2020 年 5 月 22 日

お客様各位
以下、DQS Japan セミナー（6 月から 8 月）をお知らせ申し上げます。
9 月以降のセミナー予定も弊社ホームページに掲載しておりますので、併せてご確認、ご
利用いただきますようお願い申し上げます。
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6 月のセミナー予定
１． IATF16949 規格解説セミナー 新橋 6 月 4 日・5 日（木・金）
２． 工程設計トレーニング 新橋 6 月 9 日（火）
３． APPQ&PPAP 徹底理解セミナー 大阪 6 月 10 日（水）
４． AIAG&VDA FMEA 徹底理解セミナー 大阪 6 月 11 日（木） 2020 年新規開設
５．SPC&MSA 徹底理解セミナー 大阪 6 月 12 日（金）
６．VDA6.3 解説セミナー 新橋 6 月 12 日（金）
７．ISO27001 情報セキュリティ規格解説＆内部監査員セミナー 新橋
6 月 25 日（木）26 日（金）2020 年新規開設
８．ISO45001 規格解説セミナー 6 月 25 日（木）新橋
９．ISO45001 内部監査員セミナー 6 月 25 日（木）26 日（金）新橋

7 月のセミナー予定
7 月は東京オリンピック開催予定だったため、お客様の宿泊先確保の困難を予想し 7 月
の開催は見送りました。しかしながら、新型コロナウィルスの影響で東京オリンピック
が来年に延期になりましたので開催可否を講師に確認中です。
なお、東京ばかりでなく皆さんの会社の近くでやって欲しいの声にお応えし、昨年は
「地元開催！」と銘打って、長野県飯田市、静岡市、富山市で IATF16949 内部監査員セ
ミナーを実施しました。弊社は審査機関のため、皆様の会社の中でのセミナー実施は出
来ませんが、会社の近くの公共施設を使った公開講座形式であればセミナー実施が可能
ですので、この機会にぜひご検討ください。

8 月のセミナー予定．
１． ISO14001 規格解説セミナー 大阪 8 月 6 日（木）
２． ISO14001 内部監査員セミナー 大阪 8 月 7 日（金）
３． IATF16949 規格解説セミナー 仙台 8 月 27 日（木）28 日（金）

6 月～8 月のセミナー講師を紹介します。
★ISO14001 45001 規格解説＆内部監査員セミナー
有賀 源司
浄水剤製造会社で品質管理を担当し、品質管理の基本を学び、バルブ総合メーカーで全
社的な環境、安全衛生の管理を担当しました。
独立後は、ISO9001、14001、45001 の審査、各規格の研修講師の他に ISO9001、14001
の審査員養成コースの講師も務めているエキスパートです。
有賀の講義も参加しましたが、こちらも事例豊富で参加者の満足度は高いです。

★ISO27001 情報セキュリティー規格解説＆内部監査員セミナー
畑 寛和
パイオニア株式会社入社後、生産、品質管理、製造技術、海外支援等を経験後、経営管
理部門において、統合マネジメントシステム構築・運用を担当し、独立。
現在は ISO9001、14001 の審査を行い、BCP や情報セキュリティーのコンサルティングも
行っている現場経験豊富な講師です。
本講師も豊富な事例を交えて講義を進めており、お客様の評価が高いです。
ISO27001 情報セキュリティーセミナーは、新規開発のセミナーです。
★IATF16949 規格解説、各種コアツール
岩波 好夫
株式東芝で米国フォード開発プロジェクトメンバー、半導体 LSI 開発部長、米国デザイ
ンセンター長、品質保証部長などを歴任し、独立しました。過去には QS9000 の審査員
でもあり、現在はセミナー講師の他 ISO9001 の審査も行っています。
IATF 関連書籍多数で、皆さんもよくご存じかと思います。
岩波講師のセミナーは、自身の書籍をテキストとして使用し講義を進めます。
わかりやすい説明と、お客様の評価が高いです。今回 AIAG&VDA FMEA 発行にあたり、
テキストを一新しました。

★工程設計トレーニング
武内 幸雄
いすゞ自動車にておよそ 30 年、品質管理部、生産技術部、生産管理部、海外部門などを
経験し、いずみ工業（現マーレエンジンコンポーネンツジャパン株式会社）に於いて生
産本部長兼桶川工場の工場長として現場を指揮したのち、独立しました。
独立後 QS9000、ISO9001 審査員から ISO/TS16949 の主任審査員となり、現在は
IATF16949 の主任審査員として審査と、セミナーの講師を務めています。
今までの工場管理の経験を踏まえた講義で、特に特殊特性の考え方がよく分かったとの
参加者の評価が高いです。また、講師は質問大歓迎で、講師の喋りを遮っての質問大歓
迎！質問があると講義が盛り上がって良い、と皆さんの参加を楽しみにしています。

★VDA6.3 解説セミナー
高木 裕明
DQS Japan にて IATF16949 主任審査員を務めています。
高木は日本でただ一人、VDA6.3 監査員資格と IATF16949 主任審査員資格を保有してい
る審査員であり講師です。
お客様のからの評価では、タートル図の考え方や使い方リスク分析に関してのとらえ方
がよく分かったとのおほめのお言葉をいただいております。
VDA6.3 監査にかかわる方で、タートル図に疑問がある方はぜひご参加ください。

弊社のセミナー講師に共通して言えるお客様からの評価は、現場での事例が聞けて良か
ったというお声が大変多いです。私も上記すべての講師の講義に参加し、お客様の評価
を直接聞いているだけでなく、その講義内容も実体験しています。
講義は、ただの概念だけでなく、現場重視で講義は進めていますし、また皆さんからの
ご質問は大歓迎です。

新サービスの紹介（ISO リモート審査）
現在新型コロナウィルスの影響で、ISO 審査の実施が困難になっています。
弊社ではその状況を打破するために、貴社と弊社を通信回線で結んだリモート審査を
行っています。
緊急事態宣言が解かれたあとでも、新型コロナウィルスは終息するわけではありません。
感染リスクの心配も残ります。
そのようなときには、ぜひ弊社 ISO リモート審査をご活用ください。
弊社ホームページにて、動画にて説明させていただいております。
また、トピックスでも ISO リモート審査の説明資料を Up しておりますので、併せてご
覧ください。
ISO リモート審査の説明が必要な方は、私小川までお問い合わせください。
まだまだ新型コロナウィルスの影響はつづきます。皆様どうか睡眠や栄養をしっかり摂
られて跳ね返してください。
セミナー会場でお会いできることを心待ちにしております。

2020 年 5 月 25 日

セミナー参加者各位
ドイツ品質システム認証株式会社
お客様支援室 セミナー担当
小川 紀行
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セミナー開催ポリシー

受講者の座席間隔は、前後１～２ｍ以上空けます。
各セミナーでは、会場定員の半分を上限とし、十分な間隔を空けます。
各セミナー会場では、定期的な換気を行います。
手指の消毒に、設置したアルコールをご利用ください。
受講者は必ずマスクを着用してください。マスクを着用していない場合
入室をお断りすることがあります。
受講者は会場に戻る前に手洗い、もしくは会場に設置したアルコールで
手指の消毒を行ってください。
会場によっては食事可能な場合がございます。会場内で食事を摂る際には、
食事中の会話はご遠慮ください。
体温が 37.5°以上ある方、風邪の症状が 2 日以上続いている方、
強いだるさや息苦しさがある方はセミナーにご参加出来ません。また、入
室時の検温にご協力ください。
講師及びスタッフもマスクを着用します。

弊社社員の対応について
・毎朝の体温測定と、37.5 °以上の体温の場合、出勤及び審査禁止としています。

・三密を避けることを徹底しています。夜間の繁華街への外出を禁止しています 。
・至近距離での会話などの接客をともなう飲食店の利用（クラブ,キャバクラ,ラウ
ンジ）の利用を禁止しています
・人と話すときはマスク着用を徹底しています。
・こまめな手洗いを奨励し、全員に小分けしたエタノールを配布し手指を消毒し
ています。
・昼食は一人で取ることとしています。また、対面で食事しないように座ること
としています
以上

