
◆お申込は下記に必要事項を記入してＦＡＸ、E-Mailにてお申込ください。

　貴社名

　所在地 〒

　ご担当者名 　所属・役職

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ

　Ｅ－Ｍａｉｌ 弊社コンサル・研修実績（ある ・ なし）

　参加者氏名

セミナー名・日付

サン・グローバル総合研究所の特徴

①低価格でシンプル ②充実した教育訓練 ③幅広い業種対応

地元ならではの素早い対応 山梨県・長野県で600社以上の実績 企業規模・業種を問わず対応可能

半日単位のコンサルティングが可能 セミナーでは、5000名を超える実績 地元を知り尽くしたコンサルティング

スタッフ

・中小企業診断士 3名

・環境カウンセラー1名

・ＭＢＡ・ＢＣＰ 1名

・一種公害防止管理者 2名

・ISO9000 主任審査員 3名

・ISO9O01 審査員・同補 7名

・ISO14001 主任審査員 1名

・ISO14001 審査員・同補 5名

・ISO45001審査員補 1名

・IATF審査員補 1名

・社会保険労務士 1名

・一級建築士 ２名

・ISMS 審査員 １名

・技術士 １名

・Pマーク審査員 １名

申 込 み

受講案内 ・ 請求書郵送

ご 入 金

受 講 当 日

申 込 み の ご 案 内

下記の必要事項を記入してFAX

またはe-mailよりお申込みください

講座の案内と当日のスケジュール、請

求書をお送りいたします

受講するセミナーの３日前までに

お振込みください

当日は遅れないように会場に

お越しください

〒400-0858 山梨県甲府市相生1-7-3 http://www.3ｇｃ.co.jp

TEL:055-233-3130
お申し込みは⇒ FAX:055-220-1353  e-mail : main@3gc.co.jp

株式会社 サン ・ グローバル総合研究所

サン ・ グローバル総合研究所は、公開及び企業内セミナー実績 600社、 5000名の方々に受講して

いただいております。「多種多様な公開セミナーを実施してほしい」との声にお応えし、年間を通して

さまざまなセミナーを行うこととなりました。 経験豊富な講師によるセミナーは、初めての方でも

わかりやすく、実践を交えるため、費用対効果の高いセミナーです。 １０年後も活気ある会社になる

ため、弊社では「人材」から「人財」となる社員を教育の面からサポートをいたします。

(本チラシに記載している以外のセミナーも随時開催予定です）

参加人数が最少催行人数に達しない場合は、延期

もしくは中止にさせていただく場合がございます

会員の方は全講座が1割引

にて受講できます。また、

各セミナーにおいて

修了証が発行されます

日
付

日
付

日
付



2020年4月 ― 2021年3月
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セ ミ ナ ー 一覧表

長
　
野

山
　
　
梨

ヒューマンエラー防止セミナー

ISO9001セミナー

ISO14001セミナー

ISO9001セミナー

ISO14001セミナー

品質管理セミナー

労働安全セミナー

なぜなぜ分析セミナー

ヒューマンエラー防止セミナー

品質管理セミナー

労働安全セミナー

なぜなぜ分析セミナー

IATF16949セミナー

コーチングセミナー

株式会社 サン ・ グローバル総合研究所

2020年4月～2021年3月山梨 ・ 長野版

年間セミナースケジュール

FAX:055-220-1353  TEL:055-233-3130 http://www.3ｇｃ.co.jp

サン・グローバル総合研究所のセミナーは、初心者から管理職の方まで理解しやすく、他社の教育に

プラスアルファを加えた実践を行うことで、より業務に役立つセミナーとなっております。セミナー後

のフォローアップも充実しており、弊社では「人材」から「人財」へと育成するお手伝いをいたします。

ver.1□



◆品質管理セミナー 対象者 ： 全社員　

セミナー名 開催地 受講日 時間 会場 内　容

・ 品質管理の受講料（税別）は１回につき10,000円となります　　・ 長野下期のスケジュールは7月頃決定いたします

◆ＩＳＯ９００１セミナー
 規格解説 対象者 ： 全社員　

 内部監査員研修 対象者 ： 全社員　

 レベルアップ研修 対象者 ： 内部監査員研修を受講された方　

◆ＩＳＯ１４００１セミナー
 規格解説 対象者 ： 全社員　

 内部監査員研修 対象者 ： 全社員　

 レベルアップ研修 対象者 ： 内部監査員研修を受講された方　

内　容

開催地 受講日 時間 会場 受講料(税別） 内　容

10,000

開催地 受講日 時間 会場 受講料(税別）

山　梨 4/16木・6/18木・8/21金
10/23金・12/18金 9：00～18：00 山梨県中小企業

人材開発センター 20,000

長　野 10/28水 9：00～17：00 テクノプラザ　※1

おかや 20,000

内　容

山　梨 4/10金 ・ 10/20火 13:30～16：30
山梨県中小企業
人材開発センター

内　容

山　梨
8/25火 ・ 3/11木

9：00～17：00 山梨県中小企業
人材開発センター 20,000

長　野 8/19水 ・ 11/26木 9：00～17：30 テクノプラザ　※1

おかや 20,000

開催地 受講日 時間 会場 受講料(税別）

内　容

山　梨 5/22金・9/18金・11/20金 9：00～18：00 山梨県中小企業
人材開発センター 20,000

山　梨 5/15金 ・ 11/17火 13:30～16：30 山梨県中小企業
人材開発センター 10,000

開催地 受講日 時間 会場 受講料(税別）

開催地 受講日 時間 会場 受講料(税別） 内　容

長　野 6/17水 ・ 12/16水 9：00～17：30 テクノプラザ　※1

おかや 20,000

山　梨
7/21火 ・ 2/18木

9：00～17：00 山梨県中小企業
人材開発センター 20,000

長　野 7/15水 9：00～17：00 テクノプラザ　※1

おかや 20,000

開催地 受講日 時間 会場 受講料（税別）

⑥ 問題解決と予防処置
山　梨 9/9水 ・ 3/4木

13：30～16：30
山梨県中小企業
人材開発センター

長　野 9/24木 ・ 3月
13:00～16:00

テクノプラザ　※1

おかや

⑤ グラフ
山　梨

8/5水 ・ 2/4木
13：30～16：30 山梨県中小企業

人材開発センター

長　野
9/24木 ・ 3月

9：00～12：00
テクノプラザ　※1

おかや

④ ＱＣ７つの道具
山　梨 7/8水 ・ 1/20水

13：30～16：30
山梨県中小企業
人材開発センター

長　野 7/2木 ・ 1月
13:00～16:00

テクノプラザ　※1

おかや

③ 見える化とは
改善の基礎知識

山　梨 6/11木 ・ 12/3木 13：30～16：30
山梨県中小企業
人材開発センター

長　野 7/2木 ・ 1月
9：00～12：00

テクノプラザ　※1

おかや

② 品質で儲ける
品質管理の基礎その2

山　梨 5/12火 ・ 11/5木 13：30～16：30
山梨県中小企業
人材開発センター

長　野 5/14木 ・ 11月 13:00～16:00
テクノプラザ　※1

おかや

① 品質で儲ける
品質管理の基礎その1

山　梨 4/21火 ・ 10/7水 13：30～16：30
山梨県中小企業
人材開発センター

長　野 5/14木 ・ 11月 9：00～12：00
テクノプラザ　※1

おかや

品質管理による利益向上・

経費削減が可能になる業務

プロセスの仕組みを学習する

セミナーです

情報の見える化を活用する

ことで業務改善につなげます

問題の90％を解決できる

QC七つ道具を学び、職場

での問題解決に役立てます

実務に活かすグラフの作り方・

作成方法を理解し、問題の

原因追及に活かせる手法を

学びます

問題解決の基礎知識を学習

することで不適合の再発防止

に役立つセミナーです

規格は難しい用語多く、事前学習で内部

監査員研修が理解しやすくなります

要求事項及び内部監査のポイントを

丁寧に解説します。また実践的な

演習を行うことで理解度が増します

内部監査員の能力をプラッシュアップ

するセミナーです。内部監査のマンネリ

解消など、より実務に活かせる監査

手法を学ぶセミナーです

内部監査員の能力をプラッシュアップ

するセミナーです。内部監査のマンネリ

解消など、より実務に活かせる監査

手法を学ぶセミナーです

規格は難しい用語多く、事前学習で内部

監査員研修が理解しやすくなります

要求事項及び内部監査のポイントを

丁寧に解説します。また実践的な

演習を行うことで理解度が増します
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◆ＩＡＴＦ１６９４９セミナー 対象者 ： 全社員　

 無料セミナー

開催地 受講日 時間 会場 受講料 内　容

山　梨 5/27水 13:30～16:30
山梨県中小企業
人材開発センター

無 料

 規格解説

開催地 受講日 時間 会場 受講料(税別） 内　容

山　梨 9/16水 13:30～16:30
山梨県中小企業
人材開発センター

10,000

 コアツール

開催地 受講日 時間 会場 受講料(税別） 内　容

山　梨 10/15木 9:00～17:00
山梨県中小企業
人材開発センター

20,000

 内部監査員研修 (２日間コース）

開催地 受講日 時間 会場 受講料(税別） 内　容

山　梨 1/14木 ・ 1/15金 9:00～17:00
山梨県中小企業
人材開発センター

40,000

◆労働安全セミナー（ISO45001） 対象者 ： 全社員　

開催地 受講日 時間 会場 受講料(税別） 内　容

山　梨 7/28火 13:30～16:30
山梨県中小企業
人材開発センター

10,000

長　野 6/3水 ・ 12/15火 13:30～16:30 テクノプラザ　※1

おかや 10,000

◆なぜなぜ分析セミナー 対象者 ： 全社員　

開催地 受講日 時間 会場 受講料(税別） 内　容

山　梨 １１/１２木 9:00～16:30
山梨県中小企業
人材開発センター

20,000

長　野 9/2水 9:00～16:30
テクノプラザ　※1

おかや 20,000

◆コーチングセミナー 対象者 ： 中間管理職　

 基礎コース 内　容

開催地 受講日 時間 会場 受講料(税別）

山　梨 6/23火 ・ 12/9水 9：00～12:00
山梨県中小企業
人材開発センター

10,000

 実践コース

開催地 受講日 時間 会場 受講料(税別）

山　梨 6/23火 ・ 12/9水 13：00～16：00
山梨県中小企業
人材開発センター

10,000

◆ヒューマンエラー防止セミナー 対象者 ： 全社員　

開催地 受講日 時間 会場 受講料(税別） 内　容

山　梨 1/26火 13:30～16:30
山梨県中小企業
人材開発センター

10,000

長　野 9/3木 9:00～12:00
テクノプラザ　※1

おかや 10,000

※1　長野の受講会場は状況により岡谷市、諏訪市の別の会場に変わることもあります。詳細はお問い合わせください。

取得を考えている方を対象に規格概要や

審査のポイント解説を行います

要求事項を中心に、ISO9001とIATF16949

の差分を分かりやすく解説します

５種類のコアツール手法を分かりやすく

解説。演習を取り入れ、理解を深めます

上司と部下のコミュニケーションを

より向上させ、社員が自立して考え、

行動することでよりよい組織作りを

目指すことを目的としたセミナーです。

基礎コースでは基礎知識を学び、

実践コースでは実際にコーチングの

デモンストレーションを行います

二つの基本的手法を学習し、実際に

起きた事例を解説することで、ヒューマン

エラーが起こる原因を見つけ、対策と

仕組みの構築をサポートします

分析の方法を学習し、正しい方向で真の

原因を発見し、問題解決に役立てます。

参加者でワークに取組み、実戦形式の

分析方法で考える習慣が身につきます

労働安全衛生に関するリスクアセスメント

や予防処置を学びます。より安全な組織

体制の構築に役立つセミナーです

規格解説・コアツール・内部監査に必要な知識

を解説します。2日目は実践的な演習で監査の

ポイントが理解できます

2021 2021

2021


	2020年度裏.pdf
	2020年度表.pdf
	2020年度左.pdf
	2020年度右.pdf

