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【Biz3 マガジン】2016 年 12 ⽉号 
□ トレーニング受講者の⽅々へ『Automotive SPICE 3.0 ポケットガイド』をプレゼント中 
■ 『Automotive SPICE 3.0 実践ガイドブック[⼊⾨編]』他を特別価格でご提供中 
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(1) 【愛知開催】第 4 回⾃動⾞機能安全カンファレンスの特別講演と無償相談会 
(2) 【東京開催】Automotive SPICE 3.0 プロセス基礎トレーニング 
(3) 【東京・愛知開催】A-SPICE3.0 対応 intacs 認定プロビジョナルアセッサートレーニング 
(4) 【東京開催】A-SPICE 3.0 対応『リードアセッサー育成⽀援コース』 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
  
-------------------------------------------------------------- 
(1) 【愛知開催】第 4 回⾃動⾞機能安全カンファレンスの特別講演と無償相談会 
⇒発表資料と詳細はこちらへ︓http://biz3.co.jp/iso26262/afsc2016/ 
-------------------------------------------------------------- 
2016 年 12 ⽉ 6 ⽇、7 ⽇に⾏われる「第 4 回 ⾃動⾞機能安全カンファレンス」の特別講演にて、弊社シニアディレク
ター⽥渕 ⼀成が講演させて頂くことなりました。テーマは、「⼯学的体系に基づく安全⽂化の形成〜エクスペリメンタル
アプローチとエンジニアリングアプローチ〜」です。是⾮ご聴講ください。 
また展⽰会場では、機能安全対応に関する無償相談会を開催します。弊社のコンサルタントが、機能安全対応に関
するご相談に備えてお待ちしていますので、お気軽にお声掛けください。 
 
-------------------------------------------------------------- 
(2) 【東京開催】Automotive SPICE 3.0 プロセス基礎トレーニング 
⇒詳細はこちらへ︓http://biz3.co.jp/publictraining/automotivespiceengineer 
-------------------------------------------------------------- 
皆様からたくさんのご要望を頂いておりました Automotive SPICE3.0 プロセス基礎トレーニングの東京開催が決定しま
した。この機会に受講を是⾮ご検討ください。 
■開催⽇（2 ⽇間）︓2017 年 1 ⽉ 16 ⽇（⽉）〜1 ⽉ 17 ⽇（⽕） 
■会場︓ビジネスキューブ・アンド・パートナーズ株式会社（東京都） 
■受講費⽤︓各⽇ 3.5 万円（税別）／1 名様 ※3 名様以上はボリュームディスカウントがあります。 
■概要︓Automotive SPICE 3.0 で新たに導⼊されたコンセプトや更新されたポイントなどを簡単にご紹介した上で、
Automotive SPICE 3.0 を活⽤してプロセス改善を推進するための勘所を詳しくご説明します。 
 
-------------------------------------------------------------- 
(3) 【東京・愛知開催】A-SPICE3.0 対応 intacs 認定プロビジョナルアセッサートレーニング 
⇒詳細はこちらへ︓http://biz3.co.jp/publictraining/intacsassessor/33 
-------------------------------------------------------------- 
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Automotive SPICE 3.0 対応 intacs 認定プロビジョナルアセッサートレーニングの 2017 年開催⽇が決定しました。本
講義は⽇本語（通訳なし）で実施し、教材も⽇本語です。Automotive SPICE 3.0 は、当⽇配布する
Automotive SPICE 3.0 ポケットガイド（英⽇併記）を使⽤しますが、⼀部英語版も参照することがあります。 
■開催⽇（5 ⽇間）︓2017 年 1 ⽉ 30 ⽇（⽉）〜2 ⽉ 3 ⽇（⾦）＜東京開催＞ 
■開催⽇（5 ⽇間）︓2017 年 2 ⽉ 13 ⽇（⽉）〜2 ⽉ 17 ⽇（⾦）＜愛知開催＞ 
■開催⽇（5 ⽇間）︓2017 年 2 ⽉ 27 ⽇（⽉）〜3 ⽉ 3 ⽇（⾦）＜東京開催＞ 
■開催⽇（5 ⽇間）︓2017 年 3 ⽉ 20 ⽇（⽉）〜3 ⽉ 24 ⽇（⾦）＜愛知開催＞ 
■受講費⽤︓50 万円（税別）／1 名様、90 万円（税別）／2 名様 ※3 名様以上はお問い合わせください。 
■概要︓Automotive SPICE のアセッサーとして最低限必要な知識を⾝につけるとともに、最終⽇に実施する認定
試験への合格を⽬指します。トレーニング前半は講義が主ですが、演習（ロールプレイによる実習）を数多く取り⼊
れた実践的な内容となっています。 
  
-------------------------------------------------------------- 
(4) 【東京開催】A-SPICE 3.0 対応『リードアセッサー育成⽀援コース』 
⇒詳細はこちらへ︓http://biz3.co.jp/publictraining/leadassessor 
-------------------------------------------------------------- 
Automotive SPICE 3.0 対応『リードアセッサー育成⽀援コース』を 8 ⽉より開始しております。 
【アセスメントモデル詳細トレーニング】 
■開催⽇︓ 
〜管理＆⽀援〜︓2017 年 3 ⽉ 7 ⽇（⽕）〜8 ⽇（⽔） 
〜ソフトウェアエンジニアリング〜︓2017 年 3 ⽉ 9 ⽇（⽊）〜10 ⽇（⾦） 
■会場︓ビジネスキューブ・アンド・パートナーズ株式会社（東京都） 
■受講費⽤︓各コース 15 万円（税別）／1 名様 
※4 ⽇間すべて受講される場合、⼀括受講割引を適⽤いたします〔1 名様受講費⽤︓[全 4 ⽇間]25 万円（税
別）〕。 
■概要︓Automotive SPICE の主要プロセスの解説を⾏い、演習を通して具体的な各プロセスの解釈を学んでいき
ます。 
  
【アセスメント⼿法トレーニング】 
■開催⽇︓ 
〜計画⽴案〜︓2017 年 3 ⽉ 15 ⽇（⽔） 
〜インタビュー〜︓2017 年 3 ⽉ 16 ⽇（⽊） 
〜コンソリデーション〜︓2017 年 3 ⽉ 17 ⽇（⾦） 
■会場︓ビジネスキューブ・アンド・パートナーズ株式会社（東京都） 
■受講費⽤︓各⽇ 7.5 万円（税別）／1 名様 
※3 ⽇間すべて受講される場合、⼀括受講割引を適⽤いたします〔1 名様受講費⽤︓[全 3 ⽇間]20 万円（税
別）〕。 
■概要︓アセッサーとしてアセスメントを進めていく上で、どのようにアセスメントをコーディネイトしていくかや、アセスメント
を実施する際のインタビューを⾏うときのテクニック、評定を⾏うときのテクニックを学んでいただくコースです。 
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本メールは、ビジネスキューブ・アンド・パートナーズのトレーニングやセミナー、 
カンファレンスにご参加・ご登録頂いたことのある⽅、弊社関係者がご挨拶し名刺交 
換をさせて頂いた⽅、または弊社のサービスにお問い合わせをいただいた⽅にお送り 
しております。 
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発信⽇◇2016 年 12 ⽉ 1 ⽇（⽊） 
発信元◇ビジネスキューブ・アンド・パートナーズ株式会社 biz3.co.jp/ 
〒150-0012 東京都渋⾕区広尾 1-13-1 フジキカイ広尾ビル 5 階 
TEL: 03-5791-2121(代表)    FAX: 03-5791-2122 
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★その他ご不明な点は、こちらからお願いします。 
http://biz3.co.jp/contact   


