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【Biz3 マガジン】2017 年 11 ⽉号
□ トレーニング受講者へ公式⽇本語版完全対応『Automotive SPICE 3.0 ポケットガイド』プレゼント
■ 『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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＜Automotive SPICE Guidelines（通称：Blue-Gold）まもなくリリース＞
11 ⽉ 1 ⽇に Automotive SPICE V3.1 が正式にリリースされておりますが、これに合わせて Automotive SPICE
Guidelines（通称：Blue-Gold）の作成も完了いたしました。
Blue-Gold は有償での販売となるため、V3.1 本体よりも⼿続きに時間を要しておりましたが、まもなくのリリースとなり
ます。
V3.1 および Blue-Gold に関して、当社では新たなトレーニングラインアップの整備を進めております。
2018 年の年初より随時トレーニングを開始いたしますので、ぜひご参加ください。
なお、Blue-Gold のリリースに伴う intacs のアセッサー制度の変更やアップグレードトレーニングの新設について以前に
ご案内しておりましたが、これらの開始は当初の予定よりも少し遅れる⾒込みとなっております。
最新の情報は追って弊社 Web サイトやメールマガジンでご案内いたします。
＝＝＜＜⽬次＞＞＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
(1) 【新開催】Automotive SPICE 3.1 プロセス基礎トレーニング
(2) 【新開催】Automotive SPICE 3.1 リードアセッサー育成⽀援コース
(3) 【追加開催】Automotive SPICE 3.0 intacs 認定プロビジョナルアセッサートレーニング
(4) 【無償】⾃動⾞業界向け機能安全セミナー〜⾞載開発は品質、環境から安全へ〜
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
-------------------------------------------------------------(1) 【新開催】Automotive SPICE 3.1 プロセス基礎トレーニング
⇒詳細はこちらへ：biz3.co.jp/publictraining/automotivespiceengineer
-------------------------------------------------------------2017 年 11 ⽉ 1 ⽇に発⾏された Automotive SPICE 3.1 を活⽤した新しいプロセス基礎トレーニングを開催しま
す。
■開催⽇：2018 年 3 ⽉ 19 ⽇(⽉)、20 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＞
■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 3.1 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。
-------------------------------------------------------------(2) 【新開催】Automotive SPICE 3.1 リードアセッサー育成⽀援コース
⇒詳細はこちらへ：biz3.co.jp/publictraining/leadassessor
-------------------------------------------------------------プロセス能⼒レベル 2,3 を対象としたトレーニングを 2018 年より新開催いたします。既存のラインナップと合わせてご受
講をご検討ください。
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【アセスメントモデル詳細トレーニングの各開催⽇】
■管理＆⽀援：2018 年 1 ⽉ 18 ⽇（⽊）〜19 ⽇（⾦）
■ソフトウェアエンジニアリング：2018 年 2 ⽉ 8 ⽇（⽊）〜9 ⽇（⾦）
■Automotive SPICE ガイドライン (Blue-Gold)：2018 年 2 ⽉ 15 ⽇（⽊）〜16 ⽇（⾦）
■プロセス能⼒レベル 2,3：2018 年 3 ⽉ 12 ⽇（⽉）〜13 ⽇（⽕）
【アセスメント⼿法トレーニングの各開催⽇】
■計画⽴案：2018 年 2 ⽉ 5 ⽇（⽉）
■インタビュー：2018 年 2 ⽉ 6 ⽇（⽕）
■コンソリデーション：2018 年 2 ⽉ 7 ⽇（⽔）
■受講費⽤：トレーニング毎に異なります。また、トレーニングの組み合わせにより⼀括受講割引も⽤意しておりま
す。
■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＞
■概要：Automotive SPICE に基づいたアセスメントをリードできるようになりたいと考えている⽅に最適なトレーニ
ングコースです。intacs 認定アセッサートレーニングだけでは⾝に付けることが出来なかった実践的なアセスメントスキ
ルの習得や、更にアセスメント実習を通じたスキルの習熟も可能です。
-------------------------------------------------------------(3) 【追加開催】Automotive SPICE 3.0 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：biz3.co.jp/publictraining/intacsassessor
-------------------------------------------------------------2018 年の 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開催⽇程が決定
致しました。
本講義は⽇本語（通訳なし）で実施し、教材も⽇本語です。
■開催⽇：
2018 年 1 ⽉ 29 ⽇（⽉）〜2 ⽉ 2 ⽇（⾦）
2018 年 2 ⽉ 19 ⽇（⽉）〜2 ⽉ 23 ⽇（⾦）
2018 年 3 ⽉ 26 ⽇（⽉）〜3 ⽉ 30 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＞
■受講費⽤：■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。トレーニングは講義だけではなく、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) 【無償】⾃動⾞業界向け機能安全セミナー〜⾞載開発は品質、環境から安全へ〜
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⇒詳細はこちらへ：emailing.3ds.com/dsx/lp.jssp?template=LDP42128
-------------------------------------------------------------⾃動⾞メーカー、サプライヤー、関連企業ならびにハード・ソフトベンダーを含めた⼀般技術者の⽅向けのセミナーになっ
ております。
定員に到達次第締め切りとなりますので、ご興味のある⽅はお早めにお申込みください。
■開催⽇時：2017 年 12 ⽉ 4 ⽇(⽉) 13:00〜17:00 (開場 12:30)
■会場：TKP 品川カンファレンスセンター ANNEX カンファレンスルーム 4
■受講費⽤：無料
■プログラム：
・Automotive SPICE の最新動向とガイドライン(Blue-Gold Volume)のご紹介
・ISO26262 2nd Edition 動向と、トレーサビリティツール導⼊事例
・つながる時代の ISO26262/Automotive SPICE データ管理インフラ
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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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発信⽇◇2017 年 11 ⽉ 20 ⽇（⽉）
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。
biz3.co.jp/contact
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