
申込
担当者

会社名

住所　〒

氏名（フリガナ） 所属・役職

TEL FAX

Email ※必須

参加者① 氏名（フリガナ） 所属・役職

TEL Email ※必須

参加者② 氏名（フリガナ） 所属・役職

TEL Email ※必須

受講料 （□にチェックをお願いします）

※1社2名まで　□ JAGAT会員：330,000円（税込）　　□ 一　般 ：440,000 円（税込）

オンライン印刷工場長養成講座　受講申込書

FAX 03-3384-3168　

2021年　　　　月　　　　日

お問い合わせ
お申し込み 〒166-8539 東京都杉並区和田 1-29-11　TEL 03-3384-3411 / FAX 03-3384-3168

Eメール seminar@jagat.or.jp / URL http://www.jagat.or.jp/seminar

公益社団法人日本印刷技術協会  「オンライン印刷工場長養成講座」担当

オンライン印刷工場長養成講座　募集要項

開催期間

2021年10月20日（水）から12月1日（水）まで6回
＜オンライン＞全6回　15:00～18:00（3 時間）又は14:00～18:00（4時間）

【10月】 20日（水）15:00～18:00 / 28日（木）14:00～18:00
【11月】 2日（火）14:00～18:00 / 10日（水）15:00～18:00 / 17日（水）15:00～18:00
【12月】 1日（水）15:00～18:00
※本講座は、Web会議システム「ZOOM」を使用したインターネットによる講座です

受講料 【1社2名までの受講料】JAGAT会員：330,000円（税込）／ 一般：440,000円（税込）

お申し込みに
ついて

1） 受講申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてご送付ください。FAX 03-3384-3168 
受付後開催案内をメールにてお送りいたしますのでアドレスのご記入をお願いいたします。

2） 受講料は、請求書を郵送いたしますので初回受講日の3日前までに下記口座にお振り込み下さい。 
口座名：シャ）ニホンインサツギジュツキョウカイ 
口座番号：みずほ銀行中野支店（普）202430

3） お申し込み後のキャンセルは原則としてお受けできませんので、万一参加できない場合は、 
代わりの方のご参加をご検討ください。

最少催行人数 3社

※ご記入いただきました情報は厳重に取り扱い、JAGAT 事業のご案内以外の目的には使用いたしません。
　JAGAT からの事業案内 DM を希望しない方は、こちらにチェック印（ ）をお願いします。□

印
刷工場長

養成講座

工場の価値を高め
稼ぐマネジメント力を
身に付ける

オンライン

公益社団法人日本印刷技術協会

全6回
（通信教育付き）

2021年10月20日（水）開講

助成金情報 当講座は、人材開発助成金の対象となる可能性があります。
オンライン講習も条件によっては対応可能な場合がございますので皆様のご事情に合わせてご参照下さい。
厚生労働省ホームページ　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

検索中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業



工場長の役割は価値の創出

■工場マネジメント基礎から実践までの知識を修得する。
■経営数字の読み方を学び経営感覚をブラッシュアップする。
■経営戦略と連携した工場マネジメントを学ぶ。
■工場づくりのキーワードを学ぶ。
■オンラインよる講師や受講者間の相互コミュニケーションができる。
■1 社2 名の参加で社内体制作りに繋げる。
■通信教育印刷技術者トラブル解決　4カ月コース受講付

会場での実施とは異なりWeb環境があれば場所はどこ
でも可能です。生産現場を離れられない皆様も端末と
身近なスペースをご用意頂きご受講下さい。

トラブル解決の定石を学びながら現象の分析、原因の推定に取り組みます。
オフセット印刷をさらに深く学ぶことによって技術力の向上を目指します。
受講者の専門分野に応じて、枚葉印刷コースとオフ輪印刷コースからの中か
ら１コースを選択が可能です。

テキスト：
『オフセット印刷技術 
トラブル解決』
オフセット印刷技術研究会
編・著

「オンラインはなんとなく難しそう？」
オンライン配信の受講・聴講はまったく難しくありません。
Web会議システム（zoom等）を利用の場合、発行されたミーティングURLにアクセスすれば
簡単な設定のみで参加可能です。　※zoomについて　→　https://zoom.us/

「準備が大変そう？」
会場セッティングや対面受付などが不要なため、かえって受講者様の負担は軽くなります。
実施の方法や費用など詳しくは一度ご相談ください。

オンラインよくある不安にお答えします

オンライン講座のメリット

工場長・製造管理者が競争で生き残っていくための力を知る。
維持管理力・変更管理力・方針管理力の
3つのマネジメント能力を備えたリーダーを目指す。

工場の現場改善からマネジメントまでの知識と視野を広げる

本講座のおすすめポイント

通信教育付きでさらに理解が深まります

企業規模の大小にかかわらず、工場長や製造現場の管理者は、経営の重要な役割を担っています。
当養成講座は、印刷工場の価値を高め稼ぐためのマネジメント力を身につけることを目的としています。工場マネジ
メント、品質管理、改善活動に加え、財務知識、人材マネジメント等の幅広いカリキュラムで構成されております。
各分野の専門家を講師に招き実務で活用できる知識を効率よく学べます。
また、完全オンライン配信と通信教育を取り入れることで、忙しい生産現場や遠方の方でも受講しやすい講座です。

日　時 テーマ 内容 講師

第1回
10/20（水）
15時～18時

3時間

経営と
工場マネジメント

工場マネジメントとは何か
工場の役割と価値
競争力のある工場づくり

石川 秀人
コンサルソーシング株式会社
エグゼクティブ・コンサルタント

第2回
10/28（木）
14時～18時

4時間

印刷の品質管理と
品質保証

顧客安心のための印刷品質保証を
考える
標準化と品質の数値化（見える化）
デジタル時代のカラーマネジメント

中野 和波
株式会社音研
執行役員、印刷部部長

第3回
11/2（火）

14時～18時
4時間

改善活動

印刷現場の
予防保全

環境を考えた
印刷工場づくり改善活動
顧客の厳しい要求品質に応える
印刷機の保全

「水無しで刷れる印刷環境とは！」

柴崎 武士
タケミ株式会社 代表取締役

稲葉 徹
同 技術部長

片岡 健一
同 技術課長

第4回
11/10（水）
15時～18時

3時間

デジタル印刷の
動向と
効果的な運用

デジタル印刷の動向と効果的な運用
デジタル印刷・加飾・加工の動向
デジタル印刷ビジネスと課題

宮本 泰夫
株式会社バリューマシーンインターナショナル
取締役副社長

第5回
11/17（水）
15時～18時

3時間

工場の原価と
利益管理

財務諸表の読み方と原価管理の基本
・工場の管理会計
・原価管理の基本
・原価の見える化

寶積 昌彦
株式会社GIMS 代表取締役

第6回
12/1（水）

15時～18時
3時間

人材マネジメント

印刷工場の
人材育成

1. DX、動画を活用した人材育成
・ 現場教育での動画マニュアルの 

効果とは？
・ OJT削減、属人化した業務の 

標準化に効果を上げる方法

2.工場における人材確保と教育
・ 印刷工場における人材管理の 

ポイント
・人材育成のしくみづくり
・ 多能工化の推進と 

ヒューマンエラーへの対応
・従業員のモチベーション管理

清水 和輝
ピナクルズ株式会社
セールス／カスタマーサクセス

上妻 祐司
OD人事経営コンサルティング 代表
中小企業診断士

※一部調整中の日程もあります。都合により変更することがございます
※Web会議システム「ZOOM」を使用したインターネットによる講座になります

オンライン印刷工場長養成講座

印刷技術者トラブル解決　4カ月コース

※1回3時間/日　または1回4時間/日　　計20時間



工場長の役割は価値の創出

■工場マネジメント基礎から実践までの知識を修得する。
■経営数字の読み方を学び経営感覚をブラッシュアップする。
■経営戦略と連携した工場マネジメントを学ぶ。
■工場づくりのキーワードを学ぶ。
■オンラインよる講師や受講者間の相互コミュニケーションができる。
■1 社2 名の参加で社内体制作りに繋げる。
■通信教育印刷技術者トラブル解決　4カ月コース受講付

会場での実施とは異なりWeb環境があれば場所はどこ
でも可能です。生産現場を離れられない皆様も端末と
身近なスペースをご用意頂きご受講下さい。

トラブル解決の定石を学びながら現象の分析、原因の推定に取り組みます。
オフセット印刷をさらに深く学ぶことによって技術力の向上を目指します。
受講者の専門分野に応じて、枚葉印刷コースとオフ輪印刷コースからの中か
ら１コースを選択が可能です。

テキスト：
『オフセット印刷技術 
トラブル解決』
オフセット印刷技術研究会
編・著

「オンラインはなんとなく難しそう？」
オンライン配信の受講・聴講はまったく難しくありません。
Web会議システム（zoom等）を利用の場合、発行されたミーティングURLにアクセスすれば
簡単な設定のみで参加可能です。　※zoomについて　→　https://zoom.us/

「準備が大変そう？」
会場セッティングや対面受付などが不要なため、かえって受講者様の負担は軽くなります。
実施の方法や費用など詳しくは一度ご相談ください。

オンラインよくある不安にお答えします

オンライン講座のメリット

工場長・製造管理者が競争で生き残っていくための力を知る。
維持管理力・変更管理力・方針管理力の
3つのマネジメント能力を備えたリーダーを目指す。

工場の現場改善からマネジメントまでの知識と視野を広げる

本講座のおすすめポイント

通信教育付きでさらに理解が深まります

企業規模の大小にかかわらず、工場長や製造現場の管理者は、経営の重要な役割を担っています。
当養成講座は、印刷工場の価値を高め稼ぐためのマネジメント力を身につけることを目的としています。工場マネジ
メント、品質管理、改善活動に加え、財務知識、人材マネジメント等の幅広いカリキュラムで構成されております。
各分野の専門家を講師に招き実務で活用できる知識を効率よく学べます。
また、完全オンライン配信と通信教育を取り入れることで、忙しい生産現場や遠方の方でも受講しやすい講座です。

日　時 テーマ 内容 講師

第1回
10/20（水）
15時～18時

3時間

経営と
工場マネジメント

工場マネジメントとは何か
工場の役割と価値
競争力のある工場づくり

石川 秀人
コンサルソーシング株式会社
エグゼクティブ・コンサルタント

第2回
10/28（木）
14時～18時

4時間

印刷の品質管理と
品質保証

顧客安心のための印刷品質保証を
考える
標準化と品質の数値化（見える化）
デジタル時代のカラーマネジメント

中野 和波
株式会社音研
執行役員、印刷部部長

第3回
11/2（火）

14時～18時
4時間

改善活動

印刷現場の
予防保全

環境を考えた
印刷工場づくり改善活動
顧客の厳しい要求品質に応える
印刷機の保全

「水無しで刷れる印刷環境とは！」

柴崎 武士
タケミ株式会社 代表取締役

稲葉 徹
同 技術部長

片岡 健一
同 技術課長

第4回
11/10（水）
15時～18時

3時間

デジタル印刷の
動向と
効果的な運用

デジタル印刷の動向と効果的な運用
デジタル印刷・加飾・加工の動向
デジタル印刷ビジネスと課題

宮本 泰夫
株式会社バリューマシーンインターナショナル
取締役副社長

第5回
11/17（水）
15時～18時

3時間

工場の原価と
利益管理

財務諸表の読み方と原価管理の基本
・工場の管理会計
・原価管理の基本
・原価の見える化

寶積 昌彦
株式会社GIMS 代表取締役

第6回
12/1（水）

15時～18時
3時間

人材マネジメント

印刷工場の
人材育成

1. DX、動画を活用した人材育成
・ 現場教育での動画マニュアルの 

効果とは？
・ OJT削減、属人化した業務の 

標準化に効果を上げる方法

2.工場における人材確保と教育
・ 印刷工場における人材管理の 

ポイント
・人材育成のしくみづくり
・ 多能工化の推進と 

ヒューマンエラーへの対応
・従業員のモチベーション管理

清水 和輝
ピナクルズ株式会社
セールス／カスタマーサクセス

上妻 祐司
OD人事経営コンサルティング 代表
中小企業診断士

※一部調整中の日程もあります。都合により変更することがございます
※Web会議システム「ZOOM」を使用したインターネットによる講座になります

オンライン印刷工場長養成講座

印刷技術者トラブル解決　4カ月コース

※1回3時間/日　または1回4時間/日　　計20時間



申込
担当者

会社名

住所　〒

氏名（フリガナ） 所属・役職

TEL FAX

Email ※必須

参加者① 氏名（フリガナ） 所属・役職

TEL Email ※必須

参加者② 氏名（フリガナ） 所属・役職

TEL Email ※必須

受講料 （□にチェックをお願いします）

※1社2名まで　□ JAGAT会員：330,000円（税込）　　□ 一　般 ：440,000 円（税込）

オンライン印刷工場長養成講座　受講申込書

FAX 03-3384-3168　

2021年　　　　月　　　　日

お問い合わせ
お申し込み 〒166-8539 東京都杉並区和田 1-29-11　TEL 03-3384-3411 / FAX 03-3384-3168

Eメール seminar@jagat.or.jp / URL http://www.jagat.or.jp/seminar

公益社団法人日本印刷技術協会  「オンライン印刷工場長養成講座」担当

オンライン印刷工場長養成講座　募集要項

開催期間

2021年10月20日（水）から12月1日（水）まで6回
＜オンライン＞全6回　15:00～18:00（3 時間）又は14:00～18:00（4時間）

【10月】 20日（水）15:00～18:00 / 28日（木）14:00～18:00
【11月】 2日（火）14:00～18:00 / 10日（水）15:00～18:00 / 17日（水）15:00～18:00
【12月】 1日（水）15:00～18:00
※本講座は、Web会議システム「ZOOM」を使用したインターネットによる講座です

受講料 【1社2名までの受講料】JAGAT会員：330,000円（税込）／ 一般：440,000円（税込）

お申し込みに
ついて

1） 受講申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてご送付ください。FAX 03-3384-3168 
受付後開催案内をメールにてお送りいたしますのでアドレスのご記入をお願いいたします。

2） 受講料は、請求書を郵送いたしますので初回受講日の3日前までに下記口座にお振り込み下さい。 
口座名：シャ）ニホンインサツギジュツキョウカイ 
口座番号：みずほ銀行中野支店（普）202430

3） お申し込み後のキャンセルは原則としてお受けできませんので、万一参加できない場合は、 
代わりの方のご参加をご検討ください。

最少催行人数 3社

※ご記入いただきました情報は厳重に取り扱い、JAGAT 事業のご案内以外の目的には使用いたしません。
　JAGAT からの事業案内 DM を希望しない方は、こちらにチェック印（ ）をお願いします。□

印
刷工場長

養成講座

工場の価値を高め
稼ぐマネジメント力を
身に付ける

オンライン

公益社団法人日本印刷技術協会

全6回
（通信教育付き）

2021年10月20日（水）開講

助成金情報 当講座は、人材開発助成金の対象となる可能性があります。
オンライン講習も条件によっては対応可能な場合がございますので皆様のご事情に合わせてご参照下さい。
厚生労働省ホームページ　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

検索中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業


