２０１７年度(２０１７年３月１日～２０１８年２月２８日)

ＱＣサークル本部、支部・地区事務局一覧

地域の企業に密着して、ＱＣサークル活動の普及・推進のため活動しております。
地域の企業の特長を活かしたＱＣサークル大会、交流会、研修会などを企画・実施しております。
行事へのご参加やご相談などお気軽にご連絡ください。

(敬称略)

※事務局担当者名などは変更することがございます。
北 海 道 支 部
トヨタ自動車北海道㈱ 甚野直也/高下秀昭/大谷光広/齋藤絢美
〒059-1393 苫小牧市字勇払145番1
TEL(0144)52-3601 FAX(0144)52-3184
札幌地区
㈱デンソー北海道 稲見充泰
〒066-0051 千歳市泉沢1007-195
TEL(0123)47-8850 FAX(0123)48-5200
苫小牧・千歳地区
㈱デンソー北海道 岸浦将廣
〒066-0051 千歳市泉沢1007-195
TEL(0123)47-8850 FAX(0123)48-5200

北 陸 支 部
アクシアル リテイリング㈱TQM推進室 片野奈緒美(原信ﾅﾙｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ㈱内)
〒954-0193 新潟県長岡市中興野18番地2
TEL(0258)66-8650 FAX(0258)66-8663
新潟地区
石川地区
ダイニチ工業㈱ 塗装課 井尾 允
ジェイ・バス㈱ 小松工場 経営企画部 岩尾光浩/総務部 野村夕香里
〒950-1295 新潟県新潟市南区北田中780番地6
〒923-8575 石川県小松市串町工業団地30番地
TEL(025)362-1100 FAX(025)362-1130
TEL(0761)44-8634 FAX(0761)44-8651
富山地区
福井地区
アイシン軽金属㈱ TQM・TPM推進室 津田 真美子/甲 佑莉
サカイオーベックス㈱ 総務部 小澤奈央
〒934-8588 富山県射水市奈呉の江12番地の3
〒918-8530 福井県福井市花堂中2丁目15-1
TEL(0766)82-8808 FAX(0766)84-8572
TEL(0776)36-5823 FAX(0776)36-5827

室蘭地区
産業振興㈱室蘭事業所 大森透
〒050-0087 室蘭市仲町12番地
TEL090-9521-1499 FAX(0143)47-7964

東 北 支 部
庄子保夫
〒984-0032 仙台市若林区荒井字畑中52
TEL(090)5846-5265 FAX(022)288-5265
青森・岩手地区
㈱デンソー岩手 モノづくり革新部モノづくり革新課
〒029-4593 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根森山４－２
TEL(0197)44-3973 FAX(0197)44-5339
宮城地区
庄子保夫
〒984-0032 仙台市若林区荒井字畑中52
TEL(090)-5846-5265 FAX(022)288-5265
福島地区
日産自動車㈱いわき工場 管理課 菅野明未
〒971-8183 いわき市泉町下川字大剣386番地
TEL(050)3751-5228 FAX(0246)75-1151

近 畿 支 部

千田清人

山形地区
㈱新庄エレメックス 品質保証部 佐藤浩彦
〒996-0053 山形県新庄市大字福田711-36
TEL(0233)23-1566 FAX(0233)23-1130
秋田地区
日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ ステアリング品質保証部
〒013-8592 秋田県横手市安本字下御所野1-2
TEL(0182)33-0920 FAX(0182)33-2229

基準管理グループ

東 海 支 部
新日鐵住金㈱名古屋製鐵所 生産技術部 生産技術室 藤沢巌/山下恵美子
〒476-8686 愛知県東海市東海町五丁目３番地
TEL(052)603-7183 FAX(052)603-7184
愛知地区
オーエスジー㈱ グローバル品質保証室 黒田伸浩/小柳津友子
〒442-8544 愛知県豊川市本野ヶ原1-15
TEL(0533)84-8929 FAX(0533)84-8952
三重地区
住友電装㈱
品質管理本部 品質企画部 教育企画グループ 宇佐美敏也/伊藤寛美
〒510-8503 三重県四日市市西末広町１番１４号
TEL(059)354-6434 FAX(059)354-6192

兵庫地区
グローリー㈱ 品質・環境管理部 ＧＵＴＳ推進グループ
〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1
TEL(079)297-8061 FAX(079)297-3124

中 国・四 国 支 部

関 東 支 部
日立建機㈱ 生産調査部 柏木 伸夫/吉田 祐紀 総務部 庶務・渉外グループ
〒300-0013 茨城県土浦市神立町650番地
TEL(029)832-7119 FAX(029)831-9881
京浜地区
㈱ジーシー GQM推進室 黒川和孝/古賀文野
〒113-0033 東京都文京区本郷3-2-14
TEL(03)3815-1713 FAX(03)3815-1776
長野地区
アート金属工業㈱ 品質保証部 品質企画グループ 大居亜紀子
〒386-1211 長野県上田市下之郷813-6
TEL(0268)38-1004 FAX(0268)38-1030
群馬地区
澤藤電機㈱ ＴＱＭ推進部 ＴＱＭ推進課 唐品理絵/松田正享
〒370-0344 群馬県太田市新田早川町3
TEL(0276)58-5550 FAX(0276)56-6413
埼玉地区
㈱安川電機 品質保証部 品質向上推進グループ 増岡浩喜
〒358-8555 埼玉県入間市上藤沢480番地
TEL(080)-9057-6410 FAX(04)2963-4031
栃木地区
ジェイ・バス㈱ 宇都宮工場 品質管理部 車両品質課 木部和彦
〒329-1105 栃木県宇都宮市中岡本町2857-2
TEL028-673-6090
FAX028-673-6129

土場祐子

パナソニック㈱ ＡＩＳ社 品質・環境部 本田浩嗣/本城法子
〒571-8506 大阪府門真市大字門真1006
TEL(090)1597-0571
京滋地区
日本板硝子㈱ 舞鶴事業所 舞鶴製造部 楠和彦
〒625-8666 京都府舞鶴市大波下小字浜田255番地
TEL (080)-1385-6814
FAX (0773)-64-2186
大阪・近畿南地区
理研ビタミン㈱ 大阪工場 高瀬佳一
〒573-0065 大阪府枚方市出口1-1-32
TEL(072)841-0121
FAX(072)845-1017

五十嵐 慎

山梨地区
山梨積水㈱ 企画管理部 総務課 北井麻帆
〒400-0052 山梨県甲府市上条新居町300
TEL055-241-3101 FAX055-241-5933
千葉地区
双葉電子工業㈱ 業務管理本部ＣＳＲ推進部 東康弘
〒299-4395 千葉県長生郡長生村薮塚1080
TEL(0475)32-6385 FAX(0475)32-6146
神奈川地区
ＫＹＢ㈱相模工場 管理部ＱＣ事務局 中島泉/髙橋裕江
〒252-0328 神奈川県相模原市南区麻溝台1-12-1
TEL(042)746-5511 FAX(042)745-6388
茨城地区
㈱小松製作所 茨城工場 品質保証部 品質保証課 大橋優美
〒312-0004 茨城県ひたちなか市長砂163-46
TEL(0292)65-2391 FAX(0292)65-2362

JFEスチール㈱ 西日本製鉄所 倉敷地区 企画部ＩＥｿﾘｭｰｼｮﾝ室 田中美夕紀
〒712-8511 岡山県倉敷市水島川崎通１丁目
TEL(086)447-2398
FAX(086)447-2467
岡山地区
日本ゼオン㈱ 水島工場 総務人事課総務人事グループ 小野麻希
〒711-8511 岡山県倉敷市児島塩生字新浜2767-1
TEL(086)475-0002
FAX(086)475-1169
広島地区
マツダ㈱ 品質保証部 堤博幸
〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3-1
TEL(082)287-4588
FAX(082)287-5219
山口地区
マツダ㈱ 防府工場 第4車両製造部 竹田邦夫
〒747-0835 山口県防府市大字西浦888-1
TEL(0835)29-1113 FAX(0835)29-3019

四国地区
四国旅客鉄道㈱ 研修センター 高島恭介
〒760-0004 香川県高松市西宝町2-7-44
TEL087-861-2370 FAX087-861-1011
山陰地区
ダイヤモンド電機㈱ 鳥取工場 TQM推進部
〒689-1192 鳥取県鳥取市南栄町18
TEL(0857)53-1121 FAX(0857)53-1104

九 州 支 部
新日鐵住金㈱ 八幡製鐵所 生産技術部 システム・ＩＥ企画室
〒804-8501 北九州市戸畑区飛幡町1-1
TEL(093)872-6020 FAX(093)871-1841
北部九州地区
日鉄住金テックスエンジ㈱八幡支店
総務部 品質管理グル－プ
岩本正昭/西濱英雄/白石洋子/高尾勝利
〒804-8588 北九州市戸畑区大字中原46-59
TEL(093)288-5862 FAX(093)288-5861
中部九州地区
㈱ブリヂストン 九州生産本部 生産技術部 野口直美
〒830-0028 福岡県久留米市京町105番地
TEL(0942)39-3161 FAX(0942)39-3140

淵上知幸/松田恵理菜

西部九州地区
㈱香蘭社 技術部 研究開発課 中田明香
〒844-8601 佐賀県西松浦郡有田町幸平1-3-8
TEL(0955)43-2130 FAX(0955)43-2136

沖 縄 支 部
静岡地区
トヨタ自動車㈱ 東富士研究所管理部 佐々木秀和/濱田理恵
〒410-1193 静岡県裾野市御宿1200番地
TEL(055)997-9576
FAX(055)997-7860
岐阜地区
ＫＹＢ㈱ 岐阜北工場 総務部総務課 小栗正和/西田正夫(南駐在)
〒509-0298 岐阜県可児市土田2548(北工場・小栗)
〒509-0297 岐阜県可児市土田505(南工場・西田)
TEL(0574)26-5129 FAX(0574)26-5162(小栗)
TEL(0574)26-1795 FAX(0574)26-1114(西田)

大和コンクリート工業㈱
事務局 儀武竜行
〒904-2201 沖縄県うるま市字昆布1839－1
TEL(098)972-3535 FAX(098)972-4212
ＱＣサークル本部
一般財団法人日本科学技術連盟内 ＱＣサークル本部事務局 大畑・糸柳・小山
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-2-1 TEL(03)5378-9815 FAX(03)5378-9843

前場ゆかり

藤本史穂

