−令和３年度−

研修スケジュール
コース 番号
区分

実施
予定

研修名称

日数

内

容

定員

開催場所

受講料

1

9月

CAD/CAE/MBD操作体験セミナー

1日

製品設計の基礎から、最新の機能まで、３
次元 CAD、構造解析、作成の操作を体験す
るセミナーです。初心者の方も少人数で学ぶ
１日コースですので、安心して体験してくださ
い。

2

7月

製品含有化学物質管理の
基礎セミナー

1日

製品含有化学物質とは何か、管理するとはど
ういうことか？ RoHS、REACH 規制の概要
も含めて分かりやすく解説する初心者向けの
基礎コースです。

32名 ハイテクプラザ

1日

RoHS 規 制や REACH 規 制を中心に、法 規
制の概要を説明。各国法規制についてもっ
と幅広く知りたい方、海外取引がある企業の
担当者におすすめです。最新情報満載の経
験者向けコース。

32名 ハイテクプラザ 10,000円

1日

水の基礎知識、超純水と純水の定義、超純
水・純水の技術解説をします。超純水使用の
10 のルールや、水の基礎用語、超純水と純
水の規格まで、製造装置や使用方法を実機
を使って講習します。

18名 ハイテクプラザ

無

料

1日

電子天秤やマイクロピペットの正しい使用方
法や、日常の維持管理、メンテナンスの方法
を解説します。最新のピペットや天秤を用い
た計量、分注をするワークショップを交えな
がら、わかりやすく説明します。

18名 ハイテクプラザ

無

料

1日

異物解析の代表とされる FTIR、SEM/EDS
と XRF について、観察～解析に役立つテク
ニックを紹介。無機物と有機物での手法の使
い分けなど、実機を使用した操作、解析の
実演を交えて説明します。

20名 ハイテクプラザ

無

1日

求められる製品品質、耐久性は、日々変化し
高度な信頼性が求められます。技術・製品開
発や品質管理、保証に携わる方に、用語や
規格の解説、実際の現場ノウハウなど最新
の事例を紹介。

32名 ハイテクプラザ

1日

金属 3D プリンタと言えば PBF 方式が広く
普及していますが、このセミナーでは、もう
一つの代表的な造形の DED 方式（ダイレク
トエナジーデポジション）を用いて基礎から
活用例まで実機を見ながら説明します。

18名

１日丸ごと化学物質管理・
3 10月
法規制セミナー

4

6月

ピペット分注/
天秤秤量の基礎セミナー

技術研修

6 10月 異物解析セミナー（有機～無機）

7

8

9

信頼性評価技術の最新動向
9月
（環境・振動・落下・衝撃）

9月

7月

付加積層型金属3Dプリンタの
活用基礎セミナー

色の評価・定量化の応用セミナー

11 9月

破断トラブルの解析セミナー

DIC画像処理による変位・
12 10月
ひずみ測定セミナー

研修名称

日数

内

容

定員

開催場所

受講料

ISO9001基礎セミナー

1日

規格を初めて学ぶ方へ、品質マネジメントシ
ステムの目的・背景から規格要求事項のねら
いと、その解釈の仕方について、わかりやす
く解説します。

32名 ハイテクプラザ 10,000円

14 5月

ISO14001基礎セミナー

1日

規格を初めて学ぶ方へ、環境マネジメントシ
ステムの全体像・要求事項ごとの意図やポイ
ントなど ISO14001 に関する基礎的な内容
をわかりやすく解説します。

32名 ハイテクプラザ 10,000円

15 5月

ISO9001内部監査員養成セミナー① 3日

ISO9001 の認証取得に必要な品質マネジメ
ントシステム構築から内部監査のポイントに
ついて学びます。3 日間コース。

12名 ハイテクプラザ 30,000円

16 7月

ISO9001内部監査員養成セミナー② 3日

ISO9001 の認証取得に必要な品質マネジメ
ントシステム構築から内部監査のポイントに
ついて学びます。3 日間コース。

12名 ハイテクプラザ 30,000円

17 9月

ISO9001内部監査員養成セミナー③ 3日

ISO9001 の認証取得に必要な品質マネジメ
ントシステム構築から内部監査のポイントに
ついて学びます。3 日間コース。

12名 ハイテクプラザ 30,000円

料

18 11月 ISO9001内部監査員養成セミナー④ 3日

ISO9001 の認証取得に必要な品質マネジメ
ントシステム構築から内部監査のポイントに
ついて学びます。3 日間コース。

12名 ハイテクプラザ 30,000円

無

料

19 6月

ISO14001内部監査員
養成セミナー①

3日

ISO14001 の認証取得に必要な環境マネジ
メントシステム構築から内部監査のポイント
について学びます。3 日間コース。

12名 ハイテクプラザ 30,000円

ハイテクプラザ
南相馬

無

料

20 8月

ISO14001内部監査員
養成セミナー②

3日

ISO14001 の認証取得に必要な環境マネジ
メントシステム構築から内部監査のポイント
について学びます。3 日間コース。

12名 ハイテクプラザ 30,000円

１日

測色計の原理や測定事例・管理幅の設定、機
器の管理方法など、好評だった過去２回のセ
ミナー内容に加えて、測色計の運用を進化さ
せた内容。最初に概要編もあるので、はじめ
ての方にも問題なく理解していただけます。

18名 ハイテクプラザ

無

料

21 10月

ISO14001内部監査員
養成セミナー③

3日

ISO14001 の認証取得に必要な環境マネジ
メントシステム構築から内部監査のポイント
について学びます。3 日間コース。

12名 ハイテクプラザ 30,000円

1日

自動車や航空宇宙産業また、熱処理業界にお
いて、高度な加工プロセスが求められていま
す。現場において、正確に再現よく行うポイン
トや、NADCAP や規格に対応するための日
常校正のポイントなど実務に合わせて解説し
ます。

18名 ハイテクプラザ

無

料

1日

「なぜなぜ分析」は、故障・不良等の真の原
因を “ なぜなぜ ” と繰り返すことで追求して
いく手法です。演習を交えながら、わかりや
すく解説します。

24名 ハイテクプラザ 10,000円

1日

破断観察に関する基礎的な内容を説明しま
す。破面観察から何が分かるのか、現場での
活用の仕方、トラブル事例の紹介、破面観
察の仕方などについて解説します。

18名 ハイテクプラザ

無

料

1日

デザインをこれから導入する、又は導入した
ばかりの企業の方にパッケージデザインにつ
いて基礎からわかりやすく解説。デザイナー
に自分のコンセプトなどを正しく伝える方法
などを「デザインコンセプトシート」の作成を
通じて学びます。

1日

カメラ画像から変位・ひずみ測定する方法と
して、近年注目を浴びる DIC（デジタル画像
相関）画像処理について、強度試験におけ
る実習を通して体験するとともに、様々な応
用例を紹介します。

18名 ハイテクプラザ

無

料

無

料

5,000円

一般研修

10 10月 硬さ試験セミナー

実施
予定

13 5月

12名 ハイテクプラザ

ISO研修

5

8月

純水・超純水の意外と
知らない基礎知識

コース 番号
区分

22 10月 なぜなぜ分析演習セミナー

23 9月

ブランド戦略における
パッケージデザインの役割

18名 ハイテクプラザ

5,000円

