化。①需要に応じた
適正価格設定、②適正人材配置による生産性向上、③アテンダント育成、の３つのマネジメントに注力し、外部評価機
関における顧客満足度No.1を受賞、売上・利益も右肩上がりになった。

◯しかし、結果が良いという現状に満足することで新たな危機を感じ、再度経営理念に立ち返り、独自価値の「Lohas」実現
のマネジメント能力を確認するために、ホテルチェーン全体で2度目の日本経営品質賞に挑戦した。この挑戦を通じてこれま
でのやり方にとらわれない独自価値創造を追い求め、部門を超えて自律的な相互連携を図る組織へと変革し続けている。

経営課題と
導入プロセス
（概要）

○「Lohas」をコンセプトに掲げホテルチェーン全体を革新
◯団体客を取らずビジネスパーソン対象に泊まりやすい価格帯の提供で顧客を獲得
◯顧客と接するアルバイト社員に至るまで社員教育を徹底する仕組みと店舗支援を実現

株式会社スーパーホテル 

●JCSI（日本版顧客満足度指数）、JDパワー社の満足度No.1を獲得（2014年度）
●離職率は2009年度から大幅減少し、各層別の社員満足度も高水準を維持
●「Lohas（環境・健康）価値」に共感する女性客も、5年で2倍に拡大
●営業利益率は、2009年度以降業界平均を大きく上回る成果を達成

○2000年前後から事業拡大により理事長が直接指示命令する体制に限界が訪れ、職員の意識やサービスに差が出て
きた。経営の質とサービスの質の両立を模索していた頃、日本経営品質賞の存在を知り、2004年から経営品質向上
活動を開始した。法人の価値観の明文化、価値観実現の視点で重要課題の中期目標への落とし込み、各施策の導入を
実施し、全事業への展開を図ってきた。

経営課題と
導入プロセス
（概要）

○「互恵互助」への弛まぬ思いと実践　〇利用者に良いことは「まずやってみる！」
〇エビデンス（根拠）に基づいたサービスの提供・改善　 〇人財と苦情は２大財産

社会福祉法人こうほうえん

●地域社会との「互恵互助」をもとにした地域包括ケアシステムの構築
●全国初となる在宅介護支援センター設置（1990年）・老人保健施設とケアハウス合築（1992年）、抑制廃止・

拘束ゼロの実施（2001年から）
●大学との共同研究により、介護現場におけるノウハウをITにより見える化し客観的なケアの質の向上に結び付ける

事業を実施（2008年から）
●入居平均1.6年後の介護度の改善39%（※介護老人福祉施設よなご幸朋苑  平成24年1月調べ）
●収入の１％は職員への投資額と決め、現在は億単位の資金を投資

○ＣＳ（お客様満足度）調査結果が伸び悩み、高い新車販売台数との『両立』の課題に、直面していた。
○トップが経営品質の講演を聞いた際に、お客様満足はＣＳ単独ではなく、『経営の柱』であるという自覚を深めたこと
から、経営品質への取り組みが始まった。
○具体的には、お客様に「来て良かった、また来たい！」と思っていただける来店型の店舗づくりへの転換であった。
○その一つが、各店舗から選ばれた女性スタッフで結成された「カフェプロジェクト」であり、その「おもてなし」サービ
スを支える「サービス・スタンダード」改善も長年取り組んでいる。

経営課題と
導入プロセス
（概要）

○社員の意識・やる気と組織能力そしてお客様満足の飛躍的な向上

●社員の仕事への高い「やりがい意識」
●店舗における高い「待ち時間の居心地度」（各店90％以上）
　新車購入時の高い「満足度」の達成（全国平均よりも、10％以上も高い値）

滋賀ダイハツ販売株式会社 日本経営品質賞（大規模部門）

日本経営品質賞（大規模部門）

日本経営品質賞（大規模部門）

日本経営品質賞（大規模部門）

日本経営品質賞（中小規模部門）

日本経営品質賞（大規模部門）

○一店舗ごとの価値を高めることを基本戦略と定め、店舗価値を高めることで、お客様、お取引様、地域社会、そし
て従業員の幸福を達成したいという思いから「幸福価値の創造」の実現を理想的な姿に掲げている。
○店舗や従業員数が増え、更なる価値向上のためには基盤となる「経営の品質」を向上させることが絶対必要条件で
あると実感していた。2011年に髙橋社長が経営品質向上プログラムと出会い、各カテゴリーに基づき、当社の強み
と課題の整理をおこない、第三者からの客観的な視点から「経営の品質」を改善していくことを決定し、経営品質
向上活動に取り組んだ。

経営課題と
導入プロセス
（概要）

○店舗価値向上に向けた継続的な取り組み

株式会社ワン・ダイニング

●基本の徹底を重視し、「商品」「接客サービス」「上質で居心地の良い空間」のレベルを高めることで店舗価値を向上
●外部調査による総合評価、顧客ロイヤリティは上昇、特に総合評価においては、焼肉業態ではベストプラクティスの

水準に近づき、しゃぶしゃぶ業態では和食業態のベストスコアを獲得
●第一線のアルバイトの戦力化と成長の場の提供：「気づきプログラム」はアルバイトの成長に有効に機能。月１回ア

ルバイト主体のアルバイトミーティングの実施

○経営理念を実現していくためには、「ものづくり」に関わるマネジメントツールだけではなく、社員の「お役立ちの精
神」を高めること＝「人づくり」を中心に据えた組織風土の改革しかないと考え、様々な社員教育や「社員に優しい職
場づくり」のためのES調査を実施し、環境改善・風土改革を行っている。

経営課題と
導入プロセス
（概要）

○独自技術と人づくりによるファインパーツの創造

西精工株式会社

○もともとはマネジメントについても2005年に独自のマネジメントシステムを導入して進めてきたが、業務量増加による
サービスの低下、多忙によるセクショナリズム、新人増加による認識不足の職員増など、大きな課題であった。この課題を
解決するために独自のマネジメントシステムと経営品質の考え方による経営改善を導入、第三者評価の結果を活用しなが
ら、職員満足向上に取り組んだ。また表彰制度や福利厚生の充実など、あらゆる施策の展開を図ってきた。

経営課題と
導入プロセス
（概要）

○職員満足を高めることで、患者満足が向上して業績向上

社会福祉法人  恩賜財団  済生会支部
福井県済生会病院

●ワークライフバランスの施策導入で退職者数の大幅な減少を実現した（全国平均を５％以上下回る）
●職員満足度向上の成果から、患者満足度も全国平均を大きく上回る結果となった（全国平均より１０％以上の満足

度向上を実現）
●医業収入は５年続けて対前年比を上回っている

●フィロソフィや経営ビジョンを中心に据えた社員同士の対話を重視
● 「高品質、高精度、極小」を実現するために自社開発できる技術力を保持
●顧客満足調査チームによる対面でのヒアリングや営業技術者を中心とした VA/VE 提案によりお客様満足を把

握し高い成約率を得る（同業他社と比べて）
●係別面接やマネジメントレビューによる振り返りの仕組みが定着

かかり

4 経営品質向上の考え方を導入し、
　　　経営改善・経営改革した事例のご紹介
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●全国初となる在宅介護支援センター設置（1990年）・老人保健施設とケアハウス合築（1992年）、抑制廃止・

拘束ゼロの実施（2001年から）
●大学との共同研究により、介護現場におけるノウハウをITにより見える化し客観的なケアの質の向上に結び付ける

事業を実施（2008年から）
●入居平均1.6年後の介護度の改善39%（※介護老人福祉施設よなご幸朋苑  平成24年1月調べ）
●収入の１％は職員への投資額と決め、現在は億単位の資金を投資

○ＣＳ（お客様満足度）調査結果が伸び悩み、高い新車販売台数との『両立』の課題に、直面していた。
○トップが経営品質の講演を聞いた際に、お客様満足はＣＳ単独ではなく、『経営の柱』であるという自覚を深めたこと
から、経営品質への取り組みが始まった。
○具体的には、お客様に「来て良かった、また来たい！」と思っていただける来店型の店舗づくりへの転換であった。
○その一つが、各店舗から選ばれた女性スタッフで結成された「カフェプロジェクト」であり、その「おもてなし」サービ
スを支える「サービス・スタンダード」改善も長年取り組んでいる。

経営課題と
導入プロセス
（概要）

○社員の意識・やる気と組織能力そしてお客様満足の飛躍的な向上

●社員の仕事への高い「やりがい意識」
●店舗における高い「待ち時間の居心地度」（各店90％以上）
　新車購入時の高い「満足度」の達成（全国平均よりも、10％以上も高い値）

滋賀ダイハツ販売株式会社 日本経営品質賞（大規模部門）

日本経営品質賞（大規模部門）

日本経営品質賞（大規模部門）

日本経営品質賞（大規模部門）

日本経営品質賞（中小規模部門）

日本経営品質賞（大規模部門）

○一店舗ごとの価値を高めることを基本戦略と定め、店舗価値を高めることで、お客様、お取引様、地域社会、そし
て従業員の幸福を達成したいという思いから「幸福価値の創造」の実現を理想的な姿に掲げている。
○店舗や従業員数が増え、更なる価値向上のためには基盤となる「経営の品質」を向上させることが絶対必要条件で
あると実感していた。2011年に髙橋社長が経営品質向上プログラムと出会い、各カテゴリーに基づき、当社の強み
と課題の整理をおこない、第三者からの客観的な視点から「経営の品質」を改善していくことを決定し、経営品質
向上活動に取り組んだ。

経営課題と
導入プロセス
（概要）

○店舗価値向上に向けた継続的な取り組み

株式会社ワン・ダイニング

●基本の徹底を重視し、「商品」「接客サービス」「上質で居心地の良い空間」のレベルを高めることで店舗価値を向上
●外部調査による総合評価、顧客ロイヤリティは上昇、特に総合評価においては、焼肉業態ではベストプラクティスの

水準に近づき、しゃぶしゃぶ業態では和食業態のベストスコアを獲得
●第一線のアルバイトの戦力化と成長の場の提供：「気づきプログラム」はアルバイトの成長に有効に機能。月１回ア

ルバイト主体のアルバイトミーティングの実施

○経営理念を実現していくためには、「ものづくり」に関わるマネジメントツールだけではなく、社員の「お役立ちの精
神」を高めること＝「人づくり」を中心に据えた組織風土の改革しかないと考え、様々な社員教育や「社員に優しい職
場づくり」のためのES調査を実施し、環境改善・風土改革を行っている。

経営課題と
導入プロセス
（概要）

○独自技術と人づくりによるファインパーツの創造

西精工株式会社

○もともとはマネジメントについても2005年に独自のマネジメントシステムを導入して進めてきたが、業務量増加による
サービスの低下、多忙によるセクショナリズム、新人増加による認識不足の職員増など、大きな課題であった。この課題を
解決するために独自のマネジメントシステムと経営品質の考え方による経営改善を導入、第三者評価の結果を活用しなが
ら、職員満足向上に取り組んだ。また表彰制度や福利厚生の充実など、あらゆる施策の展開を図ってきた。

経営課題と
導入プロセス
（概要）

○職員満足を高めることで、患者満足が向上して業績向上

社会福祉法人  恩賜財団  済生会支部
福井県済生会病院

●ワークライフバランスの施策導入で退職者数の大幅な減少を実現した（全国平均を５％以上下回る）
●職員満足度向上の成果から、患者満足度も全国平均を大きく上回る結果となった（全国平均より１０％以上の満足

度向上を実現）
●医業収入は５年続けて対前年比を上回っている

●フィロソフィや経営ビジョンを中心に据えた社員同士の対話を重視
● 「高品質、高精度、極小」を実現するために自社開発できる技術力を保持
●顧客満足調査チームによる対面でのヒアリングや営業技術者を中心とした VA/VE 提案によりお客様満足を把

握し高い成約率を得る（同業他社と比べて）
●係別面接やマネジメントレビューによる振り返りの仕組みが定着

かかり



5

顧客価値・経営品質を理解する page

顧客価値経営フォーラム（経営品質年次大会） 顧客価値経営や経営品質の考え方を探求する年に１度の最大のイベントです。 6

会員月例研究会
組織事例研究会 日本経営品質賞受賞組織などのプラクティス（実践）についての情報提供

と会員の皆様が経営品質について理解を深めていただく場です。 7

アセスメント研究会 経営品質で重視している考え方や経営品質アセスメントプロセスについ
て、ご理解を深めていただく研究会です。 7

経営トップによる「顧客価値経営講演会」 顧客価値経営を実践する経営トップによる講演会です。 8

経営品質アセスメント基準解体新書 経営品質の伝道師である田村講師から、「なぜ今経営品質が必要なのか！」
経営品質に取り組む意義をお話しいただきます。 8

経営品質向上説明会 経営品質の考え方や経営品質協議会の活動をご理解いただくための説明会
です。 8

アセスメント無料体験セミナー アセスメント方法のご紹介から、一部アセスメントのご体験をいただきな
がら、貴社での活用方法を探ります。 8

アセスメントコース（A１〜A３）
アセスメントコースでは、理想的な姿を実現するために、現状の組織の成
熟度を明らかにし、次のレベルへのステップアップに向けた伸ばすべき強
みと課題を明確にできる人材に求められるスキルを習得します。

9ー10

アセスメント実践トレーニングコース 事例企業を訪問し、経営者層と接点を持ちながらアセスメントを進める実
践的研修です。アセスメントコースで身に着けたスキルを実践できます。 11

「Ｅラーニング」JQAモバイル教室
　　　　　　チェンジリーダー自己開発講座

「組織を変えていくリーダーの心構えの基本」をＥラーニングで学習しま
す。受講者の皆様が、自信を持って組織変革に取り組めるようになること
を目指します。

11

事業部長のための
「ケイパビリティによる戦略策定セミナー」

事業部長向け顧客価値経営の導入セミナーです。イノベーション・サイク
ル（1.コンセプトを考える　2.創発の場をつくる　3.戦略を構築する）に
焦点をあて、自部門を見直し、活性化を図りたいという方にお薦めです。

12

中小企業トップのための
　　　　　　「顧客戦略セミナー」　

経営の成否は、「お客様への価値提供」に大きく左右されます。ここに焦
点をあて、自社の経営の見直しのきっかけをご提供いたします。 12

個別支援（サポート）を受ける page

顧客価値アセスメント
「組織の強み」を鮮明にして競争優位を勝ち取ることを目的に、専門チー
ムが内部・顧客インタビューと会議観察等でアセスメントを行い、フィー
ドバック致します。

13

第三者認証申請サポート「記述支援」 日本経営品質賞など第三者認証申請のための、現状の整理・記述をサポー
ト致します。 14

社員満足度調査（ナイサーES） Web診断による社員満足度調査です。 14

顧客満足度調査（JCSI） JCSI（日本版顧客満足度指数）を活用したサービス産業向け顧客満足度
調査です。 14

社内研修（オーダーメード研修） ご要望に応じて各種研修の企画・ご提案をいたします。 15

アセスメント思考フレーム研修 「誰に、どのような価値を、どのような方法で提供しているか」一事業の
現状整理の軸を顧客と価値創造に置いて考察を進める研修です。 15

戦略策定（ウェイマネジメント）実践研修 一貫性と整合性のとれる経営に向けた実践研修（社内研修）です。 15

書籍・資料・DVD・テキスト販売 page

テキスト「チームの基本」シリーズ 職場内の学習に最適なテキストです。 16

書籍・資料・DVD 日本経営品質賞アセスメント基準書・受賞企業報告書・フォーラムDVD
等を販売しております。 16

第三者評価を受ける page

日本経営品質賞 顧客視点から経営を見直し、自己革新を通じて顧客の求める価値を創造し
続ける組織を表彰します。　　　　　「※主催：日本経営品質賞委員会」 17

日本版医療MB賞クオリティクラブ 
（JHQC）

医療機関向けの会員組織がJHQCです。ここでの活動の1つに認証制度が
あります。「医療の質」とともに「経営の質」を向上させたい医療機関に
最適です。　　　　　　　　　　　「※主催：（公財）日本生産性本部」

18

最新の情報は、経営品質協議会 HP をご覧ください。経営品質に関するサービス一覧5
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経営品質協議会プログラムのご案内6

　顧客価値経営や経営品質の考え方を探求する年に一度のイベントです。

　本フォーラムは、経営トップ層から顧客価値を生み出す経営実現のための考え方や取り組み事例をご紹介いただき、

顧客価値経営の実現を目指す参加者の皆様に学びと具体的方法論を持ち帰って頂く場です。

　時代や環境変化に応じてテーマを設定しながら、これからの経営のあり方を考えます。併せて、日本経営品質賞受賞

組織をはじめとする登壇組織がどのように経営課題を解決されてきたか、貴重な経験を共有し、交流を深めて頂く場と

しても位置づけております。

　是非ご参加頂き、新たなネットワークを築く機会としてご活用

ください。

■2015年度　顧客価値経営フォーラム　主な登壇者　（組織名五十音順）

（株）IHIエスキューブ　草葉 義夫氏／インタラクティブ・アソシエイツ　中田 和明氏／（株）ウチダシステムズ　岩田 正晴氏／NECマネジメン
トパートナー株式会社　水町 浩之氏／（株）九州タブチ　鶴ヶ野 未央氏／（医）京都武田病院　武田 敏也氏／熊本大同青果（株）グループ
月田 求仁敬氏／慶應義塾大学　嶋口 充輝氏／（福）こうほうえん　廣江 研氏／滋賀ダイハツ販売（株）　後藤 敬一氏／（株）スーパーホテ
ル　山本 梁介氏／第一生命保険（株）　渡邉 光一郎氏／東京大学大学院　高橋 伸夫氏／トップ保険サービス（株）　野嶋 康敬氏／西精工

（株）　西 泰宏氏／（福）福井県済生会病院　登谷 大修氏／富士通（株）　藤原 浩恭氏／マーケティングプロモーションセンター　岡本 正
耿氏／（株）武蔵野　小山 昇氏／（株）ワン・ダイニング　髙橋 淳氏    ほか

■2013〜2014年度　顧客価値経営フォーラム　主な登壇者　（組織名五十音順）

（株）オリエンタルランド　加賀見 俊夫氏／キヤノンマーケティングジャパン（株）　川崎 正己氏／第一生命保険（株）　森田 富治郎氏／日本
アイ・ビー・エム（株）　橋本 孝之氏／富士ゼロックス（株）　山本 忠人氏／（株）リコー　桜井 正光氏／東京大学大学院　藤本 隆宏氏／（株）
ねぎしフードサービス　根岸 榮治氏  ほか

■顧客価値経営フォーラム ～経営品質年次大会～

【2016年度プログラム（予定）】
■主な内容
　・日本経営品質賞　表彰セレモニー
　・顧客価値経営の実践事例紹介
　・顧客価値経営の推進手法紹介　ほか
■日　程／2017年2月23日（木）〜24（金）
■会　場／都内会場
■参加費／推進会員　１名様　　　：無料
　　　　　　　　　　２名様以上　：48,000円+税／人
　　　　　会員・個人会員　　　　：48,000円+税
　　　　　日本生産性本部賛助会員：77,000円+税
　　　　　　　　　　　　　　一般：92,000円+税

2015年度　日本経営品質賞　表彰式

2015年度　経営革新推進賞・奨励賞　表彰式



7

■会員月例研究会 推進会員・会員・個人会員対象

■会　場／都内会場
■参加費／推進会員：無料、会員：各回２名様まで無料（2016年度より無料枠が2名様となりました。）
　　　　　個人会員：本人のみ無料（2016年度より有料から無料になりました。）

　会員の皆様方より「経営幹部からの経営観の話を聞きたい」「実践する組織の活動内容を聞きたい」というお声を多
数頂戴しました。その内容を反映し、以下のテーマで研究会を開催しております。会員の皆様の懇親の場としても本研
究会をご活用ください。

●「顧客価値を貫く経営観」について、経営幹部からお話を聞く場
独自の顧客価値創造をおこなう経営幹部にお話を伺います。経営品質の考え方の本質を経営にどう取り込んでいくの
か、課題解決に役立つ内容を提供します。

●「経営品質の考え方の実践」について、実践者からお話を聞く場
日本経営品質受賞組織を中心にお話を伺います。経営品質の考え方を組織内にどう展開していくのか、肌で感じてい
ただきます。

＜2015年度スケジュール＞

日程：4月21日（木）
時間：15:00 〜 17:00
会場：日本生産性本部　8階82会議室
　　　（東京都渋谷区）

テーマ：「こうほうえんの経営品質向上活動の進め方」（仮）
　　　　〜2014年度 日本経営品質賞受賞〜
講演者：社会福祉法人こうほうえん　経営統括部次長　薮本　剛　氏 

日程：5月25日（水）
時間：13:00 〜 16:45
会場：日本生産性本部　７階71会議室
　　　（東京都渋谷区）

テーマ：勝つべくして勝つリーダーシップの研究
　　　　〜日本海大海戦にみる東郷長官と203高地における乃木将軍、
　　　　　それぞれのリーダーシップを経営品質のアセスメント基準から考察する〜
講　師：株式会社MATコンサルティング　代表　望月　広愛　氏

＊本内容は2015年度ベンチマーキング研究会の内容です。

※参加申込みは先着順でお受けし、定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。

＜講　師＞　株式会社MATコンサルティング　代表　望月　広愛　氏
1981年ヤマハ入社、1989年三和総合研究所、その後、Jアートレストランシステムズ社長、静鉄ストア社
長を歴任し、現在は名古屋商科大学大学院客員教授、株式会社MATコンサルティング代表。Jアートレストラ
ンシステムズが日本経営品質賞受賞した時の経営者であり、小規模から大規模企業、業種も異なる社長を経験
し、規模や業種を超えた「経営品質」の考え方で受賞企業をはじめ多くの組織変革を実現しています。

【会員月例研究会】■ 組織事例研究会

■講　師／株式会社マーケティングプロモーションセンター　代表取締役　岡本　正耿　氏
　　　　　インタラクティブ・アソシエイツ　代表　中田　和明　氏
■日　時／ 2016年９月・2017年5月（予定）
■会　場／日本生産性本部　会議室（東京都渋谷区）（予定）

　　※詳細は決定次第、「経営品質協議会」ホームページで随時ご案内いたします。

　経営品質で重視している考え方や経営品質アセスメントプロセスについて、アセスメント基準改訂の中心メンバーを
講師に迎え、理解を深めていただく研究会です。

新 規 開 催【会員月例研究会】■ アセスメント研究会

＜2016年度（2016年６月以降）のスケジュール・内容は、決定次第ホームページでご案内いたします。＞
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■日程／ 2016年4月20日（水）・5月19日（木）・6月15日（水）・9月7日（水）・10月26日（水）・12月7日（水）
　　　　 2017年1月18日（水）・3月15日（水）
■時間／ 14:00 〜 16:00　　■会場／日本生産性本部（東京都渋谷区）　　■参加費／無料

　１．「経営品質の目的、概要」　２．「経営品質の考え方がどのような経営課題の解決に役に立つのか」　３．「経営品質
協議会の活動」についてご理解いただくことを目的とした説明会です。経営品質の考え方を説明した上で、ご参加いただ
いた皆様からのご質問にお答えします。

■経営品質向上説明会

■日　程／ 2016年６月７日（火）・９月14日（水）・12月6日（火）
■時　間／ 14:00 〜 17:00　　■会場／日本生産性本部（東京都渋谷区）
■参加費／無料（資料代1,000円+税）　※「2016年度アセスメント基準書」資料代として1,000円+税を頂戴します。

　本セミナーでは、経営品質の伝道師として日本中で講演されている田村講師から、「なぜ
今経営品質が必要なのか！」経営を抜け漏れなく捉える「経営品質」に取り組む意義を自身
の経験を交えてお話しいただきます。

＜講　師＞　田村　均　氏　経営品質協議会　コミュニケーションセンター長
㈱リコーにおいて、日本経営品質賞設立前から活動の社内導入に尽力。経営品質賞申請の際には中心的な役割
を果たした。現在も経営品質向上の考え方の普及拡大に力を注いでいる。主な著書「健全な組織は価値観の経
営を目指す」生産性出版、「顧客満足ってどうやるの？」日本経済新聞社。

■経営品質アセスメント基準解体新書

■日　程／ 2016年８月・2017年1月（予定）（年2回開催）
■会　場／都内会議室　　　■参加費／無料

　本講演会は、経営トップをお招きし、顧客価値創造を目指す経営革新の取り組
みや経営者の思いについてお話いただきます。

＜2015年度実績＞
　「アサヒグループの顧客価値経営」（2015年8月開催／参加者数：100名）

講演者：アサヒグループホールディングス株式会社
　　　　　　　　　　　　相談役　荻田　伍　氏 （経営品質協議会　副代表）

■経営トップによる「顧客価値経営講演会」

■日程／ 2016年7月13日（水）・11月17日（木）・2017年2月7日（火）
■時間／ 14:00 〜 16:00　　■会場／日本生産性本部（東京都渋谷区）　　■参加費／無料

※詳細は決定次第、「経営品質協議会」ホームページで随時ご案内いたします。

　経営品質の考え方をもとに、自社活動の現状を明らかにすることが、経営革新の第１歩です。この現状を明らかにす
る「アセスメント」にはいくつかの方法があります。本セミナーでは、その方法をご紹介するとともに、一部ご体験をい
ただきながら、貴社での活用方法を探ります。

■アセスメント無料体験セミナー 新 規 開 催



9

■アセスメントコース（A1 ～ A3） セルフアセッサー認定に必要な研修です

　経営を安定させ、持続的に発展する基本原則は、「顧客の求める価値を創造・提供できる経営」をつくり上げること
であると、わたしたちは考えています。目指す姿、こだわりのある基本理念により、イノベーションを進めなければ達
成できません。そのためにも、自社の現状を整理・振り返る「セルフアセスメント」の視点が必要です。私たちはこの
「セルフアセスメント」を推進できる人材「セルフアセッサー」を養成する研修「アセスメントコース」を各地でご提
供しております。
※A1からA3をご受講頂き、認定登録することで、「セルフアセッサー」として認定されます。

■コースの流れ

※学習効果を高めるため、それぞれのコースで事前課題にお取り組みいただきます。
※各コースともグループ演習を通じて、視点の多様性への気づきを促し、対話スキルを研鑽します。

アセスメントコース体系

経営品質の考え方と基礎知識を習得する

A1　基礎編（２日）A1　基礎編（２日）

アセスメントを段階的に体験する

Ａ２ 体験編（２日）Ａ２ 体験編（２日）

成果に結びつくアセスメントの実践のポイントを習得する

Ａ３ 実践編（２日）Ａ３ 実践編（２日）

認定セルフアセッサー認定セルフアセッサー
認定登録

　アセスメントコースでは、理想的な
姿を実現するために、現状の組織の成
熟度を明らかにし、次のレベルへのス
テップアップに向けた伸ばすべき強み
と課題を明確にできる人材に求められ
るスキルを習得します。
　また、本コースでは、組織の成熟度
を明らかにするため、経営活動の仕組
みの有無や経営手法の優劣よりも、活
動の目的や考え方、実践のプロセス、
取り組みの独自性やマネジメントの状
態に注目します。経営活動の結果につ
いても、効率性よりも目的に対する効
果を重視します。
　全コースを修了され登録をされた方
には、経営品質協議会よりセルフア
セッサーとして認定され、情報提供な
どを通じ、自組織内外でのアセスメン
トの実践を支援いたします。

Ａ1　基礎編 （２日間／【1日目】10:00 〜18:00  【2日目】9:00 〜17:00）　

経営品質の基本理念、重視する考え方など基礎知識を学習します。
また、組織プロフィールの戦略分析方法を習得します。

Ａ２　体験編 （２日間／【1日目】10:00 〜18:00  【2日目】9:00 〜17:00）

アセスメント基準書に基づく経営活動の見方・考え方を学習します。
また、アセスメントプロセスを段階的に体験します。

Ａ３　実践編 （２日間／【1日目】10:00 〜18:00  【2日目】9:00 〜17:00）

コースの総括として、テーマを設定してアセスメントを実践し、
アセッサーに求められるスキルを習得します。
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■開催日程

A1（基礎編） A2（体験編） A3（実践編）

第１回 2016年  6月  7日（火）〜  8日（水） 2016年  7月  5日（火）〜  6日（水） 2016年  8月  1日（月）〜  2日（火）

第２回   7月13日（水）〜14日（木）   8月23日（火）〜24日（水）   9月27日（火）〜28日（水）

第３回   8月  9日（火）〜10日（水）   9月13日（火）〜14日（水） 10月11日（火）〜12日（水）

第４回   9月  8日（木）〜  9日（金） 10月13日（木）〜14日（金） 11月  9日（水）〜10日（木）

第５回 10月19日（水）〜20日（木） 11月15日（火）〜16日（水） 12月13日（火）〜14日（水）

第６回 11月  7日（月）〜  8日（火） 12月  8日（木）〜  9日（金） 2017年  1月10日（火）〜11日（水）

第７回 2017年  1月12日（木）〜13日（金） 2017年  2月  9日（木）〜10日（金）   3月  8日（水）〜  9日（木）

■時　間／１日目：10:00〜18:00　２日目：9:00〜17:00（全コース共通）
■会　場／日本生産性本部セミナー室（東京都渋谷区）　ほか

■参加費／（教材・昼食費を含む、消費税は含まず）

A1（基礎編） A2（体験編） A3（実践編）

推進会員※・会員 50,000 円＋税 95,000 円＋税 100,000 円＋税

個人会員 59,000 円＋税 114,000 円＋税 119,000 円＋税

日本生産性本部  賛助会員 55,000 円＋税 105,000 円＋税 110,000 円＋税

一　　般 60,000 円＋税 115,000 円＋税 120,000 円＋税

※推進会員は、アセスメントコース1名様無料（A1〜A3一括）

＊アセスメントコースは地域経営品質協議会の主催コースもございます。日程はWebでご案内いたします。

アセスメントコース開催概要

事前一括申込割引について

経営品質協議会主催の「A1」「A2」「A3」全
３コースを本年度内に修了する日程で一括
申込をいただいた場合、10％割引を適用さ
せていただきます。

　　推進会員・会員　245,000円+税 → 220,500円+税
　　　　　個人会員　292,000円+税 → 262,800円+税
生産性本部賛助会員　270,000円+税 → 243,000円+税
　　　　　一　　般　295,000円+税 → 265,500円+税

割引金額従来金額

　※詳細につきましては、「経営品質協議会」事務局までお問い合わせください。

＜ご参加お申し込みについて＞
　経営品質協議会ホームページより申込書をダウンロードの上、FaxまたはE-mailにてお申し込みください。

■個別企業向けにアセスメントコースをカスタマイズした社内研修もお受けしております。

現在現在 将来将来

アセスメント基準フレームワーク

8.振り返りと学習（50）8.振り返りと学習（50）

2.現状認識と
環境変化

1.理想的な姿

組織プロフィールの構造

「商品・サービス」「顧客・市場」「競争関係」「経営資源」「商品・サービス」「顧客・市場」「競争関係」「経営資源」

戦略思考戦略思考

3.変革のための
戦略課題

組織プロフィール

振り返り

方　法 結　果

7.活動結果
　（450）
7.活動結果
　（450）

＜戦略＞＜戦略＞

4.組織能力
　（100）
4.組織能力
　（100）

＜組織＞＜組織＞

5.顧客・
　市場の理解
　（100）

5.顧客・
　市場の理解
　（100）

6.価値創造
　プロセス
　（100）

6.価値創造
　プロセス
　（100）

＜業務＞＜業務＞

1.リーダー
　シップ
　（100）

1.リーダー
　シップ
　（100）
2.社会的責任
　（50）
2.社会的責任
　（50）
3.戦略計画
　（50）
3.戦略計画
　（50）
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　アセスメントコースで身に着けたアセスメントスキルを、実企業を題材として活用することができるコースです。審
査能力やアセスメント能力の強化を目指される方を対象としているほか、初めて日本経営品質賞審査員を目指される方
には、受講を推奨しております。
　架空企業のケースではなく、実企業の組織プロフィールを検討して戦略分析を議論します。その上で、顧客、価値創
造プロセス、組織能力、リーダーシップなどについて事例企業幹部からプレゼンテーションを受け、アセスメントを進
めていきます。作成したコメント等に関しては、実企業幹部との意見交換を行い、経営実態に対して有効なコメントか
どうかを検証しながら進めます。最後に、組織全体に対するフィードバック（アセスメント総括）作成・発表し、経営
者からコメントを頂きます。
　4日間の研修を通じて、経営のリアリティにアセスメントスキル
を活かすための経験を積んで頂くことができます。

＜対　象＞　1）実践的アセスメント能力の向上をめざす認定セルフアセッサー
2）日本経営品質賞審査員　新規応募希望者（推奨）
3）審査員応募経験者・審査員経験者（リーダー、メンバー、インターン）
※第1期と第2期をまたいでのご受講・部分的ご受講はできません。　※本コースには事前課題があります。
※2016年度の開催については、決定次第「経営品質協議会」ホームページで随時ご案内いたします。

　「Ｅラーニング　チェンジリーダー自己開発講座」は、「組織を変えていくリーダーの心構え」について学んでいた
だき、受講者の皆様が、自信を持って組織変革に取り組めるようになることを目指します。

＜特　　長＞「短時間」………………単元ごとに約30〜60分（連続学習不要）。合計２〜４時間で学習できます
　　　　　　「いつでもどこでも」…インターネット環境さえあれば、PCやモバイルでどこでも学習できます
　　　　　　「わかりやすく」………動画や事例を通じて、変革のポイントを理解できます

＜学習目的＞　経営革新の要諦である「イノベーションサイクル」を学び、自信をもって組織変革に取り組めるよ　　

　　　　　　　うになることを狙いとしています。

＜対 象 者＞　組織の担い手として変革の実践を任されている経営幹部、マネージャー

■「Eラーニング」JQAモバイル教室　チェンジリーダー自己開発講座

開　催　実　績 （2016年）

■日　程／【第1期】
　1日目　3月17日（木）　10:00 〜 18:30
　2日目　3月18日（金）　  9:00 〜 17:30
　3日目　4月  7日（木）　10:00 〜 18:30
　4日目　4月  8日（金）　  9:00 〜 17:30
■日　程／【第2期】
　1日目　4月15日（金）　10:00 〜 18:30
　2日目　4月16日（土）　  9:00 〜 17:30
　3日目　5月13日（金）　10:00 〜 18:30
　4日目　5月14日（土）　  9:00 〜 17:30
■会　場／事例企業（埼玉県）他
■参加費／会員80,000円＋税
　　　　　一般96,000円＋税

※4日間、昼食費および旅費は含みません。
※2016年度日本経営品質賞審査員応募者は、
　会員価格適用
※お申込受付は定員に達し次第締め切ります。

■アセスメント実践トレーニングコース 2015年度新規開催

１　日　目

10：00

18：30

「組織プロフィール」
■質問項目会議
■質疑（事例企業代表者が回答）
■戦略分析の結果発表・意見交換
　（事例企業幹部も出席）

「顧客・市場の理解」
■情報収集
　（事例企業幹部によるプレゼンテーション）
■評価の視点・質問項目の合議
■質疑（事例企業幹部が回答）

オリエンテーション

終了

3　日　目

10：00

18：30

「価値創造プロセス」（続き）
■アセスメント結果の発表・意見交換
　（事例企業幹部も出席）

「組織能力」
■情報収集
　（事例企業幹部によるプレゼンテーション）
■評価の視点・質問項目の合議
■質疑（事例企業幹部が回答）
■アセスメント合議
■アセスメントの結果の発表・意見交換
　（事例企業幹部も出席）

終了

2　日　目

9：00

17：30

「顧客・市場の理解」（続き）
■アセスメント合議
■アセスメントの結果の発表・意見交換
　（事例企業幹部も出席）

「価値創造プロセス」
■情報収集
　（事例企業幹部によるプレゼンテーション）
■評価の視点・質問項目の合議
■質疑（事例企業幹部が応答）
■アセスメント合議

終了

4　日　目

9：00

17：30

「リーダーシップ」「事業成果」
■情報収集
　（事例企業幹部によるプレゼンテーション）
■評価の視点・質問項目の合議
■質疑（事例企業幹部が回答）
■アセスメント合議

アセスメント総括
■アセスメント合議
■アセスメント総括発表・意見交換
　（事例企業幹部も出席）

終了
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■事業部長のための「ケイパビリティによる戦略策定セミナー」

　グローバル競争の激しい現在では、持続可能な競争優位を実現し、勝ち残っていくための戦略を策定しなければなり
ません。しかし、自社の競争優位が持続的に維持されることを前提に検討されるため、この競争優位は必ずしも持続さ
れないことがあります。そこで戦略の焦点を内部の独自能力（ケイパビリティ）に合わせて、その独自能力の強化向上を
目的とした経営革新が求められています。この時に事業部長は、まず従来の戦略アプローチが適切か否か、またそれが
自社の現状に合っているのかどうかを確認すること、さらにいくつかの戦略アプローチを組み合わせて洞察する必要が
ありますが、大事なことは、従来のマネジメント・サイクル（PDCA）ではなく、イノベーション・サイクル（コンセプト 
→創発 →戦略）のアプローチを展開することにあります。
　本セミナーは、自部門を見直し、活性化を図りたい事業部長にお薦めいたします。

＜プログラムの内容＞　①事業はどのような戦略アプローチをとっているのか？
②コンセプトやドメインはどこまで明確になっているのか？
③自社の組織能力はどのようなものか？
④内部プロセス能力と対外プロセス能力
⑤明確なドメイン設定とマッチした組織能力の構築

■講　師／株式会社マーケティングプロモーションセンター　
　　　　　代表取締役　岡本　正耿氏
■対　象／大手・中堅企業事業部長（最少催行人数８名様）
■日　時／ 2016年12月（予定）　時間13:00 〜 17:00
■会　場／日本生産性本部（東京都渋谷区）ほか
■参加費／推進会員・会員：20,000円+税　　　 個人会員：34,000円+税
　　　　　日本生産性本部賛助会員：３3,000円+税　一般：35,000円+税
　　　　　※推進会員は、２名様まで無料となります。

　経営の成否は、「お客様への価値提供」に大きく左右されます。ここに焦点をあて、その提供が「どの程度出来てい
るか」「平凡なものになっていないか」について検討します。そして、「独自性のある価値に転換」するための具体的
な方法を学ぶことで自組織の経営や戦略の見直しのきっかけを提供します。

＜プログラムの内容＞　①「顧客を戦略的に考える」とは何か？
②「顧客価値経営」の真の考え方
③ 顧客を「表面的」にではなく、「深く理解する」ためには
④ 平凡・陳腐な経営を独自・希少な経営に変える方法とステップ
⑤「当たり前製品（サービス）」から「魅力的製品（サービス）」へ

■中小企業トップのための「顧客戦略セミナー」

■講　師／経営品質協議会　協力コンサルタント　大舘　健児　氏
■対　象／中堅中小企業・トップ／経営幹部（最少催行人数８名様）
■日　時／ 2016年11月18日（金）　時間13:00 〜 17:00
■会　場／日本生産性本部（東京都渋谷区）
■参加費／推進会員・会員：１0,000円+税
　　　　　個人会員・日本生産性本部賛助会員：15,000円+税
　　　　　一般：20,000円+税
　　　　　※推進会員は、２名様まで無料となります。
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　長期的優位性を築くためには、「価格」ではなく「価値」で勝負できるユニークなビジネスモデルの構築が必要で
す。そのためには、競争相手が模倣困難な「組織の強み（ケイパビリティ）」を明確にしなければなりません。しか
し、自社の「強み」は、社内にいると気がつくことが困難です。
　本アセスメントは、外部専門家の視点で「強み」を発見し、明確に定義して、それを活かしてビジネスに展開するこ
とをフィードバックいたします。内部（経営者層）外部（顧客）へのインタビューおよび会議観察を通じて「顧客理解
と価値提供」に関するストーリーを収集・分析し、「強み」をさらに磨くための提言を行います。書類の評価ではない
「リアリティのある現状把握と提言」を可能にします。
　顧客価値アセスメントを活用して、マネのできない強みを発見してみませんか。
　

　　■顧客価値アセスメントの特長

■顧客価値アセスメントの具体的内容
　・アセスメント期間：3〜5ヶ月
　・内部（経営者層）および外部（顧客）を対象に、ナラティブインタビューを実施
　・顧客や価値提供に関係する社内会議の参与観察
　・収集情報を分析・考察した上で、「現状報告書」と「フィードバック」をご提供
　・「成長へのロードマップづくり」「イノベーション実現」に深く関連

■対　象
　自分たちが気づいていない「強み・得意技」を鮮やかにしてそれを武器として優位性を構築したいと考える
　組織（主に大企業事業部門）

※詳細につきましては、「経営品質協議会」事務局までお問い合わせください。

■顧客価値アセスメント　～「強みの鮮明化」で競争優位を勝ち取る～

顧客価値アセスメントのアプローチ（３～５ヶ月）

オリエン
　テーション

STEP1

対　　象

責任者・関係者

内　　容

◎仮説
 ◎アセスメントの
　考え方
 ◎顧客価値とは
 ◎インタビュー方法
 ◎スケジュール
 ◎成果イメージ
 　　　　　　　など

フィードバック
会議

STEP5

対　　象

責任者・関係者

内　　容

◎インタビューから
　明らかになったこと
 ◎参与観察から
 　明確になったこと
 ◎「組織の強み」
 ◎「強み」を伸ばす提案

提　　供

◎現状報告書
 ◎フィードバック報告書

顧客
インタビュー

STEP4

対　　象

取引先、販社顧客
2－5社

内　　容

◎提供内容

◎関係性

◎日常の状態

◎ニーズ

◎仕事の姿勢

◎コミュニケーション

◎現状の課題

◎求めるもの

　　　　　　　など

参与観察

STEP3

対　　象

顧客に関する会議観察

内　　容

◎組織慣習

◎会議習慣

◎態度・姿勢

◎ルーティン

◎プロセス

◎学習内容

　　　　　　　など

内部
インタビュー

STEP2

対　　象

責任者・担当者

内　　容

◎業界認識
 ◎事業の定義
 ◎市場の捉え方
 ◎顧客の認識
 ◎コンセプト
 ◎プロセス
 ◎価値の定義
 ◎現状の課題
 　　　　　　　など

１．気づいていない強みを発見できます（知見のあるコンサルタントが分析）
２．事業部単位で受けられます（アセスメントの範囲を「顧客」関係に限定）
３．負荷がかからずに受けられます （スタッフの報告書作成は不要です）
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　アセスメントは、組織の現状に対して行います。目指す姿を実現するために、組織がどの程度機能しているのかをみ
るためには、現状を合意して文書に「記述」することが有効です。アセスメント基準の視点から現状を記述することが
難しい場合は、アセスメントを進める障害になります。
　経営品質協議会では、個別組織の現状記述をサポートする事業を実施しております。

●現状をアセスメント基準の視点で整理したい、賞にチャレンジしたいというニーズをお持ちの組織が対象です。
●「自組織メンバーにより作成した記述書のレビューとブラッシュアップ」「インタビューによる記述支援」の方法が
　ありますが、どちらも「アセスメントを自力で実施できるようになること」を目的としています。最終的に自組織の
　現在の姿を現す経営品質報告書が完成し、賞への申請も可能になります。

「インタビューによる記述支援」の概要
　専門家によるインタビューにより、アセスメント基準書で要求されている情報を引出し、整理・記述します。まず、
目指す方向性・現状と課題を整理する「組織プロフィール」を作成します。その上で、アセスメント基準の各カテゴ
リーに関する情報を記述します。これをカテゴリー毎に進めつつ、カテゴリー間の関係性や因果関係を考慮して、経営
品質報告書を完成させてまいります。

※詳細につきましては、「経営品質協議会」事務局までお問い合わせください。

■第三者認証申請サポート「記述支援」

　ナイサー ESはWebを活用し、安価でスピーディーに実施できる社員満足度調査ツールです。

＜ナイサー ESの特長＞
　○13の視点 ・63の設問を標準設計としており、経営品質アセスメント基準の「組織と個人の能力向上」に対応してい
　　ます。20問まで設問を追加することが可能です。
　○報告書及び経営コンサルタントによる報告会（オプション）により、取り組むべき課題・改善施策が明らかになり、　
　　社員満足度向上につながります。
　◎医療、介護事業者向けの従業員満足度調査もございます。

お問い合わせ先：（公財）日本生産性本部　コンサルティング部
　　　　　　　　http:consul.jpc-net.jp　　E-mail：niser@jpc-net.jp

■社員満足度調査（ナイサーES）　　 組織的能力の向上

　JCSI（Japanese Customer Satisfaction Index）は、サービス産業向けの顧客満足度（CS）調査です。JCSI
は、「何故お客様は満足したのか」「その結果、お客様はどう行動するのか」といった因果関係を明らかにし、更に
はお客様の「満足・不満足評価」が貴組織の提供するサービスのどのプロセスに要因があるかなどの情報も提供できる
ツールです。経営品質向上活動をおこなう際の顧客満足度指標としてご活用ください。

お問い合わせ先：（公財）日本生産性本部　サービス産業生産性協議会　　　　　　　　　
　　　　　　　　http://www.service-js.jp　　E-mail : service-js@jpc-net.jp

■顧客満足度調査（JCSI：日本版顧客満足度指数） 顧客の声への対応
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　「当社の実態に応じた事例を用いて経営品質の考え方を深
める研修を実施したい」「社内でセルフアセッサーを育成
したいので、アセスメントコースを社内開催したい」「組織
風土の改革をおこなえる人材を育成したい」「次世代のリー
ダーを育成したい」「社員のスキル（マネジメント・業務・
ヒューマン）を向上させたい」など、組織の経営課題・ご要
望に合わせた研修を開催いたします。
　詳細につきましては、「経営品質協議会」事務局までお問
い合わせください。

■社内研修（オーダーメード研修）

研　修（例）

アセスメント思考フレーム研修（※下記参照）

戦略策定（ウェイマネジメント）実践研修（※下記参照）

階層別研修（新入社員／３年目／中堅社員）

マネジメントスキル研修
（リーダーシップ／ファシリテーター養成）

ヒューマンスキル研修
（意識改革／モチベーション向上／メンタルヘルス）

業務スキル研修（新事業・サービス開発／
マーケティング／業務改善／財務基礎）

戦略計画戦略計画

顧客・市場理解顧客・市場理解 価値創造
プロセス
価値創造
プロセス

アセスメント思考フレーム研修 概念図

①どんな顧客にどのような方法で価値を創造・提供するか。
②その目的に合致した戦略・計画づくりと展開
　　　　　　　　　　　それを実現する組織と人材の育成。
③このプロセスを促進するリーダーシップの発揮

リーダーシップリーダーシップ

カテゴリー1

カテゴリー3

カテゴリー5 カテゴリー6

組織能力組織能力
カテゴリー4

　顧客・市場理解（カテゴリー５）、価値創造プロセス（カテ
ゴリー６）に関する現状を分析するための知識とスキルを習得
する研修です。アセスメント基準の各カテゴリーで活用できる
考え方やツールを学び、自組織の行動をより高度にするための
現状把握を可能にします。これにより、自組織の経営状況の深
い現状分析のための「思考フレーム」を身につけます。
　経営革新活動の出発点である現状分析力向上にお役立てくだ
さい。

＜開催要項＞
■形　　式：講義＋個人演習＋グループ演習
■研修期間：3日間（標準パターン）

【社内研修】■ アセスメント思考フレーム研修

経営理念経営理念
経営理念から、

ビジョンを定め、

実践へいく。

一貫性と整合性をとれる経営者・リーダーの育成一貫性と整合性をとれる経営者・リーダーの育成

ウェイマネジメント（経営理念を組織に深く浸透）

顧客理解、製品化プロセス
人材マネジメント、情報マネジメント

異文化マネジメント

執行管理（指標）

志志

道筋道筋

計画計画

実行実行

戦　略戦　略

実行計画実行計画

マネジメントマネジメント

改善・改革

ミッション・ビジョン

　激変する事業環境下では、組織の「経営理念（ウェイ）を戦
略に落とし込み、社員一人ひとりがいかに理解・納得して実
践することができるかが、成功のカギとなります。「戦略策定
（ウェイマネジメント）実践研修」は、自社を題材とし、「組
織プロフィール」を検討し、完成させることで戦略の策定を行
い、経営理念に基づくマネジメントの実践を目指します。

＜開催要項＞
■研修期間／２日間（標準パターン）

【社内研修】■ 戦略策定（ウェイマネジメント）実践研修

<プログラム例>
１　日　目時間

9：00

12：00

13：00

17：00
18：00

２　日　目

４．実践講義「３つのＣ認識（顧客・他社
　・自社）と強みと弱みの課題認識
　（現在・将来）」
　グループ討議・発表
５．実践講義「ビジョン達成への重要成功
　要因・戦略課題」
　グループ討議・発表

１．導入講義
　「経営理念実践のためには」

２．実践講義「環境予測変化（現在・将来）と
　残る経営、消える経営」
　・現在と将来の環境変化を具体的に考える

　グループ討議・発表

３．実践講義
   「ミッション（目的）・ビジョン（目標）」
　・存在意義と目指す姿を具体的に考える
　・ビジョン実現への阻害要因は何か

　グループ討議・発表

６．まとめ
　「今後の取り組みについて」

終了
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　「日本経営品質賞アセスメント基準書」をはじめ、日本経
営品質賞受賞組織の活動内容をまとめた「経営品質報告書 
要約版」など、経営品質に関する書籍・資料と、受賞組織紹
介・活動事例紹介に関する講演等の記録DVDメディアを提
供しております。

■書籍・資料・DVD

　…ウチの会社は仕事の「基本」がバラバラだから、仕事がうま
く回ってないんじゃないか？社員教育は必要だけれど…セミナー
に行かせる時間がない！都合が合わない！費用が高い！…そんな
悩みを解決する、社内学習用の教材です。

＜特 徴＞・チームでの仕事に必要な「基本」を共有できる
・自分たちで学べる
・社内の定期的な会議のあとで実施できる
・親しみやすいイラスト入り

■テキスト「チームの基本」シリーズ 社内学習用テキスト

■「対話の基本」　社内研修スケジュール（例）

時　　間 内　　容

09：00〜 09：10
09：10〜 09：50
09：50〜 10：30
10：40〜 12：00
（昼食休憩）

13：00〜 13：40
13：40〜 14：30
14：40〜 15；20
15：20〜 16：40
16：40〜 17：00

・イントロダクション
・2章　役割分担（演習）
・3章　話し合い・会議の種類（演習）
・1章　話し合いのルール（演習・発表）

・4章　自己開示（演習）
・5章　聴くこと・話すこと（演習）
・6章　話し合いかた（演習）
・7章　ファシリテーション（演習・発表）
・8章〜 10章（解説）
・振り返りとまとめ

●「対話の基本」〜双方向の効果的な話し合いを行うために〜
●「接客・マナーの基本」〜自然にさりげなく行う秘訣を習得するために〜
●「後輩指導の基本」〜現場で行うOJT を効果的に行うために〜
●「お客さま満足の基本」〜現場レベルでお客さまの満足度を高めるために〜
●「営業の基本」〜自分たちの基準とルール共有のために〜
●「ホスピタリティの基本」〜高いホスピタリティを提供するために〜
●「チームワークの基本」〜チームで高い成果を実現するために〜

＊ご要望に応じて、テキストを使用した社内研修を実施いたします。　　　　　
＊詳細につきましては、「経営品質協議会」事務局までお問い合わせください。

<価 格>　
　各テキストとも：
　１冊1,000円＋税
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第三者評価のご案内7

　日本経営品質賞は、わが国組織が国際的に競争力のある経
営構造へ質的転換をはかるため、顧客の視点から経営を見直
し、自己革新を通じて顧客の求める価値を創造し続ける組織
を表彰します。1995年の創設以来、今回までに233組織が
申請し、これまでに36組織が受賞しております。
　また、2009年度より「日本経営品質賞」に加えて、同賞
に至る２段階の賞を新たに設け、以下の３つの賞に該当する
組織を表彰しております。　

●日本経営品質賞　●経営革新推進賞　●経営革新奨励賞

　2014年度からは介護サービスを主な事業とする「社会福
祉法人」の受付を開始し、社会福祉法人こうほうえんが受賞
しました。
　受賞組織は、「顧客価値経営フォーラム（経営品質年次大
会）」で革新についての考え方と活動内容に関する事例を発
表します。

■日本経営品質賞  Japan Quality Award

■日本経営品質賞の審査とは
　日本経営品質賞の審査の特長は、①「日本経営品質賞アセスメント基準書」に基づいて多面的な視点で評価を行うこと、
②申請組織の革新に向けた「強み」と「改善に向けての提言」を行うことの2点です。申請組織は、組織目標と現状課題を
申請書としてまとめ、セルフチェックをした上で提出します。審査員はチームとして申請書の分析と現状確認を行い、
その結果をフィードバックレポートとしてまとめ、提出します。審査の結果は、「日本経営品質賞判定委員会」を経て、「日
本経営品質賞委員会」で承認され、表彰組織が決定されます。

日本経営品質賞委員会
2016年2月29日現在、敬称略

委員長：福　川　伸　次
委　員：飯　塚　悦　功
委　員：加賀見　俊　夫
委　員：桜　井　正　光
委　員：野　中　ともよ
委　員：藤　本　隆　宏
委　員：森　　　公　高

（一財）地球産業文化研究所　顧問
東京大学 名誉教授

（株）オリエンタルランド　代表取締役会長兼CEO
（株）リコー　特別顧問
（特非）ガイア・イニシアティブ　代表理事
東京大学大学院　教授
日本公認会計士協会　会長

日本経営品質賞 判定委員会
委員長の組織名・役職は就任当時、敬称略

委員長：高　橋　伸　夫
委　員：小笠原　　　泰
委　員：玉　木　　　洋
委　員：校　條　亮　治
委　員：大　川　幸　弘

東京大学大学院　教授
明治大学　教授
福井キヤノン事務機 （株）　会長

（一社）日本オーディオ協会　会長
（公財）日本生産性本部　理事

歴代日本経営品質賞 委員長
委員長の組織名・役職は就任当時、敬称略

初　代：佐　波　正　一
第２代：山　本　卓　眞
第３代：佐々木　　　元
現　在：福　川　伸　次

（株）東芝　相談役
（株）富士通　名誉会長
日本電気（株）　名誉顧問

（一財）地球産業文化研究所　顧問

 歴代受賞組織
1996年度
1997年度

1998年度

1999年度

2000年度

2001年度

2002年度

2003年度
2004年度

2005年度

2006年度

2007年度
2009年度

2010年度
2011年度

2012年度              
2013年度

2014年度
2015年度

日本電気株式会社 半導体事業グループ
アサヒビール株式会社
千葉夷隅ゴルフクラブ
株式会社日本総合研究所
株式会社吉田オリジナル
株式会社リコー
富士ゼロックス株式会社 第一中央販売本部
日本アイ・ビー・エム株式会社　ゼネラル･ビジネス事業部
株式会社武蔵野
第一生命保険相互会社
セイコーエプソン株式会社　情報画像事業本部
パイオニア株式会社
　モーバイルエンタテインメントカンパニー
カルソニックハリソン株式会社
トヨタビスタ高知株式会社
NEC フィールディング株式会社
千葉ゼロックス株式会社
株式会社ホンダクリオ新神奈川
トヨタ輸送株式会社
松下電器産業株式会社
　パナソニック オートモーティブシステムズ社
松下電器産業株式会社
　松下ホームアプライアンス社　エアコンデバイス事業部
株式会社Ｊ・アート・レストランシステムズ
福井キヤノン事務機株式会社
滝沢村役場
福井県民生活協同組合
株式会社スーパーホテル
万協製薬株式会社
株式会社武蔵野
シスコシステムズ合同会社
　エンタープライズ＆パブリックセクタ―事業
医療法人財団献心会 川越胃腸病院
株式会社ねぎしフードサービス
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院
滋賀ダイハツ販売株式会社
株式会社ワン・ダイニング
西精工株式会社
社会福祉法人こうほうえん　鳥取地区
株式会社スーパーホテル

※組織名は受賞当時のものです。
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　日本版医療ＭＢ賞クオリティクラブ（JHQC）では、病院
での活用が進む米国マルコムボルドリッジ賞（MB賞）を参
考に、日本版ＭＢ賞に当たる日本経営品質賞の考え方をもと
に、医療機関の経営革新を後押ししています。
　JHQCの主な事業は、①「日本版医療MB賞研究会（優良
事例の研究）」、②「経営品質 導入ゼミ（学習）」、③「クオリティクラス認証（振り返り）」の３つです。
　「優れた経営や組織運営の事例」に学び、経営革新活動の柱となる「経営品質の考え方」の導入方法を学び、実施した
結果を第３者により「評価・確認」する、というスパイラルを回すことで、継続的な経営革新を促します。
　※研究会への参加には経営品質協議会とは別に、JHQCへの入会が必要となります。

■日本版医療MB賞クオリティクラブ（JHQC） 医療機関対象

クオリティクラス評価委員会
評価委員

2016年2月29日現在、敬称略

委員長：嶋　口　充　輝
委　員：井　原　哲　夫
委　員：岩　﨑　　　榮
委　員：亀　田　俊　忠
委　員：北　川　正　恭
委　員：猿　田　享　男
委　員：高　久　史　麿
委　員：高　梨　智　弘
委　員：増　田　宏　一
委　員：森　田　富治郎

慶應義塾大学　名誉教授
慶應義塾大学　名誉教授
NPO法人卒後臨床研修評価機構　専務理事

（医）鉄蕉会　亀田総合病院　名誉理事長
早稲田大学大学院　名誉教授
慶應義塾大学　名誉教授
東京大学　名誉教授 ・ 日本医学会　会長

（株）日本総合研究所　フェロー
日本公認会計士協会　相談役
第一生命保険（株）　特別顧問 ・ （公財）日本生産性本部　理事

①日本版医療MB賞研究会　〜優れた組織マネジメントを学ぶことを目的として、開催しています〜
■開催日時／毎月第３金曜日　18:00 〜 20:00
■会　　場／生産性本部　会議室（渋谷区渋谷3–1–1）　※会によっては、開催日時・場所が変わることがあります

■会　　費／医療機関：５万円（税別）　他
　※2016年度の詳細については、JHQC事務局までお尋ねください

＜過去の主な登壇者＞　川越胃腸病院（日本経営品質賞 受賞・クオリティクラスＳクラス認証）
　　　　　　　　　　　福井県済生会病院（日本経営品質賞 受賞・クオリティクラスＳクラス認証）、他

②経営品質導入ゼミ　〜初めて経営品質を学ぶ医療機関を、対象にした導入プログラムです〜

「講義」「他病院の事例共有」「自病院の記述作成」を繰り返しながら、認証に必要な申請書も書き上げていきます。

■開催期間／ 2016年6月〜 9月（通い半日×4回）（予定）
■会　　場／生産性本部　会議室（渋谷区渋谷3–1–1）　
■費　　用／ JHQC会員：15万円（税別）　他　（※1組織3名まで、参加可能です）

③クオリティクラス認証　〜医療機関を、対象とした認証です〜

　病院経営においては、「医療の質」だけではなく「経営の質」の向上も合わせて必要であり、活
動結果を第３者により評価し、フィードバックすることで、より高いレベルの病院経営の実現
をサポートするための制度です。
　組織経営と医療分野における有識者で構成される第三者評価機関「クオリティクラス評価委員
会」によって認証し、認証は、「申請内容」及び「組織レベル」に応じて、「プロフィール認証」「Ａ
クラス認証」「Ｓクラス認証」の３つがあります。
　また医療機関は、「Sクラス認証」を取得することが、日本経営品質賞に申請する際の条件となっています。

お問い合わせ先：（公財）日本生産性本部　経営品質推進センター　JHQC事務局
　　　　　　　　http://www.jhqc.jp/　 TEL.03-3409-2641　E-mail : jqa-info@jpc-net.jp
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経営品質協議会に入会されると　（2016年度）

◎推進会員の特典　（2016年度）
　推進会員には、会員・個人会員の特典に加えて、下記の特典がございます。

◎会員・個人会員の特典　（2016年度）
■会員・個人会員には下記の資料を各1冊ご送付いたします。
　・日本経営品質賞アセスメント基準書（最新版）　・経営品質報告書　要約版（最新受賞組織）
■経営品質を推進する組織の一員となり、会員間の交流をおこなうことができます。
■会員月例研究会へ参加することができます。
■個別課題に対応した個別支援をうけることができます。
■公開コース等協議会事業に会員価格で参加することができます。
■経営品質協議会の最新情報、活動についてご案内いたします。
　・JQAC（経営品質）レポート
　・E-Mailアドレスをご登録いただいた方に経営品質に関わる情報を配信します。

◎経営品質協議会の会員へベストマッチするサービスのご提供
　経営品質協議会では、会員組織の風土や経営課題に対して、講師派遣による経営品質の講演会や企業内アセ
スメントや研修・教育などのサービスをご提供しております。

8

（1）　ご招待
　　　顧客価値経営フォーラム ：１名様無料
　　　会員月例研究会 ：無料
　　　顧客戦略セミナー／ケイパビリティによる戦略策定セミナー ：２名様無料
　　　アセスメントコース ：１名様無料
　　　チェンジリーダー自己開発講座（Eラーニング） ：３名様無料

（2）　日本経営品質賞アセスメント基準書（最新版） ：2冊無料
　　　経営品質報告書　要約版（最新受賞組織） ：2冊無料

フレームワーク・アセスメント ー ベストマッチ
組織の風土等を考慮して一番マッチした組み合わせを

研　修

●キックオフ
●意識づけ ●テーマ別話合い

●インタビュー
●担当別まとめ
●まとめ統合
●報告書作成

●社内チーム評価
 （メンバーは部門から）

●内部での改善

●知識スキル ●ファシリテーター
　による進行まとめ

●インタビュー
●詳録レビュー
●仮説とまとめ
●統合度あるまとめ

●内外混成
　　　チーム評価
●外部チーム評価

●スキル取得しな
　がら改善・革新

対　話 記　述 第三者評価 改善・革新

内

　部

外

　部

内部チームと外部コンサルタントで５つのステップを定期的継続的に展開内部チームと外部コンサルタントで５つのステップを定期的継続的に展開

内部チームメンバーの知識・実力を高めることが必要です。
組織内で信頼度の高いメンバー選定が不可欠です。
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ご入会／ご継続は、「経営品質協議会　会員登録書」にご記入の上、ご送付ください。
　宛先　E-mail：jqa-info@jpc-net.jp　FAX：03-3409-1167

最新の事業スケジュール・内容詳細は経営品質協議会ホームページに掲載いたします。
※ご不明な点・詳細につきましては、「経営品質協議会」事務局までお問い合わせください。

　2016年度 経営品質協議会入会要項　　　　　　　　　　　　　　　　【2016年6月〜 2017年5月】

推進会員 会　員 個人会員 一　般

年会費
（　）は生産性本部賛助会員

350,000円
（300,000円）

70,000円
（60,000円） 15,000円 −

入会単位 組　織 組　織 個　人 −

名簿掲載 組織名 組織名 − −

顧客価値経営
フォーラム

1名様無料

2名様以上
1名48,000円

48,000円 92,000円

会員月例研究会 無　料 各回2名様無料 本人無料 −

経営トップによる
「顧客価値経営」講演会 無　　料

経営品質アセスメント基準
解体新書 無料　　※2016年度アセスメント基準書代：1,000円＋税

ケイパビリティによる
戦略策定セミナー

2名様まで無料

3名様以上は
1名20,000円

20,000円 34,000円 35,000円

顧客戦略セミナー
2名様まで無料

3名様以上は
1名10,000円

10,000円 15,000円 20,000円

アセスメントコース
（※事前一括割引がございます。）

1名様無料

2名様以上1名
A1：  50,000円
A2：  95,000円
A3：100,000円

A1：  50,000円
A2：  95,000円
A3：100,000円

A1：  59,000円
A2：114,000円
A3：119,000円

A1：  60,000円
A2：115,000円
A3：120,000円

アセスメント実践
トレーニングコース 80,000円 80,000円 80,000円

96,000円

※審査員応募予定
者は80,000円

「Eラーニング」

JQAモバイル教室

チェンジリーダー
自己開発講座

3名様まで無料
・10名様まで
　　1名7,000円
・100名様まで
　　1名6,000円
・300名様まで
　　1名5,000円

・10名様まで
　1名8,000円
・100名様まで
　1名7,000円
・300名様まで
　1名6,000円

1名12,000円 1名17,000円

※入会は随時受付を行っております。会費は、入会月より1年間有効の年会費となります。　　　　　　　　　　　　（※金額は税別です。）



※「個人情報の取り扱いについて」に同意した上で申し込みます。　　　　　　　FAX送信先　03-3409-1167

2016 年度　経営品質協議会　会員登録書

登録区分 会員種別 生産性本部賛助会員

継　　続 （　　）月
より新規 退　　会 推進会員 会　　員 個人会員 は　い いいえ

【登録組織名】
※推進会員・会員はご記入いただいた名称が会員名簿に掲載されます。事業部単位でのご登録も可能です。
※個人会員で組織所属の方は登録組織名にもご記入ください。

フリガナ

組 織 名

業　 種 業 主要な取り扱い商品
／サービス

【代表者名・個人会員名】　　※組織の代表者である必要はありません。

フリガナ

氏　 名

所属部署 役 職

住 所
〒　　　　−

TEL −　　　　　− FAX −　　　　　−

E-mail ＠

【窓口ご担当者】　※代表者と異なるご担当者がいらっしゃる場合はご記入ください。

フリガナ

氏　 名

所属部署 役 職

住 所
〒　　　　−

TEL −　　　　　− FAX −　　　　　−

E-mail ＠

通 信 欄

請求先についてのご要望などがあればご記入ください。特に指定がない場合、会費のご請求は登録組織名で発行します。

【記入例】請求書の宛名は会社名と部署名のみの記載。 etc.

※会員登録書は、経営品質協議会ホームページより、ダウンロードができます。

参加申込によりご提供いただいた個人情報は、( 財 ) 日本生産性本部の個人情報保護方針に
基づき、安全に管理し、保護の徹底に努めます。なお、当本部個人情報保護方針の内容に
ついては、( 財 ) 日本生産性本部ホームページ（http://www.jpc-net.jp/）をご参照願いま
す。参加されるご本人、ご連絡担当者の皆様におかれましては、内容をご確認、ご理解の上、
お申込いただきますようお願いいたします。
個人情報は、経営品質協議会の事業実施に関わる参加者名簿等の資料等の作成、ならびに
当本部が主催 ･ 実施する各事業におけるサービス提供や事業のご案内、および顧客分析 ･
市場調査のために利用させていただきます。
経営品質協議会が主催 ･ 実施する各事業の事業実施に関して必要な範囲で参加者名簿等の
資料を作成し、当日講師、参加者等の関係者に限り配布させていただきます。但し、前述
の場合および法令に基づく場合などを除き、個人情報を第三者に開示、提供することはあ
りません。

案内状や参加証、テキストの送付などを外部に委託することがありますが、委託先にはご
本人、ご連絡担当者へのサービス提供に必要な個人情報だけを開示し、サービス提供以外
に使用させることはありません。
ご本人からの求めにより、開示対象個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加又は削除、
利用の停止、消去及び第三者への提供の停止に応じます。この件については、経営品質推
進センター（事業実施部門連絡先 TEL.03-3409-1117）または総務部個人情報保護担当
窓口（TEL.03-3409-1112）までお問合せください。【責任者：個人情報保護管理者（総
務部長）】
お申込書に個人情報を記入するかどうかはご本人の自由です。ただし、必要な個人情報が
不足していた場合は、当本部からのサービスの全部、または一部が受けられないことがあ
ることをご了承願います。
本案内記載事項の無断転載をお断りします。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

※個人情報の取り扱いについて 



ご 紹 介

GEM/Cは、米国、欧州、シンガポール、インド、豪州、日本の6地域に、南米のブラジルなどポルトガル語圏とスペイン
語圏の2つのネットワークを加えた地域の代表組織が参加し、年に1度の国際会議を開催しています。グローバルな情報
センターとして、ポータルサイトが構築されています。

■GEM/C
Global Excellence
Model/Council

　　　　地域経営品質協議会／グローバルでの展開をご紹介

〜地域経営品質協議会と地域経営品質賞〜
　地域経営品質賞は延べ294組織が受賞し、
そのうち11組織が日本経営品質賞を受賞しています。

〜経営品質活動のグローバルでの展開〜
　1987 年に米国ＭＢ賞（マルコムボルドリッジ国家品質賞）が創設されて以来、同じ考え方のもとで、全世界
にこの経営品質向上の活動・推進がされています。現在では、世界で100 以上の国や地域で展開されておりま
すが、こうした状況の中で、主立った地域の表彰制度責任者が年に一度、情報の共有とベストプラクティスの
追求等を目的としてGEM/C（Global Excellence Model/Council）が創設されています。



経営品質協議会

経営品質協議会

経営品質協議会
ご参画のお勧め
経営品質協議会
ご参画のお勧め
2016年度 経営品質協議会のご案内

～ 顧客をみつけ、掘り下げ、
　　　　　価値を実体化する ～
～ 顧客をみつけ、掘り下げ、
　　　　　価値を実体化する ～

お問い合わせ先

〒150-8307 東京都渋谷区渋谷3-1-1　http://www.jqac.com
TEL：03-3409-2641　FAX：03-3409-1167　E-mail ： jqa-info@jpc-net.jp

経営品質協議会公益財団法人 日本生産性本部内
経営品質協議会 検 索


