
A2018-009

会員 各位
一般社団法人 全国住宅技術品質協会
地盤調査委員会 委員長 西村祥久
補強工事委員会 委員長 山口喜廣

敬 具   

１. 研修会内容

第１部 ●          学 対策事例検討

第２部 ● 品質管理 業務改善活動  何 
 ※ 必ず筆記具、メモ用紙をご持参ください。

※ 全住品からのお知らせ
（なるほどコンテスト・資格試験・海外研修 等）

２. 対象者
■ 各社 技術責任者、調査・工事責任者及び関係者

３. 日時場所

● お問合せ先
(一社)全国住宅技術品質協会 事務局（ 担当：山田   藤森   廣 ）       TEL 03-6863-8540

2018年10月1日

 2018年度 第1回 地盤技術品質研修会開催  知  
   拝啓  時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は全住品会員各位におかれましては、当協会にご賛同頂き感謝申し上げます。
   さて、今期の第1回地盤技術品質研修会開催のご案内を送付致します。
第１部          事例紹介 第２部  外部講師 招   品質管理 業務改善研修
 計画       具体的 業務 事例 紹介      
   ご多忙中とは存じますが、会員各社対象者のご参加をお願い申し上げます。つきましては、別紙の
「参加申込書」にご出席いただく方の氏名等をご記入頂き、期日までにメールにてご返信願います。

― 記 ―

講師紹介  
講師：酒巻 安弘 氏
特別会員のジャパンホームシールド㈱
  品質管理部門 要職 歴任  
多くの企業の業務改善・経営改善指導
を実践。本業界を熟知し、各社の課題に
即した業務改善の指導・教育を実施して
おります。

北海道 [ 札幌 ] 11月8日(木) [ 13:00  16:00 ] 受付: 12:40  

東北 [ 仙台 ] 11月9日(金) [ 13:00  16:00 ] 受付: 12:40  

関東 [ 東京 ] 11月7日(水) [ 13:00  16:00 ] 受付: 12:40  

中部 [ 名古屋 ] 11月16日(金) [ 13:00  16:00 ] 受付: 12:40  

関西 [ 大阪 ] 11月15日(木) [ 13:00  16:00 ] 受付: 12:40  

中四国 [ 岡山 ] 11月14日(水) [ 13:00  16:00 ] 受付: 12:40  

九州 [ 福岡 ] 11月13日(火) [ 13:00  16:00 ] 受付: 12:40  

開催日時開催場所



一般社団法人 全国住宅技術品質協会

【開催日時】
受付開始

【開催場所】

【アクセスマップ】

【アクセス】 ［ＪＲ］

札幌会場

2018年11月 8日(木)
12:40  

13:00   16:00

●JR札幌駅 徒歩５分

 北海道    

2018年度 第1回 地盤技術品質研修会    

URL：

北農健保会館
北海道札幌市中央区北4条西7丁目1番4

http://www.hokunoukenpo.or.jp/kaikan/access.html



一般社団法人 全国住宅技術品質協会

【開催日時】
受付開始

【開催場所】

【アクセスマップ】

【アクセス】 ［J R］

仙台会場

URL：

案内図

●JR東北本線 仙台駅 徒歩３分 

 東北    

2018年度 第1回 地盤技術品質研修会    

2018年11月 9日(金) 13:00   16:00
12:40  

㈱いぶきエステート 駅前のぞみビル  5階会議室

http://www.ibuki-sendai.co.jp/access.html

宮城県仙台市青葉区中央3丁目6番22号 駅前     



一般社団法人 全国住宅技術品質協会

【開催日時】
受付開始

【開催場所】

【アクセスマップ】

【アクセス】 ［J R］

［地下鉄］

東京会場

URL：

案内図

●JR神田駅 東口 徒歩１分

●東京メトロ銀座線 神田駅 ３番出口
●東京   丸 内線 淡路町駅 Ａ2出口 徒歩８分

【関東エリア】

2018年度 第1回 地盤技術品質研修会    

2018年11月 7日(水) 13:00   16:00
12:40  

エッサム神田ホール＜１号館＞  ３階大会議室（301）
東京都千代田区神田鍛冶町3-2-2

●JR秋葉原駅 電気街口 徒歩９分

http://www.essam.co.jp/hall/access/



一般社団法人 全国住宅技術品質協会

【開催日時】
受付開始

【開催場所】

【アクセスマップ】

【アクセス】 ［J R］

名古屋会場

●各線 名古屋駅 桜通口 徒歩９分
   ユニモール(地下街)を通り、地下鉄「国際センター」駅 ３番出口目の前

2018年11月 16日(金) 13:00   16:00

URL： http://www.officepark-net.jp/conference/hanaguruma/?tab=3

愛知県名古屋市中村区名駅5丁目4番14号 花車  北館9階

12:40  

        名駅花車    会議室  910AB

【中部エリア】

2018年度 第1回 地盤技術品質研修会    



一般社団法人 全国住宅技術品質協会

【開催日時】
受付開始

【開催場所】

【アクセスマップ】

【アクセス】 ［J R］

［地下鉄］

大阪会場

大阪府大阪市東淀川区東中島1-18-27

URL：

●JR東海道本線 新大阪駅 東出口より東口へ

●地下鉄御堂筋線 新大阪駅 ⑤⑥番改札より上へ

http://marubiru-honkan-shinkan.com/access.php

2018年度 第1回 地盤技術品質研修会    

2018年11月 15日(木) 13:00   16:00
12:40  

新大阪丸ビル＜新館＞  909号室

 関西    



一般社団法人 全国住宅技術品質協会

【開催日時】
受付開始

【開催場所】

【アクセスマップ】

【アクセス】 ［バス］
乗り場 ：JR岡山駅 5番乗り場
行先 ：倉敷駅・中庄駅方面 約20分
下車停留所 ：「光生病院前」
バス会社 ：両備バス・岡電バス・下電バス

岡山会場

12:40  

岡山シティホテル厚生町  会議室211
岡山県岡山市北区厚生町3丁目1-20

URL： http://www.okayama-cityhotel.co.jp/kouseicho/access/index.html

2018年度 第1回 地盤技術品質研修会    

2018年11月 14日(水) 13:00   16:00

【中四国エリア】



一般社団法人 全国住宅技術品質協会

【開催日時】
受付開始

【開催場所】

【アクセスマップ】

【アクセス】 ［J R］

［地下鉄］

福岡会場

URL：

案内図

●JR博多駅 筑紫口 徒歩４分 

●福岡市営地下鉄博多駅 筑紫口改札口より 徒歩４分

2018年度 第1回 地盤技術品質研修会    

2018年11月 13日(火) 13:00   16:00
12:40  

リファレンス駅東ビル貸会議室  3階H-1
福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目16-14 リファレンス駅東ビル

【九州エリア】

http://www.re-rental.com/ekihigashi/access/

   東６出口を上がって左方向へ



JJPN

【返信】  E-mail：syadan@zenjyu-hin.or.jp

  一般社団法人 全国住宅技術品質協会 事務局  宛  

↓下記該当へ○をし、詳細記入をお願い致します。
＊出席者名フルネームではっきりと記入して下さい

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

【事務局記入欄】

調査  ・  工事

参加会場

調査  ・  工事

担当者氏名

出席者氏名 担当業務に「○」
(複数選択可)

調査  ・  工事

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・岡山・福岡

返信期限: 10月 19日(金) 必着

2018年度 第１回 地盤技術品質研修会 参加申込書
会 社 名
(事業所名)

連絡先
(ＴＥＬ)

出席者 ５

出席者 １

研修会参加者

出席者 ２

調査  ・  工事

出席者 ３

出席者 ４

調査  ・  工事


