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平素は当協会の運営に関しまして格別のご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます｡ 

さて、今年度は経営委員会と（協）西日本プラスチック購買センターとの共催により以下の内容で

業界視察を実施させて頂きます。1日目の研修でトヨタ式改善の考え方や自社で活用できる手法につ

いて具体的に学んで頂いた後、2日目に実際のトヨタ工場の見学を行います。 

つきましては、是非視察にご参加頂き、自社発展の一助として頂きますようご案内申し上げます。 

 

 

視察スケジュール（予定の為変更となる場合があります） 

平成30年2月15日（木） 

※食事：夕食 

名古屋駅周辺会議室にて『トヨタ式改善研修』（13:00～18:00頃）→宿泊先へ

移動（18:15頃）→懇親会（夕食・19:00～21:00頃） 

宿泊：名鉄イン名古屋駅前他、同等クラスホテル 

  

平成30年2月16日（金） 

※食事：朝食 

ホテル発（8:15 頃）→（貸切バス）→トヨタ工場視察（9:45～11:30 頃）→

（貸切バス）→JR名古屋駅周辺着（13:00頃）→解散 

 

 

～視察概要～ 

◆出発日：平成 30年 2月 15日（木）～2月 16日（金） 

◆費 用：おひとり様 35,000円（税込） 

※研修会場での集合、JR名古屋駅周辺での解散となります。 

（集合場所まで及び解散後の交通費は費用に含まれておりません。ご注意下さい） 

◆申込期日：平成 30年 1月 30日（火） 

◆最少催行人数：20人 

※応募者数が最少催行人数に満たない場合は催行中止とさせて頂きます。 

※応募は先着順で受付致します。応募者多数の場合、お申込をお受けできない場合がございます。 

◆協会事務局担当者：（一社）西日本プラスチック製品工業協会  事務局 山下 

TEL:06-6214-8300  FAX:06-6214-8301  e-mail: kyokai@nishipla.or.jp                    

 

★お申込の際は、【お申込に当たっての注意事項】を必ず御一読頂き、記載内容をご理解・

ご了承頂いた上でお申込下さい。



今回の視察は、このような方にオススメです 

・既に 5Sや改善活動に取り組まれている企業様 

・マンネリ化した活動をもう一度活性化したい企業様 

・従業員の意識改革を進めている企業様 

・現場のコスト削減、効率化、標準化を進めている企業様 

・トヨタ式の考え方や改善手法を学びたい企業様 

 

 

 

トヨタ式改善研修＆トヨタ工場視察 研修・見学内容 

 

◆1日目（2月 15日） 

トヨタ式改善研修 ～ムダの徹底排除とコスト削減による業務改善研修～ 

（講 師：株式会社チーム・ワーカー 代表取締役 面地 誠二氏） 

『トヨタ式』という言葉をご存知の方は多いのではないでしょうか。 

トヨタでは市場変化にいち早く対応できるフレキシブルな生産体制が確立されており、生産量・

生産車種などその時の状況に合わせて生産を行っています。本研修では、フレキシブルな生産体制

を作るためには何が必要か、仕事に内在するムダの徹底排除はどのように進めるか、自ら改善する

社員の育成はどのように進めるかなど、企業が生き残る為のキーワードについて学んで頂きます。 

 

第 1章 目的のない改善は失敗する 

・改善に失敗する理由 

・改善の目的 

第 4章 ムダを省く 5S活動の進め方 

・5S導入のステップ 

・正しい置場の作り方 

・情報の整理、整頓 

・仕事の流れを無視した 5Sは失敗する  

-5Sを活用したレイアウト改善をしてみよう- 

第 2 章 ムダの徹底排除が業務の効率

を高める 

・あなたは 1日何時間はたらいていますか？  

・仕事における 7つのムダ  

-ムダ体感ゲームとムダについてのディスカ

ッション- 

第 5章 効率を高める仕事の仕方 

・JUST IN TIME作業法 

・仕事の平準化 

・負荷の変動と人員配置の考え方 

・マルチスキル化（多能工化）が仕事の効率を 

高める 

 

第 3章 ムダの視える職場作り 

・業務改善のステップ 

・「視える化」の進め方 

 1．前後工程の仕事が視える 

2．誰が何をしているかが視える 

3．仕事の行い方が視える 

4．どこに何があるかが視える 

第 6 章 トヨタ工場見学で見るべきポイン

ト 

・トヨタ式 5Sの現状…ムダを省く 5Sの実践 

・紐スイッチと自働化…品質を保証する仕組み 

・ジャストインタイムとかんばん…同期生産 

・ポカヨケ…うっかりミスを防止する仕組み 

 

 



◆2日目（2月 16日） 

トヨタ工場見学 ～実際の工場ではどのように活かされているのか～ 

 

トヨタ生産方式による高品質なクルマづくりを見学して頂きます。 

前日に学んで頂いた研修内容のおさらいを兼ねて実際の現場を見て頂きます。 

 

9時 45分～10時 45分 トヨタ工場見学(組立） 

※工場は元町工場/堤工場/高岡工場のいずれかとなります。 

 ～見所～ 

  ・ラインの混流生産による仕事の平準化 

  ・あんどんによる仕事の進捗の視える化 

  ・かんばんによるジャストインタイムの実現（必要なモノを必要な時に必要な数だけ） 

  など、「トヨタ式」の本当の姿を目で見ながら感じていただけます。 

 

11時 15分～11時 45分 トヨタ会館見学 

トヨタ会館を見学します。 

トヨタの環境・安全・品質の技術展示と共に、レクサス・トヨタ車の最新モデルも展示されてい 

ます。ミュージアムショップではオリジナルグッズ等のお土産も販売しています。 

★トヨタ会館展示場の改装工事の為、一部コーナーは見学できません。ご了承ください。 

モータースポーツコーナー：2017年 12月 11日（月）～2018年 2月末予定（全面閉鎖） 

新車ショールームコーナー：2018年 1月 8日（月）～2018年 2月末予定（一部閉鎖） 

※展示車両はご見学頂けます。 

  

13時頃 名古屋駅到着・解散 

バスにて名古屋に戻り、到着後解散となります。 

渋滞により遅れることがありますので、お帰りの新幹線・飛行機は余裕を持った時間にしていた 

だけますようお願いいたします。 

 

★工場見学時のご注意★ 

1.以下のような行為はご遠慮下さい 

• 工場への自家用車・徒歩での入場 

• 工場敷地内での写真・VTR撮影、携帯電話の使用 

• 工場建物内へのカメラ・携帯電話等、電子機器の持ち込み 

※バス内に置いて見学へお進みください 

• 工場内での飲食・喫煙 

• ペットを連れての入場 

 

2.安全上、以下のようなお客様の見学はできません 

• 酒気をおびた方 

• 5cm以上のハイヒール・ミュール・サンダル等の履物をお召しの方 

• 3歳未満のお子様および保護者の引率がない 12歳以下のお子様 

（ベビーカーの持ち込みはご遠慮いただいております） 

 



受 付 印 

 

【経営委員会・（協）西日本プラスチック購買センター共催 業界視察】 

お申込に当たっての注意事項 

★名古屋での現地集合/現地解散となります。集合場所まで及び解散後の交通費は各自の負担とな

りますのでご注意下さい。 

・1日目は 12時 45分までにセミナー会場へお越し下さい。 

（セミナー会場は出発の 1 週間前に送信する『最終のご案内』にてお知らせ致します。） 

・見学するトヨタ工場は元町工場/堤工場/高岡工場のいずれかとなります。 

※見学先は 1月下旬頃に決定となりますので、出発の 1週間前に送信する『最終のご案内』にて

見学先をお知らせ致します。 

・宿泊先は変更となる可能性があります。また、参加人数によっては複数の宿泊先を利用する場合 

があります。 

・宿泊はシングルルーム利用となります。喫煙/禁煙はご希望として承りますが、ご希望に添えな

い場合があります。予め御了承下さい。 

・最少催行人数は 20人となり、1月 30日の締切時点で希望者が 20人以下の場合は催行中止とさせ

て頂きます。催行/非催行につきましては 1月 31日にお申込頂いた方へお知らせ致します。 

・応募は先着順で受付致します。応募者が多数の場合、お申込をお受けできない場合がございます。 

予めご了承下さい。  

・催行決定後に請求書を作成致します。費用は 2月 28日までにお支払下さい。 

 

・2月 1日より取消料が発生し、取消料率は以下の通りとなります。 

2月 1日から 2月 7日の 17時まで 費用の 20％ 

2月 7日の 17時から 2月 13日の 17時まで 費用の 30％ 

2月 13日の 17時から 2月 14日の 17時まで 費用の 40％ 

2月 14日の 17時以降 費用の 100％ 

※取消料が発生する日時以降の申込取消は取消料のご請求をさせて頂きます。尚、既にご入金済み

の場合は取消料と振込手数料を差し引いた金額をご返金いたします。 

 

【トヨタ式改善研修＆トヨタ工場視察 参加申込書】 
平成  年  月  日 

（一社）西日本プラスチック製品工業協会 宛 

会 社 名  担当者氏名  

住   所 
〒 

Ｔ Ｅ Ｌ  Ｆ Ａ Ｘ  

参加者氏名  宿泊先の希望 （  ）喫煙│（  ）禁煙 

参加者の生年月日 昭・平   年   月   日（満   才） 

申込にあたっての注意事項をご確認頂きましたか？ 

（ご確認頂きましたら、右の□に「✓」をお入れ下さい） 

※「✓」がない場合は受付させていただく事ができません。 

 

 

お申込みを頂きましたら、受付印を押印し､受付完了の FAX を送信致します。 

 催行可否のご連絡は平成 30 年 1 月 31日を予定しております。 
 

FAX送信後、1週間経過しても受付完了の返信が届かない場合は、 

受付に際し万全を期したいと存じますので、お手数をお掛けしますが、 

西プラ事務局：06-6214-8300までご連絡の程宜しくお願い致します。 


