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不況に負けない企業風土作りのために……徹底 3S に取り組んでみませんか？
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3S 入門・実践プラン

3S 仕組み化プラン

◆座学と、実際の現場における実践によ
って 3S の基礎を学べます。
◆実践しながら、まずは皆様の現場を劇
的に改善します。

◆左記の『入門・実践プラン』の内容に
加え、講師がいなくとも 3S が継続的
に回る仕組みづくりまで支援します。

事前訪問を含む計 4 回 ( 毎月 1 回 )

事前訪問を含む計 7 回 ( 毎月 1 回 )

60 万円 (+ 消費税 )

100 万円 (+ 消費税 )

ふるしば

講師

やすはる

古芝 保治

枚岡合金工具株式会社
代表取締役会長
趣味：旅行、サイクリ
ング、ジョギングなど
自然の中に身を委ねる
こと。

枚岡合金工具株式会社
教育事業部 3S 研修事務局
Tel: 06-6758-2288
〒544-0013
大阪府大阪市生野区巽中 2-7-22

現役製造業が指導します！
枚岡合金工具は、3S 活動歴 20 年以上。これ
までに 2,000 社、16,000 名が工場見学に来
社されています。3S のノウハウと、継続する
ことの難しさをよく知る現役の製造業が、あ
なたの会社を生まれ変わらせます。

枚岡合金工具のビフォー・アフター

3S 入門・実践
プラン

3S 仕組み化
プラン

3S ネットワーク

4 ヶ月間

7 ヶ月間

6 ヶ月～

リアル

リアル

オンライン

ヒアリング & レポート

✔

✔

3S 講話 & キックオフ大会

✔

✔

3S コンサルティング パッケージプラン
期間
実施方法
カリキュラム

事前訪問
第1回

心に火を点ける

第2回

【整理・整頓】「18 ヶ条の御誓文」解説

✔

✔

第3回

【整理・整頓】姿絵管理の実習

✔

✔

第4回

【清掃】心を磨く清掃実習

✔

第5回

【情報の 3S】枚岡合金工具での工場見学会

✔

第6回

【整頓】現状の分析と改善の仕組み

✔

3S を学び・実践する

3S を仕組み化する

3S を継続し企業風土を築く

複数企業のグループでの 3S 勉強会

✔

※いずれかのプランを卒業後に申込可能

2022 年 4 ～ 6 月

募集期間
第1期

2022 年 4 月～

第2期

2022 年 7 月～

第3期

2022 年 10 月～

第4期

2023 年 1 月～

募集 3 社

随時

募集 2 社

募集枠

費用
※交通費は別途実費で頂きます

募集 2 社
募集 3 社
60 万円

100 万円

6 万円 / 月

( 税込 66 万円 )（税込 110 万円）
（税込 6 万 6 千円）

●いずれも 1 回あたり 3 時間 (13:30 ～ 16:30)、月 1 回実施します。●別途オプションとして、責任者との個別面談等もございま
す。●事業所の規模によっては、カリキュラムの時間内で事業所全体を十分に指導できない場合がございます。その場合、対象の範囲
を絞るかカリキュラムの枠を拡大するか等について事前にご相談させて頂きます。●『3S 入門・実践プラン』卒業後に、第 4 ～ 6 回
の内容を追加でお申し込み頂くこともできます (50 万円 )。

お客様の事例
仲井京子社会保険労務士事務所様
「紙を出さない働き方」を習慣化。
スタッフを増やすことなく、
顧問先は 1.6 倍に増加！
株式会社ヒューマンシステム様
オフィスの整理によりできた空きス
ペースで、年間 360 万の賃貸収入！

日鐵鋼業株式会社様
年間 1 億円の在庫削減。4 年間で経
常利益 4 倍！
株式会社ふじや物流センター様

年間 7,500 万円の在庫削減！

※事例の出典 :『人を育み、利益をもたらす 会社を強くする習慣』（ダイヤモンド社刊） ※事例はいずれも『3S ネットワーク』のものです。

枚岡合金工具株式会社 教育事業部 3S コンサルティング事務局
Tel: 06-6758-2288 〒544-0013 大阪府大阪市生野区巽中 2-7-22

3S お悩み別サービスご案内
何から取り組めばいいのか、まったくわからない。
3S活動で職場はどう変わるの？ 実例と生の声が知りたい。
改善活動の具体的なアイデアやテクニックを知りたい。
3S活動を推進する立場になった。効果的な事例を知りたい。
新入社員教育の一環として3S活動を学ばせたい。
製造業に対して実習を行う立場なので、3Sの基礎を知っておきたい。

社員は業務改善の必要性を感じているが、トップが踏み切ってくれない。
3S活動の推進役を任されたが、トップや現場との温度差に困っている。

3S活動に取り組むことになった。社員の心に火を点けてほしい。

工場見学会
に、ぜひ一度お越しください。
具体的な改善事例をご覧頂ける現
場見学と、3Sに関する講話を軸
に、3Sを通じた経営革新の一連
のノウハウを学んで頂けます。あ
らゆる業種・ご役職の方にお勧め
できます。オンラインでの開催も
ございます。

工場見学会
に、キーマンの方をぜひ
お連れください。

出張3S講演
に、お任せください。

企業や団体の勉強会に来てレクチャーしてほしい。
3Sの意味、3Sに取り組む心構え、
3S活動に取り組む意味と意義を、社員が深く理解できていない。 3Sの真の目的について、枚岡合金
工具の実体験と改善事例を交えて
お話しします。社内研修、勉強会、
トップは3S活動を推進したいが、部下が付いてこない。
安全大会、協会のイベントなど、
お気軽にご相談ください。

我が社の現場の実情に沿った、詳細なアドバイスがほしい。
3S活動がマンネリ化している。あるべき姿を見失っている。

3Sコンサルティング
を、ぜひご検討ください。

お客様の実際の現場で、実践しな
がら3Sの基礎を学んで頂きます。
現場をまずは劇的に生まれ変わら
3S活動が一過性のイベントで終わってしまう。定着しない。
せる『3S入門・実践』プランと、
それに加え3Sが継続的に回るよう
全社一丸となって3S活動に取り組めていない。部門間で温度差がある。 仕組みづくりまで支援する『3S仕
組み化』プランがございます。
3S活動を継続させる仕組みが手探りでわからない。

枚岡合金工具株式会社 教育事業部 3S コンサルティング事務局
Tel: 06-6758-2288 〒544-0013 大阪府大阪市生野区巽中 2-7-22
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