
●東京への移動時間や交通費・宿泊費を削減できます。
●ライブ配信なので、臨場感があり、リアル講座と同様に受講できます。

大阪ライブ中継のご案内ものづくり総合大会第54回
2017

2017年２月15日（水）→16日（木）会 期

グランフロント大阪
カンファレンスルーム タワーC

会 場 U R L 検　索検　索ものづくり総合大会http://jma-seisan.jp/

プログラム

● 大阪会場 ●
グランフロント大阪

● 東京会場 ●
東京コンファレンスセンター・品川

◆ ライブ中継のメリット ◆

東京で開催される講演を大阪会場へ
リアルタイム中継します！

社会、企業、組織、人と共・進化する 主 催

(コーディネータ解説書：ものづくり総合大会全セッションをコーディネータが解説した冊子)

89.8%

89.8％ 　　　

ものづくり総合大会は

3日間延べ 3,210名が参加
40セッションにわたって講演を展開

ものづくり総合大会は 89.8％ の方が

「役に立った」と回答
ついに 大阪ライブ中継 を開催

1月13日(金)までのお申込限定

「コーディネータ解説書」
をプレゼント

● ●OSAKA
TOKYO

（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　 ※各セッションの詳細につきましては、Webサイトにてご確認ください。　⇒　http://jma-seisan.jp/

10:00～16:50オープニングセッション2月15日（水）
主催挨拶 10:00～10:05

10:00～16:302月16日（木）

委員長挨拶 10:05～10:10

11:40～12:50特別講演 1

「ゆるやかな標準による
製造業のオープン＆クローズ戦略」

法政大学　　　　　　　　　教　授
インダストリアルバリューチェーン
イニシアティブ（IVI）　　  理事長　　西岡 靖之

14:10～15:20特別講演 2

「ファナックのIoTと
ものづくり革新の考え方」（仮題）

ファナック　代表取締役 会長 兼 CEO　　稲葉 善治

15:40～16:50特別講演 3

「デンソーのモノづくり革新」

デンソー　　　　　　 取締役社長　　有馬 浩二

JMAものづくり貢献賞／表彰式・受賞記念講話

「ダントツ モノづくり力の実現と
人材育成」

ジェイテクト　　 　　　　相談役　　新美 篤志

10:10～11:20

◆ JMAものづくり貢献賞とは
長年にわたり、ものづくりの改革・改善分野において、自社はもとより産業界の発展に

大きく貢献され、かつ日本能率協会の同分野における活動への貢献が顕著に認められる
企業人（個人）を選定し、「ものづくり総合大会」において表彰することにより、その労に
報いるとともに、その功績を産業界に広く紹介するものです。

特別企画セッション

事例講演 2 12:50～14:30

「コマツ流“ものづくりのつながる化”」
① コマツのIOTへの取組み
② コマツにおける生産のつながる化の現状
③ 課題解決のアプローチ

コマツ
執行役員 生産本部 生産技術開発センタ

所長　　栗山 和也

「GEのインダストリアル・インターネット
ITを駆使した新たな製造業を目指して」

① GEのデジタルトランスフォーメーション
② GEの目指すインダストリアル・インターネット

GEインターナショナル
GEデジタル インダストリアル・インターネット推進本部長

新野 昭夫

事例講演 3 14:50～16:30

事例講演 1 10:00～11:40

「IoTで変革する社会とモノづくり」
～つながるモノづくりに向けた日立の取組み～

① IoTによる新たなイノベーションをめざす動き
② モノとモノがつながった時に、メリットが生まれる
業務シナリオ

③ 現状課題とあるべき姿の定義および解決策の構築

日立製作所
モノづくり戦略本部 担当本部長　　堀水 　修



ご参加の開催日に
　印をつけて
ください
↓ 受付

No.

2017 ものづくり総合大会　大阪ライブ中継申込書
ふりがな

工場・事業所名

〒

申込責任者名

所　属
・
役職名

電話番号（市外局番からご記入ください）

FAX番号（市外局番からご記入ください）

（　　　　　）

（　　　　　）

参加　　　　 名 ×＿円　　合本　　　　 冊 ×＿円　　  合計＿円（税抜）

Eメールアドレス

この方宛に参加証および請求書をお送りいたします。
それ以外をご希望の場合は、「連絡・希望事項」欄へご記入ください。

希望　□する　□しない

お振込予定日 　　　月　　　　　日

ふりがな

参加者氏名①

所　属
・
役職名

Eメールアドレス メール配信

メール配信

希望　□する　□しない

ふりがな

参加者氏名②

所　属
・
役職名

Eメールアドレス メール配信 希望　□する　□しない

ふりがな

ふりがな

会社名
（正式名称）

日本能率協会への連絡・希望事項

（お願い）本大会に関心をお持ちの方を
ご紹介ください。大会事務局より詳細を
ご案内させていただきます。

天災地変や伝染病の流行、研修会場・輸送等の
機関のサービスの停止、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、小会ではその責任を負いかねますの
でご了承ください。

免責事項

一般社団法人日本能率協会では、個人情報の
保護に努めております。詳細は小会の個人情報等
保護方針（http://www.jma.or.jp/privacy/）
をご覧ください。なお、ご記入いただきました
お客様の個人情報は、本催し物に関する確認・
連絡およびJMA主催の関連催し物のご案内を
お送りさせていただく際に使用させていただき
ます。

個人情報のお取り扱いについて

2017 ものづくり総合大会

大阪ライブ中継申込書
http://www.jma-seisan.jp/

検　索検　索ものづくり総合大会FAX：03（3434）5505

or

・「ものづくり総合大会 大阪ライブ中継」は講演者が来場する東京会場をメイン会場として、その
模様を大阪会場へ中継いたします。
・万が一、講演配信中に、映像および音声のトラブルがあった場合は、以下の対応をさせて頂きます。
① 映像など切断した場合、再接続してから講義を再開いたします。
② 接続が回復できない場合、もしくは音声が途切れるなど配信品質が著しく低下した場合、参加料を
返金させていただきます。

大阪ライブ中継申込規定

参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席
ください。
代理の方もご都合がつかない場合は、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。
・開催７日前（開催初日を含まず起算）～前々日

…………参加料の30％
・開催前日および当日…………参加料の全額
（万一キャンセルの場合は必ずファックスでご連絡ください。）

キャンセル規定

・本申込書到着後、開催1ヶ月前より請求書、参加
証を発送いたしますので、「お支払い期限」まで
に指定の銀行口座へお振込みください。期限
までにお支払いがお済みでないお客様につい
ては、ご参加いただけない場合がございますの
でご注意ください。
なお、支払い期限が過ぎてしまう場合は、請求
書の「入金連絡票」にてお振込み日のご連絡を
お願いいたします。（振込み手数料については
貴社にてご負担ください）
・参加者のご都合が悪い場合は、代理の方が
ご出席ください。代理の方もご都合がつかない
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。

参加申込方法

詳細案内チェック

※

JMA使用欄（P）

※

※欄への記入は不要です

プログラム内容の問い合わせ先

［受付時間］月～金曜日 9：00～17：00（ただし祝祭日を除く）
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-2-2 住友商事竹橋ビル 14階

TEL：03（3434）1410（直）　　FAX：03（3434）3593
E-mail：seisan@jma.or.jp

一般社団法人
日本能率協会 ものづくり総合大会事務局一般社団法人日本能率協会は法人を対象とした法人

会員制度を設けセミナー参加料割引をはじめ各種
サービスを提供しております。是非この機会にご入会
をご検討ください。

会員制度のご案内

資料請求先：TEL　03（3434）1410(直)

FAX：03（3434）5505　TEL：03（3434）6271
E-mail：seminar@jma.or.jp
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-2-2 住友商事竹橋ビル 14階
〈受付時間〉月～金曜日9:00～17:00（ただし祝日を除く）

参加申込先

JMAマネジメントスクール　一般社団法人日本能率協会

所在地

□ 日本能率協会法人会員
□ 上記会員外

参加証発行日 請求書発行日 領　収　日

※テキスト代を含みます。

※期間内の交替参加が可能です。
　日別の参加証を発行しますので、
　参加当日にご持参ください。

参　加　料 申込受付：2017年2月13日（月）17時まで
※以降は満席の場合を除き当日会場での受付となりますので名刺をご持参のうえ、ご来場ください。

一般社団法人日本能率協会法人会員

48,000円/1日 58,000円/1日
会　員　外

参加料（お１人当り）税抜

ファックスまたは
ホームページで
お申し込みください。

※テキスト合本は、ものづくり総合大会のオープ
ニングセッション・A1～F6の全36セッション
を1冊にまとめた資料です。
※テキスト合本については本開催終了後1ヶ月
以内に「申込責任者」宛にお送りいたし
ます。

テキスト合本 特別頒布価格1冊あたり（税抜）
各セッションのコーディネータによる解説書がつきます。

2017ものづくり総合大会参加者 50,000円
参加者以外 250,000円

合本申し込み

□ 

□ 

2月15日(水)
オープニングセッション
(大阪ライブ中継 OOP)

2月16日(木)
A1、A2、A3
(大阪ライブ中継
 OOA1、OOA2、OOA3)

□ 

□ 

2月15日(水)
オープニングセッション
(大阪ライブ中継 OOP)

2月16日(木)
A1、A2、A3
(大阪ライブ中継
 OOA1、OOA2、OOA3)


