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JSQC規格 JSQC-Std 00-001(2018) 品質管理用語 2018年2月 日本品質管理学会 A4 54頁 会員：\2,080
消費税・送料別
非会員：\2,600

学会事務局

JSQC規格 JSQC-Std 32-001 日常管理の指針 2013年6月 日本品質管理学会 A4 40頁 会員：\1,482
消費税・送料別
非会員：\1,905

学会事務局

JSQC規格 JSQC-Std 32-001 日常管理の指針（英訳版）=pdf 2014年10月 日本品質管理学会 A4 48頁 会員：$20
含消費税

非会員：$25
学会事務局

JSQC規格 JSQC-Std 31-001 小集団改善活動の指針 2015年6月 日本品質管理学会 A4 45頁 会員：\1,630
消費税・送料別
非会員：\2,037

学会事務局

JSQC規格 JSQC-Std 21-001 プロセス保証の指針 2016年1月 日本品質管理学会 A4 45頁 会員：\1,630
消費税・送料別
非会員：\2,037

学会事務局

JSQC規格
JSQC-Std 89-001 公的統計調査のプロセス
－指針と要求事項

2016年6月 日本品質管理学会 A4 27頁 会員：\ 960
消費税・送料別
非会員：\1,200

学会事務局

JSQC規格 JSQC-Std 33-001 方針管理の指針 2013年6月 日本品質管理学会 A4 47頁 会員：\1,704
消費税・送料別
非会員：\2,130

学会事務局

JSQC規格 JSQC-Std 33-001 方針管理の指針（英訳版）=pdf 2017年9月 日本品質管理学会 A4 55頁 会員：$20
含消費税

非会員：$25
学会事務局

JSQC規格 JSQC-Std 41-001 品質管理教育の指針 2017年11月 日本品質管理学会 A4 41頁 会員：\1,600
消費税・送料別
非会員：\2,000

学会事務局

JSQC規格 JSQC-Std 22-001 新製品・新サービス開発管理の指針 2019年5月 日本品質管理学会 A4 59頁 会員：\2,240
消費税・送料別
非会員：\2,800

学会事務局

報告書 方針管理運営の手引 1989年12月 方針管理事例研究会 B5 309頁 ¥4,500 含消費税・送料 学会事務局
報告書 TQCの体系化に向けて 1994年5月 TQC体系化研究会 B5 192頁 ¥3,000 含消費税・送料 学会事務局
報告書 工学教育と品質経営 1994年5月 教育とTQC研究会 B5 194頁 ¥3,000 含消費税・送料 学会事務局
報告書 ビジョン経営を目指して 1994年6月 経営戦略とTQC事例研究会 B5 387頁 ¥5,500 含消費税・送料 学会事務局
報告書 経営機能別革新 1995年10月 機能別展開研究会 B5  71頁 ¥1,500 含消費税・送料 学会事務局
報告書 グローバリゼーション時代におけるTQM 1998年4月 GLQM研究会 A4 174頁 ¥3,100 含消費税・送料 学会事務局
報告書 ナレッジマネジメントとQFDの関連に関する研究 2001年3月 ナレジマネジメントとQFD研究会 A4 211頁 ¥3,400 含消費税・送料 学会事務局

報告書
人間行動に起因する事故・品質トラブルの未然防止のための方法論
の体系化

2002年9月 複合技術領域における人間行動研究会 A4 214頁 会員：\2,200
含消費税・送料別
非会員：\3,000

学会事務局

報告書 ISO9001:2000に基づく第三者審査のためのガイドライン 2002年12月 ISO9001シリーズ審査研究会 A4 159頁 会員：\2,150
含消費税・送料別
非会員：\2,700

学会事務局

報告書 医療経営の総合的「質」 2003年4月 医療経営の総合的「質」研究会 A4 104頁 会員：\1,450
含消費税・送料別
非会員：\1,850

学会事務局

報告書 知識創造実践研究会　報告書 2003年11月 知識創造実践研究会 A4 62頁 会員：\1,000
含消費税・送料別
非会員：\1,300

学会事務局

報告書 ビジョン経営ガイドライン 2003年11月 TQMにおけるビジョン経営事例研究会 A4 80頁 会員：\1,200
含消費税・送料別
非会員：\1,700

学会事務局

報告書 次世代型小集団活動実践研究会　研究報告書 2004年5月 次世代型小集団活動実践研究会 A4 109頁 会員：\1,600
含消費税・送料別
非会員：\2,000

学会事務局

報告書 デジタルエンジニアリングと品質保証研究会　研究報告書 2006年3月
デジタルエンジニアリングと品質保証
研究会

A4　30頁 会員：\ 900
含消費税・送料別
非会員：\1,200

学会事務局

報告書 環境マネジメントシステム研究会　研究報告書 2006年9月 環境マネジメントシステム研究会 A4　79頁 会員：\1,200
含消費税・送料別
非会員：\1,700

学会事務局

報告書 価格対応品質実践研究会　研究報告書 2007年5月 価格対応品質実践研究会 A4　189頁 会員：\2,600
含消費税・送料別
非会員：\3,250

学会事務局

報告書 シミュレーションとSQC研究会 第4分科会　研究報告書 2007年12月
シミュレーションとSQC研究会 第4分
科会

A4　110頁 会員：\1,600
含消費税・送料別
非会員：\2,000

学会事務局

報告書 QMS有効活用及び審査研究部会　研究報告書 2008年5月 QMS部会 A4 164頁 会員：\2,037
消費税・送料別
非会員：\2,778

学会事務局

報告書 日本の品質を論ずるための品質管理用語の定義と解説（Part Ⅰ） 2010年3月 標準委員会 A4 194頁 会員：\2,315
消費税・送料別
非会員：\3,056

学会事務局

報告書 QMS有効活用及び審査研究部会　第2期研究報告書 2010年4月 QMS部会 A4 268頁 会員：\2,778
消費税・送料別
非会員：\3,704

学会事務局

報告書 QMS有効活用及び審査研究部会　第3期研究報告書 2011年7月 QMS部会 A4 258頁 会員：\2,778
消費税・送料別
非会員：\3,704

学会事務局

報告書 日本の品質を論ずるための品質管理用語の定義と解説（Part Ⅱ） 2011年12月 標準委員会 A4 168頁 会員：\2,130
消費税・送料別
非会員：\2,870

学会事務局

報告書 QMS有効活用及び審査研究部会　WG7　第4期研究報告書 2014年2月 QMS部会 A4 116頁 会員：\1,574
消費税・送料別
非会員：\2,315

学会事務局

報告書 QMS有効活用及び審査研究部会　WG6　第4期研究報告書 2014年9月 QMS部会 A4  72頁 会員：\1,019
消費税・送料別
非会員：\1,482

学会事務局

報告書 QMS有効活用及び審査研究部会　WG5　第4期研究報告書 2015年3月 QMS部会 A4  52頁 会員：\ 926
消費税・送料別
非会員：\1,389

学会事務局

報告書 QMS有効活用及び審査研究部会　WG5　第4期継続研究報告書 2016年6月 QMS部会 A4  70頁 会員：\1,019
消費税・送料別
非会員：\1,482

学会事務局

報告書 QMS有効活用及び審査研究部会　WG2 研究報告書 2017年2月 QMS部会 A4 105頁 会員：\1,435
消費税・送料別
非会員：\2,130

学会事務局

報告書 QMS有効活用及び審査研究部会　WG4 研究報告書 2017年3月 QMS部会 A4　74頁 会員：\1,250
消費税・送料別
非会員：\1,806

学会事務局

報告書 管理技術部会:QMS有効活用及び審査研究会　WG6 第5期研究報告書 2019年1月 管理技術部会：QMS研究会 A4 116頁 会員：\1,667
消費税・送料別
非会員：\2,083

学会事務局

出版書籍 品質保証と製品安全 1994年12月 PL研究会 A5 336頁 ¥3,592 消費税・送料別 日本規格協会＊
出版書籍 グラフィカルモデリングの実際 1999年1月 テクノメトリックス研究会 A5 239頁 ¥3,500 消費税・送料別 日科技連出版社

出版書籍
ＩＳＯ 9001経営に有効な第三者審査ガイドブック－適合性から有
効性の審査へ－

2003年9月 ISO 9000シリーズ審査研究会 B5 292頁 ¥4,200 消費税・送料別 日科技連出版社

出版書籍 マネジメントシステムの審査・評価に携わる人のためのTQMの基本 2006年12月
中條武志・山田秀・日本品質管理学会
標準委員会編

B5 256頁 ¥3,400 消費税・送料別 日科技連出版社

出版書籍
開発・営業・スタッフの小集団プロセス改善活動－全員参加による
経営革新－

2009年6月
管理・間接職場における小集団改善活
動研究会

A5 332頁 ¥4,200 消費税・送料別 日科技連出版社

出版書籍 新版　品質保証ガイドブック 2009年11月 日本品質管理学会 B5 1312頁 ¥42,000 消費税・送料別 日科技連出版社
出版書籍 開発・設計における“Qの確保”-より高いモノづくり品質をめざして- 2010年5月 中部支部産学連携研究会 A5 256頁 ¥2,400 消費税・送料別 日本規格協会＊

出版書籍 医療のＴＱＭ七つ道具 2012年1月 医療経営の総合的「質」研究会 B5 184頁 会員：¥1,920
消費税・送料別
非会員：\2,400

日本規格協会

JSQC選書 Q-Japan－よみがえれ，品質立国日本 2008年9月 飯塚悦功 四六 152頁 ¥1,500 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 日常管理の基本と実践－日常やるべきことをきっちり実施する 2008年9月 久保田洋志 四六 152頁 ¥1,500 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 質を第一とする人材育成－人の質，どう保証する 2008年9月 岩崎日出男（共著：澤田潔・武石健 四六 152頁 ¥1,500 消費税・送料別 日本規格協会

JSQC選書
トラブル未然防止のための知識の構造化－SSMによる設計・計画の
質を高める知識マネジメント

2008年9月 田村泰彦 四六 152頁 ¥1,500 消費税・送料別 日本規格協会

JSQC選書 我が国文化と品質－精緻さにこだわる不確実性回避文化の功罪 2009年4月 圓川隆夫 四六 152頁 ¥1,500 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 アフェクティブ・クォリティ－感情経験を提供する商品・サービス 2009年4月 梅室博行 四六 152頁 ¥1,500 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 日本の品質を論ずるための品質管理用語85 2009年10月 日本品質管理学会 標準委員会 四六 158頁 ¥1,500 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 リスクマネジメント－目標達成を支援するマネジメント技術－ 2009年10月 野口和彦 四六 152頁 ¥1,500 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾄ－究極的なありたい姿が組織能力を更に高める－ 2009年10月 加藤雄一郎 四六 160頁 ¥1,500 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝとSQC－場当たり的ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝからの脱却－ 2009年10月 吉野睦・仁科健 四六 184頁 ¥1,785 消費税・送料別 日本規格協会

JSQC選書
人に起因するトラブル・事故の未然防止とRCA－未然防止の視点か
らマネジメントを見直す－

2010年5月 中條武志 四六 152頁 ¥1,500 消費税・送料別 日本規格協会

JSQC選書 医療安全へのﾋｭｰﾏﾝﾌｧｸﾀｰｽﾞｱﾌﾟﾛｰﾁ－人間中心の医療ｼｽﾃﾑの構築に向けて－ 2010年5月 河野龍太郎 四六 152頁 ¥1,500 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 QFD－企画段階から質保証を実現する具体的方法－ 2010年5月 大藤正 四六 152頁 ¥1,500 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 FMEA辞書－気づき能力の強化による設計不具合未然防止 2011年5月 本田陽広 四六 152頁 ¥1,500 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 サービス品質の構造を探る－プロ野球の事例から学ぶ 2011年5月 鈴木秀男 四六 164頁 ¥1,500 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 日本の品質を論ずるための品質管理用語　Part 2 2011年5月 日本品質管理学会 標準委員会 四六 160頁 ¥1,500 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 問題解決法－問題の発見と解決を通じた組織能力構築 2011年11月 猪原正守 四六 132頁 ¥1,500 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 工程能力指数－実践方法とその理論 2011年11月 永田靖・棟近雅彦 四六 160頁 ¥1,500 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 信頼性・安全性の確保と未然防止 2013年5月 鈴木和幸 四六 157頁 ¥1,600 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 情報品質－データの有効活用が企業価値を高める 2013年6月 関口恭毅 四六 164頁 ¥1,600 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 低炭素社会構築における産業界・企業の役割 2013年9月 桜井正光 四六 216頁 ¥1,800 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 安全文化－その本質と実践－ 2014年2月 倉田聡 四六 164頁 ¥1,600 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 会社を育て人を育てる品質経営 2014年3月 深谷紘一 四六 184頁 ¥1,700 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 自工程完結－品質は工程で造りこむ－ 2014年12月 佐々木眞一 四六 148頁 ¥1,600 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 QCサークル活動の再考－自主的小集団活動 2016年5月 久保田洋志 四六 176頁 ¥1,600 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 新QC七つ道具－混沌解明・未来洞察・重点問題の設定と解決－ 2016年10月 猪原正守 四六 168頁 ¥1,600 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 サービス品質の保証 －業務の見える化とビジュアルマニュアル－ 2016年12月 金子憲治 四六 184頁 ¥1,700 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 品質機能展開(QFD)の基礎と活用－製品開発情報の連鎖とその見え 2017年9月 永井一志 四六 152頁 ¥1,600 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 企業の持続的発展を支える人材育成 －品質を核にする教育の実践 2019年1月 村川賢司 四六 152頁 ¥1,600 消費税・送料別 日本規格協会
JSQC選書 商品企画七つ道具-潜在ﾆｰｽﾞの発掘と魅力ある新商品ｺﾝｾﾌﾟﾄの創造- 2019年10月 丸山一彦 四六 180頁 ¥1,700 消費税・送料別 日本規格協会

JSQC選書 戦略としてのクオリティマネジメント－これからの時代の“品質”－ 2019年11月 小原好一 四六 152頁 ¥1,600 消費税・送料別 日本規格協会

注１）JSQC規格および報告書の購入については、学会事務局にお申し込みください。
注２）＊の付いていない出版書籍およびJSQC選書については、JSQC会員の場合、２割引で購入できます。学会事務局を通して購入の申込みをしてください。


