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統一論題：サービス業の改善と標準化 

 開会式・講演会場 307 教室                                          司会：四日市大学 岩崎祐子 

9:00～ 大会準備 

9:30～9:40 開会式 挨拶                                    標準化研究学会 副会長 愛知工業大学 近藤高司 

9:40～10:20 
基調講演 「台湾型ものづくり革新のフロンティア」 

      The Frontier of Taiwan's Manufacturing System Change                    台湾東海大学   劉仁傑 氏 

10:25～11:15  

特別講演①「サービス経営における生産性向上の着眼点～顧客価値の向上と生産性向上の両立～」 

Viewpoint of Productivity Enhancement for Service Management 

―Compatibility of Customer Value Development and Productivity Enhancement―  創和マネジメント 梅村彰 氏 

11:20～12:00 
特別講演②「安倍政権下の海外展開（オープン戦略）～新宿さぼてんの事例として～」 

The Abe Administration's Open Strategy: A Case of Green House Foods              淡江大学     蔡錫勲 氏 

12:00～12:30 昼 食 

 
第 1 会場 307 教室 実務家セッション 

（日本語・中国語・英語） 

第 2 会場 301 教室 学術セッション 

（英語） 

第 3 会場 302 教室 理論と実践セッション 

（日本語・中国語・英語） 

司会 大平一哉 國島正浩 大澤美紀 

12:30～13:00 

サービスを充実しよう-サービスで競合企業に差をつけよう 

Improving the Quality of The Service 
-Taking a Lead Over Competitors on Service- 

 

澤田経営研究所 澤田善次郎 

キーボード高速入力能力取得に至る年齢の壁 

Limits of age to acquire the ability of high-speed typing 
 

名古屋市立大学 中村 彩子 

サービス業の改善事例紹介 

Improvement Case Introduction of a Service Industry 
 

NPO 法人 SDC 検証審査協会 石井敏夫 

13:00～13:30 

日用品におけるグローバル最適地生産の一考察 

―乾電池を例として― 

Study of global optimal locations production in commodities  

―As an example of dry batteries― 

 

パナソニック㈱ 葛西恵里子 

Inter-organization network in the metaｌ treatment industry 

cluster-Lesson learnt from Small and medium-sized enterprise 
in Tokai area- 

 

名古屋工業大学 山川大輔 

ベトナムにおける産業集積の新たな形態に関する一考察 

-ホーチミンにおける VIE-PAN TECHNO PARK を事例として- 

A Study on the New Forms of Industrial Clusters in Vietnam 
- A Case Study of VIE-PAN TECHNO PARK in Ho Chi Minh City – 

 

群馬大学 税所哲郎 

13:30～14:00 

回転すし店の標準化事例 

Case study of Standardization for Sushi Restaurant working 
 
 
 
 

㈱セキデン 坂倉貢司 

日本の金融機関の経営課題 

Management challenges for Japanese financial institutions 

— Focusing on Low Profitability — 

 
 
 

椙山女学園大学大学院 岩崎祐子 

スマートフォンスクール参加者の生活実態と教育効果 

-アクティブシニアのＩＣＴ利活用による 

高齢社会の課題解決をめざして- 

The life actual situation and education effect of the smartphone 
school participant 

－Aim to solve the problems of aging society by the use of ICT for 

active senior－ 

 

椙山女学園大学大学院 高所真理子 

14:00～14:10 休 憩 



 
第 1 会場 307 教室 実務家セッション 

（日本語・中国語・英語） 

第 2 会場 301 教室 学術セッション 

（英語） 

第 3 会場 302 教室 理論と実践セッション 

（日本語・中国語・英語） 

司会 坂倉貢司 税所哲郎 石井敏夫 

14:10～14:40 
台湾の歴史と観光 

History and Sightseeing of Taiwan 
 

新亜旅行社 大平一哉 

サービス設計手法に基づく標準化手法 

Standardization Methodology based on Service Design Tool 
 

名古屋工業大学 伊藤公佑 

日本の中小製造業の品質マネジメントによる可視化 

Visualization of the TQM in Japanese small and medium 
manufacturer 

 

愛知工業大学大学院 張 博 Bo Zhang 

14:40～15:10 
コンテンツにおける日本の音楽産業 

Japanese Music Industry in Japanese Content Industries 
 
 

淡江大学 吳怡萱 

品質の観点によるコトづくりの公式－コトづくり時代のモノ

づくりの課題 

A formula for successful Mono-Zukuri from the point of the 
view of Quality―The Agenda of Mono-Zukuri in the 

Koto-Zukuri era― 
 

創和マネジメント 梅村彰 

製造業におけるＳＣＭの標準化の一考察 

The Standardization for Supply Chain Management in the 
Manufacturing Industry 

 

愛知工業大学 近藤高司 

15:10～15:40 
トヨタ生産方式のサービス業への適用 

Application to a service industry of Toyota Production System 

 

㈱経営技術研究所 藤井春雄 

Visualization of return and risk 

- Decision making support method to choose optimum 

solution – 

 

中小企業診断士 國島正浩 

キャリアコンサルタントの専門性についての一考察 

A Study on the expertise of career consultants 

 

テンプスタッフキャリアコンサルティング株式会社 大澤美紀 

15:40～16:10 
試論：クール・ジャパンとメイド・イン・ジャパン 

Essay; Cool Japan and Made in Japan 

 

 

明道大学 賴昱誠  

市街地から郊外地への工場進出コスト低減支援事例 

―中小自動車部品製造業の不動産戦略― 

The factory advance cost reduction support case to the suburbs 

from the city of small and medium-sized auto parts manufacturing 

industry 

-Real estate strategy of small and medium-sized manufacturing - 

 

㈱ビレッジ開発 下村太一郎 

16:10～16:30 第 1 会場 307 教室 閉会式 挨拶                                                     台湾東海大学        劉仁傑 氏 

17:00～18:30 情報交換会 会場 故宮晶華 

 


