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APICS Dictionary対訳版出版

APICS2016（ワシントン）大会報告

■APICSについての紹介：
深谷健一郎(日本生産性本部) 
三枝利彰(日本ビジネスクリエイト)

■APICS辞書翻訳と2016年大会をめぐって（パネル）
司会： 高井英造（株）フレームワークス

（生産性本部APICS代表部顧問）
・ 山本圭一 東洋ビジネスエンジニアリング（株)

（APICSインストラクター、翻訳チームメンバー）
・ 安達紘子 オリンパス（株)

（APICSインストラクター、翻訳チームメンバー）



■APICSについての紹介：APICSとは
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� 1957年に、American Production and Inventory Control Society として設立され、米国内でSCMの概

念を提唱し、その概念を世界中に普及させてきた米国の専門家団体

�会員数43,000人

�全世界に300近くのパートナー組織を持つ

�日本のパートナーは２社

・公益財団法人日本生産性本部 （プレミアムパートナー）

・株式会社日本ビジネスクリエイト （リージョナルパートナー）

� 2014年にサプライチェーンの標準記述モデルであるSCORの開発と資格認定を行っている Supply 

Chain Council(SCC)と合併 →旧SCCはAPICSの傘下で、APICS SCCとして活動を継続

� 2015年にロジスティクスの団体 American Society of Transportation and Logistics (AST&L)と合併

� APICSの認定資格

・CPIM(Certified in Production and Inventory Management)12.7万人

・CSCP(Certified Supply Chain Professional) 3.5万人

・SCOR-P(Supply Chain Operations Reference Professional)750人

・CLTD(Certified in Logistics, Transportation and Distribution)準備中

高井英造 （株）フレームワークス （生産性本部APICS代表部顧問）



APICS知識体系の活用メリット（CPIMとCSCPに関して）
現在、マネジメントの世界で利用されているサプライチェーン・マネジメント

の概念と知識体系には、APICSによって普及されたものが数多くあります。

例えば、サプライチェーン・マネジメントの日常的な業務用語やＥＲＰアプリ

ケーションに使用される用語とAPICSの知識体系・APICS辞書（見出し4000

以上）で使用される用語は、同一のものとなっています。

APICSの知識体系を習得することが、個人にとっての専門知識習得、企業

にとってのオペレーションにおける生産性向上に直結します。

企業メリット企業メリット企業メリット企業メリット

�多国間オペレーションや多国籍企業顧客とのビジネスコミュニケーション効率が向上し、顧客
満足と生産性向上を実現します。

�CPIM／CSCP資格保有を採用条件にすることで、サプライチェーン・マネジャーのレベル合わ
せができます。

�社員にCPIM／CSCPの資格取得を推奨・助成することで、サプライチェーン・マネジャーの育
成と動機づけを促します。

個人メリット個人メリット個人メリット個人メリット

�SCMの専門職として、海外の関係先から高い評価を得られます。
�グローバル・スタンダードの知識体系や専門用語を用いることで、海外の関係先とのコミュニ
ケーションが円滑となり、より創造性の高い業務に注力できます。



国別のAPICS資格保有者数（Current＆Ever合算）完全に出遅れた日本では知られていない
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（人）
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日本におけるAPICS普及活動とパートナー制度
・APICS資格の一覧と受験の方法

http://apics.jp http://www.apics.org

深谷健一郎(日本生産性本部コンサルティング部) 



日本におけるＡＰＩＣＳ普及活動日本におけるＡＰＩＣＳ普及活動日本におけるＡＰＩＣＳ普及活動日本におけるＡＰＩＣＳ普及活動

� 試験クレジット（Exam Candidate）販売
� APICS紹介セミナー等の普及活動
� APICS教材販売
� APICSコミュニティ活動
� APICS Dictionaryの翻訳プロジェクト
� インストラクター養成（TTT）コース実施
� APICS専門家招聘
� 企業内教育
� 公開講座



APICS資格の一覧
CPIMCPIMCPIMCPIM CSCPCSCPCSCPCSCP CLTDCLTDCLTDCLTD SCOR-PSCOR-PSCOR-PSCOR-P

呼称の呼称の呼称の呼称の

タイプタイプタイプタイプ

資格認定

（Certificatetion)

資格認定

（Certificatetion)

資格認定

（Certificatetion)

資格保証

（Endorsement)

内容内容内容内容

企業内のグロー

バルオペレー

ションにおける生

産/在庫管理の

理解と評価の能

力を持っている

広域のサプライ

チェーンにおける

円滑な運用を実

現出来る知識と

能力を持ってい

る

企業におけるグ

ローバルなロジ

スティクスと輸配

送を理解し評価

出来る能力を

持っている

SCORモデルを

もちいて、グ

ローバルなサプ

ライチェーンの

パフォーマンス

を評価しマネジ

メントする能力

を有する

中心的中心的中心的中心的

エリアエリアエリアエリア

企業内のオペ

レーション

広域のサプライ

チェーン

グローバルなロ

ジスティクスと輸

配送

SCORモデルに

よる記述とKPI

応募資応募資応募資応募資

格格格格

２年以上の経験

学士資格不要

３年以上の経験

あるいは

学士資格あるい

はCPIM等

３年以上の経験

あるいは

学士資格あるい

はCPIM等

５年以上の経験

が望ましい

SCOR-Pコース

受講が望ましい



APICS受験方法

1. APICS IDを取得いただく。

2. 試験申し込み用紙を記入し、メール、

FAXで日本生産性本部へ。

3. 受験料を振込みいただく。

4. 試験クレジットを日本生産性本部から

発行。メール受け取り。

5. メール記載のURLをクリックしてATT

の手続き。同時に、PearsonVUEで試

験会場・日時を自ら設定。

6. 当日試験会場へ。Good Luck !



APICSコミュニティ活動
� 第1回：セッション「サプライチェーンとSCMをどう定義するか」SCMゲーム「The Fresh Connection」紹介

� 第2回：APICSのミッション・ビジョンの説明、APICS知識体系のビジネスシーンでの適用事例、

� 第3回：報告「2012APICSカンファレンス」、パネルディスカッション「APICSとSCOR ～関連性と違い～」

� 第4回：APICSにおける用語jの定義について意見交換、報告「最近の米国におけるSCM教育の動向」

� 第5回：資格取得ガイダンスセミナー「国際資格CSCPを知る」

� 第6回：オムニチャネル最前線～米国視察結果報告も含めて～ （SCSR)
� 第7回：ファクトリー・フィジックスとCONWIPの魅力、そしてSCMへの応用：CONWIP=Constant work-in-

process （SCSR)
� 第8回：APICSカンファレンスの実際とSCORで読み解くIndustrie 4.0
� 第9回：日産自動車様追浜工場見学会（SCSR)
� 第10回：Peter Bolstorff氏講演イベント （VCPC)
� 第11回：サプライチェーン寸断のリスクを競争力に変えるソリューション「DHLレジリエンス360」（SCSR)
� 第12回：海外プロジェクト・マネジメントへの システムズ・アプローチ（SCSR)
� 第13回：APICS Dictionary対訳版出版とAPICS2016（ワシントン）大会の報告（SCSR)



APICSに興味が湧いて・・・「想い」と「手段」
APICSトレーニングコースのご紹介：三枝利彰 (日本ビジネスクリエイト)



APICS Study Options
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� インストラクターによる科目レビュー講座インストラクターによる科目レビュー講座インストラクターによる科目レビュー講座インストラクターによる科目レビュー講座

(APICS CPIM Review Courses)

� オンラインによる科目レビュー講座オンラインによる科目レビュー講座オンラインによる科目レビュー講座オンラインによる科目レビュー講座

(Online APICS CPIM Review Courses)

� 自己学習教材による独学自己学習教材による独学自己学習教材による独学自己学習教材による独学

(APICS CPIM Self-Study)



APICS CPIM Review Courses : 科目レビュー講座
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Basics of Supply Chain Management (BSCM)

Master Planning of Resources (MPR)

Detailed Scheduling and Planning (DSP)

Execution and Control of Operations (ECO)

Strategic Management of Resources (SMR)

【Entry Module】

【Core Competency Module 】

【Core Competency Module 】

【Core Competency Module 】

【Capstone Module 】

CPIM : Certified in Production and Inventory Management 

モジュール毎

に講座を開催

※概要は次ページにて
※

＜参考情報＞
MPR, DSP, ECO, 
SMRの４モジュール
が１つのモジュールに
2017年に統合される
予定



CPIM （BSCM） 科目レビュー講座の概要

Copyright © Japan Business Create Co., 
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BSCM : Basic of Supply Chain Management�３日間の公開コース

�英語の教材を使用 <CPIM Basics of Supply Chain Management  - Participant Workbook by APICS>

�APICS認定インストラクターによる講義と双方向型のディスカッション（日本語）

�コンテンツ

【1日目】 9:30-17:00
セッション1 ： Introduction to Supply Chain Management

セッション2 ： Demand Management

セッション3 ： Master Planning

【2日目】 9:30-17:00
セッション4 ： Material Requirements Planning (MRP)

セッション5 ： Capacity Management and Production Activity Control

セッション6 ： Aggregate Inventory Management

【3日目】 9:30-17:00
セッション7 ： Item Inventory Management

セッション8 ： Purchasing and Physical Distribution

セッション9 ： Lean/JIT and Quality Systems

セッション10 ： Theory of Constraint

�主催： 株式会社日本ビジネスクリエイト お問い合せ先: seminar@jbc-con.co.jp

http://www.jbc-con.co.jp/

※インハウスでの開催も承りますので、ご希望の際はお問い合わせください。



APICS辞書翻訳プロジェクト：深谷健一郎 (日本生産性本部) 



JAD2.0プロジェクト 2014 Summer
•目的とミッション：
１．APICS Dictionary日本語訳を通して、APICSの
日本における普及とグローバルSCM標準
の推進を図る。

２．旧JAD(2010-2013)翻訳組織構成を再構築し、
辞書翻訳出版の早期実現を具体化する。

APICS Dictionary日本語版の完成、リリース
納品はPJ開始から5か月（年内）目途
（ラフ翻訳3か月、精査1か月）。



翻訳活動の概要、特徴

• 翻訳作業はボランティア業務であり、報酬は出ない

• APICS日本人インストラクターがメンバー

• 翻訳結果の日本語版版権、出版権はAPICS（シカゴ）

• 日本語版の印刷・出版は日本生産性本部にて行う

• 日本語版の販売はAPICS本部の所管であるが、同時に日本

生産性本部において、独自の販売手段で販売する

• 翻訳作業の手順については、メンバー間で討議・決定

• 米国から電子データを受け取り作業に活用

• 参考に日立ソリューションズ東日本社内翻訳も参照

• Excelファイルを利用して作業、進捗管理

• 判断に困ったときには、メンバー間で相談

• 1次、2次と相互レビュー体制をしく

• インストラクター以外の有識者のアドバイス

• 翻訳作業、データ共有方法、ディスカッションサイト

• 日立ソリューションズ東日本のシステム提供を受ける



翻訳活動の体制

●翻訳＆レビュー

松浦 秀行, CPIM （オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス（株））

丹治 秀明, CPIM, CSCP （（株）日立ソリューションズ東日本）

宮林 主則, CPIM, CSCP （日立ソリューションズアメリカ）

望月 正彦, CPIM （キャップジェミニ(株)）

大塚 宏征, CSCP （OOCL Logistics(Japan) Ltd.）

安達 紘子, CPIM （オリンパス（株））

山本 圭一, CPIM （東洋ビジネスエンジニアリング（株））

名取 誠, CPIM （デュポン（株））

武田 一哉, CSCP （DHLサプライチェーン（株））

水谷 禎志, CPIM, CSCP （（株）野村総合研究所）

●レビュー

泉 啓介, CPIM （スリーエム ジャパン（株））

●アドバイザー

西岡 靖之, （法政大学デザイン工学部教授）

●コーディネーター

高井 英造, （日本生産性本部APICS顧問、（株）フレームワークス）

中山 健, （（株）日立ソリューションズ東日本）

●システム

高梨 勝敏, システムサポート（（株）日立ソリューションズ東日本）

日本日本日本日本APICSAPICSAPICSAPICSコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティAPICS DictionaryAPICS DictionaryAPICS DictionaryAPICS Dictionary翻訳チーム翻訳チーム翻訳チーム翻訳チーム

※敬称略。順不同



2014 4Q ー2015 1Q-4Qー 2016 1Q-3Q 
検討・編集会議：17時~20時
於： 生産性本部会議室

29回開催



APICS辞書翻訳と

2016年大会をめぐって

司会： 高井英造 （株）フレームワークス特別技術顧問

（生産性本部APICS代表部顧問）
・ 山本圭一 東洋ビジネスエンジニアリング（株) プロダクト事業本部

（APICSインストラクター、翻訳チームメンバー）
・ 安達紘子 オリンパス（株) SCM本部 SCM統括部 課長

（APICSインストラクター、翻訳チームメンバー）



山本 圭一

・ エンジニアリング会社にてプラント設計業務に従事した後、東洋ビジネスエンジニアリングにて

生産管理システム導入を中心としたサプライチェーン構築プロジェクトに複数従事。

・ 電子部品業界、化学品業界、医薬品業界、自動車部品業界(海外工場)に

生産管理を中心としたＳＣＭ構築プロジェクトリーダー、プロジェクトマネージャーとして参画。

・ 現在は並行して、自社開発ERPの生産管理、販売管理、原価管理分野のトレーニング講師として

それぞれの分野の基本概念、及び自社製品の説明を担当しつつ教材開発に従事。

・ 業務中にAPICSを知り、用語定義の重要性を認識する。自社製品への反映等、

各種啓蒙活動を実施している。

自己紹介
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安達 紘子

・ 新卒以来、複数の会社にて、一貫してSCM領域での経験を積む

・ 国際輸送会社での輸出手配実務に始まり、需要予測、在庫管理、倉庫管理、受注管理、生産管理

やS&OP導入などの経験を経て、現在は、グローバルSCM戦略の方針策定と実施を担当。専門は、医

療機器輸入商社で培った、需要予測と在庫管理

・ APICSを知ったきっかけは、専門領域としてSCMを極めるにあたり、知識の拡充とネットワーキング

が必要と考えて参加した外部講習（ストラテジックSCM講座）。自分の能力・経験を客観的に裏付ける

国際的なものさしとして、CPIMを取得

・ APICSの各種活動には、個人で参加（勤務先で啓蒙活動を試みるが…）。社外の活動への参画機会

が増え、知識・経験を積むことができるのが、最大のメリット

自己紹介
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東洋ビジネスエンジニアリングの紹介

ERPシステム構築

ERPシステム開発
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㈱日立ソリューションズ東日本が社内教育として作成した旧版の試訳を起点として開始。約1年かけて完了。

ステップ１： ４，２００超の用語をＡＰＩＣＳ有資格者７，８人がボランティアで分担

ステップ２： 訳した内容を別のメンバーがレビューする形で、２回繰り返し

ステップ３： 結論が出ない場合は，2週間に1回の定例ミーティングで摺合せして解決

対訳辞書作成手順、苦労したポイント

ボランティア７，８人 ｘ １００～１５０時間

苦労したことなど苦労したことなど苦労したことなど苦労したことなど

・原文を直訳すると日本語としてわかり辛い部分がある場合、どこまで意訳するかのレベル合わせ

・専門分野が異なるメンバーが集まっており、担当者の専門、会社の特徴が出てしまうケースの調整

・ミーティングは２週間に１回程度２～３時間かけて実施。翻訳作業や、問題点を解決する宿題に対応

するための時間の確保
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・ 前後の文脈があって正しく翻訳できる。 弊社の場合、製品の知識も必要。

＜例＞ 「工程」を翻訳する。

技術用語の翻訳と業者の活用ポイント

外注するには限界がある

■ Processの定義

あるステージから次のステージに進めるための

連続した動作または作業のまとまり

A planned series of actions or operations that advances a

material or procedure from one stage of completion to another. 

出典 APICS dictionary 14thより抜粋

定義

一つの作業

Operation

工程

定義

作業のまとまり

Process

■ Operationの定義

一つの場所で行われる一つの作業

A job or task, consisting of one or more work elements,

usually done essentially in one location.
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・意訳してくれない(行う→perform,など→and so on だらけになるおそれあり。)

・テクニカルタームは、こちらから伝えない限り、翻訳されない。

・予め業者に用語集を提示する必要があり、その範囲内で機械的に翻訳される。

・日本語：英語＝1：ｎとなる用語の翻訳は不可。

例) 「費用」を翻訳

cost ：資産計上される費用。 材料費 → material costなど

expense ：資産計上されない費用。広告宣伝費 → advertising expensesなど

大量の文章を５０点程度のレベルにまで翻訳する作業には適している。

技術用語の翻訳と業者の活用ポイント

最後は自分で翻訳する必要あり
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APICS知識体系の特徴

特定の文化には依存しない特定の文化には依存しない特定の文化には依存しない特定の文化には依存しない

APICS知識体系では「異なる文化」で生まれ育った人々が

SCMにおける処理、用語を「誤解なくコミュニケーション」できることを想定し

様々な用語を(日本人の目で見るとくどいくらい)「具体的に定義」している

例) ■サプライチェーンとは

・原材料を調達して顧客に商品やサービスを届けるまでのモノや情報、お金の流れ

■サプライチェーンマネジメントとは

・サプライチェーン内の個々の設計業務、計画業務、実行業務を管理すること

・サプライチェーン全体を通してムダがないかモニタリングすること

■計画の目的

・顧客からの注文に応えられるよう、材料と生産能力を確保しておくこと
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APICS知識体系の特徴

多くが日本の生産管理の概念に由来多くが日本の生産管理の概念に由来多くが日本の生産管理の概念に由来多くが日本の生産管理の概念に由来

■KANBAN (かんばん） 日本の概念をそのまま採用

A method of just-in-time production that uses standard containers or lot sizes with a single card attached to 

each. It is a pull system in which work centers signal with a card that they wish to withdraw parts from feeding 

operations or suppliers. The Japanese word kanban, loosely translated, means card, billboard, or sign but other 

signaling devices such as colored golf balls have also been used. The term is often used synonymously for the 

specific scheduling system developed and used by the Toyota Corporation in Japan. 

出典 APICS dictionary 14thより抜粋

■Five S’s (５S） 日本の概念をアメリカ流にアレンジして採用

日本

Seiri 整理

Seiton 整頓

Seiso 清掃

Seiketsu 清潔

Shitsuke 躾

APICS 

Sort 不要なものを片付ける to separate needed items from unneeded ones and remove the latter.

Simplify キチンと並べる to neatly arrange items for use. 

Scrub 綺麗にする to clean up the work area. 

Standardize 毎日やる to sort, simplify and scrub daily. 

Sustain 維持する to always follow the first four Ss. 
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■辞書に収録されている日本語由来の用語例

◦Andon、◦Deming Prize、◦Five Ss、Five whys、◦genchi-genbutsu、◦heijunka、◦Ishikawa diagram、◦Just-in-Time（JIT）

◦kaizen、◦keiretsu、◦poka-yoke、◦Taguchi methodology、◦total quality management



・ 2000年代中盤以降、海外からの引き合いが増加

・ 英語で自社製品の機能説明を実施。

・ よくわからなかった。「用語」がよくわからない。APICSを知っていますか？とフィードバックいただく

・ APICSを調べてみると、自社製品の英語表現の多くがAPICSとは準拠していない事が判明。

正しく製品の仕様が伝わらず、コミュニケーションロスになると判断し、APICSを調査開始した。

APICSに関心を持ったきっかけ

自社製品の用語が伝わらなかった

例 )

製造 Production → Manufacturing

指図 Instruction  →  Order (Planned Order, Firm Planned Order, Released Order)

在庫 Stock          →  Inventory
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APICSがどういうものかを情報収集。そこで日本生産性本部様を知る。

資格の存在を知り、代表１名が手探りで学習をすすめ、約１年かけてCPIM資格取得。

CPIM: Certified in Production and Inventory Management

活用事例（東洋ビジネスエンジニアリング）

共通用語の理解 (２０１３年)

標準化 （２０１４年）

資格取得で得た知識と自社製品を比較し、APICSに準拠していない英訳を洗い出し、

自社製品、及び付随するドキュメント類を修正した。

社員教育に展開 （２０１５年）

勉強会、受験者支援を通じて社員レベルの底上げ。

CPIM5科目中、基本的な科目(Basin Supply Chain Management)を１０名合格に導く

＜学習者の声＞ ・ 実際に海外案件に従事しているが、顧客とのコミュニケーションに役立った

・ 英語の学習と、業務に必要なテクニカルタームの学習を両立出来た。
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APICS 年次カンファレンス

ＳＣＭ関連の教育、成功体験共有が目的

• 時期 ：９月末～１０月前半で３日間

• 場所 ：米国主要都市

（2016年ワシントンD.C. 、2015年ラスベガス、 2014年ニューオーリンズ）
（2017年 サン・アントニオ）

• 来場者 ：40カ国から2,000名程度 企業関係者、大学関係者、学生等が主

• 概要 ：General sessionGeneral sessionGeneral sessionGeneral session 基調講演

Educational sessionEducational sessionEducational sessionEducational session 教育セッション

ExpoExpoExpoExpo サプライチェーン関連のベンダーや教育機関のブース出展

Factory tourFactory tourFactory tourFactory tour 会場付近の工場見学ツアー

• その他 ：観光地で実施されることが多く、家族を連れてくる人もいる。
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APICS2016 @Washington D.C.

�Pre Conference 
Seminar

2016/09/23
�International 

Partner Meeting

2016/09/24
�APICS2016 
�General Sessions and 

Educational Sessions
�Expo.
�One-on-One Meeting with 

Japanese Partners(09/26)

2016/09/25-27(3 days)

Keynote Speech by
• Bill McDermott (CEO, SAP)
• Mel Robbins (CNN commentator)



Keynote Speech by
• Bill McDermott (CEO, SAP)





Educational Sessions



2. 大会内容-5Educational SessionsEnhanced Data Quality for Better Supply Chain Decisions
（より良いサプライチェーン決定のためのデータ品質の向上）

【趣旨】
SCMに役⽴つデータ管理には、⾼度はシステム
よりもむしろ、rawデータが鍵となる。
【印象に残ったフレーズ】
・（レポートのまとめ方として）先月のレポート
を⾒直す必要があるのは、レポートとして宜しく
ない。
・rawデータにおける、”importance of 
standards”を肝に銘じよ。
・価値を最大化するためには、情報を集めること
ではなく、情報を活用することが大事。
・マスターデータは、重要な情報に絞り、継続性
のある方法で測定することが必要。



2. 大会内容-5Educational SessionsCritical S&OP Steps and Implementation Challenges
（S&OPの重要なステップと導入時の注意事項）

【趣旨】
S&OP導入にあたってのヒント
【印象に残ったフレーズ】
・S&OPとは、各部署でばらばらの計画
を、”one single plan”にすることである（左
図）。
・S&OPは、会社によってcustomizedされるべ
き（ステップ数など）。
・⼀度に完成させようとせず、継続的な改善の
視点が⼤切。
・戻るな、進み続けろ。
・full timeのfacilitatorや、small core 
teamを結成し、継続的に活動をすること。
・⾼度なITパッケージがなくても、1人のexcelエ
キスパートがいればなんとかなる。



2. 大会内容-5Educational SessionsCoca-Cola’s S&OP Journey
（コカ・コーラにおけるS&OPの変遷）

【趣旨】
米国コカコーラにおけるS&OP導入時の苦労話
【印象に残ったフレーズ】
・導入前のコカコーラは、KPIでは悪くなかったが、
廃棄高が大きく、現実とKPIがマッチングしていな
かったことが、導入のきっかけ。
・$20BillionビジネスのS&OPを15名体制で導
⼊、管理してる（うち1/3はBusiness Data 
Engineer）
・導入にあたっては、”simplify the message 
and keep/repeat”
・導入によって、ビジネスだけではなく、会社文化
も変わった（proactive decision making、
driving accountabilityなど）



Educational Sessions

Educational Session: Discover Demand-Driven Sales and Operational Planningのスライドより
APICS or SCORの基本に忠実。基本に忠実に実⾏した結果、成功したというシナリオが多い。
特に社会人参加者は、基本知識を習得済みの⼈が、再確認或いはブラッシュアップする場として利⽤している。



Educational Sessions



EXPO会場入口 右手はAPICSの書籍やグッズの売り場

One-on-One Meeting （APICS幹部と各国パートナーの個別会議）

日本のパートナー代表として、高井、安

達、山本が参加。

APICS側は、APICS副会長 J.リーハイ、

シニアディレクター R.コリンズ、シニア

マネージャー M.マッカフェリー、極東

担当ディレクター H,チャオ）



EXPO会場

東洋ビジネスエンジの展示ブース
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2017年2月16日（木） APICS関連のセッション講演を行います（高井、山本）

「海外展開の『秘密兵器』：『McFrame』の世界戦略を支えるAPICS国際標準言語フレーム」

具体的な予告は：http://www.mcframeday.com/





受験手続きについては web サイトをご覧ください http://apics.jp 

APICS 受験申込様式（日本生産性本部） 
APICS (JPC) REGISTRATION FORM 

 
Please complete and sign this form and to email gmc@jpc-net.jp. Your exam credit can only be confirmed upon receipt of payment. 
下記をご記入のうえ、gmc@jpc-net.jp.宛てに送付ください。ご入金確認でき次第試験クレジットを発行します。 
Exam credits will be assigned to specific candidates, and are non-transferrable and non-refundable. Exam credits will be valid for 6 months
from the date of issuance and must be used as payment for an exam authorization within that year. All exam credits not used as payment for 
an Authorization to Test by the expiration date are forfeited, not eligible for refund or extension, and have no cash value. 
入金が確認され次第、試験クレジットを発行いたします。試験クレジットの有効期限は発行後 6 か月です。個人に付与され、譲渡や払い戻しはで
きません。有効期限内に APICSのウェブサイトでのATT（Authorization To Test）申請の支払い手段にのみ利用できます。その申請時にその時点
から半年以内の試験日を設定していただくことになります。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Please check the module you take an exam: 
□□□□Certified in Production and Inventory Management（（（（CPIM)  
BSCM / MPR / DSP / SMR / ECO 

□□□□Certified Supply Chain Professional(CSCP)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APICS ID※※※※(Required/必須必須必須必須):                                                     
First Name:                      Last name:                       (As presented on your ID) 
Name(氏名氏名氏名氏名/日本語表記日本語表記日本語表記日本語表記):                                                
Email Address(Emailアドレスアドレスアドレスアドレス):                       @                          
APICS のののの member かかかか non-member かかかか    □会員（□会員（□会員（□会員（Professional membership/ International e-membership/ Joint international 
membership/ Academic professional membership/その他）その他）その他）その他）            □非会員□非会員□非会員□非会員 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
＜お振り込みについて＞＜お振り込みについて＞＜お振り込みについて＞＜お振り込みについて＞ 
Payment Date(振り込み日振り込み日振り込み日振り込み日／予定日／予定日／予定日／予定日)                              Name of the Bank(振込先金融機関名振込先金融機関名振込先金融機関名振込先金融機関名)                               
Name of the Payer（振り込み人名義（振り込み人名義（振り込み人名義（振り込み人名義)                                 
Amount you paid without commission(振り込み金額。振込み手数料除く振り込み金額。振込み手数料除く振り込み金額。振込み手数料除く振り込み金額。振込み手数料除く)                       
 
<領収書について Receipt＞ 
希望する  ※ご希望の方はご記入ください。入金確認後ご送付します。 
If you need receipt, fill in the following. After we confirm your payment, we send you according to your direction. 
Receipt to(領収書のあて名):                                                                
Address for mailing（ご送付先 □自宅 □会社):                                                                        
Postal Code(郵便番号)                 Country(国) Japan    Telephone Number(電話番号)                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Signature(署名署名署名署名 wordタイプ可タイプ可タイプ可タイプ可):                               Date(署名日付署名日付署名日付署名日付):                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

試験実施期間（試験実施期間（試験実施期間（試験実施期間（Exam Windows）））） 
2016 2017 

2016 年 3 月 19 日（土）～ 
5 月 7 日（土） 

19 March – 7 May★ 
2017 年 3 月 4 日（土）～ 

5 月 6 日（土） 4 March – 6 May 

2016 年 6 月 4 日（土）～ 
7 月 16 日（土） 

4 June – 16 July★ 
2017 年 6 月 3 日（土）～ 

7 月 15 日（土） 3 June – 15 July 

2016 年 8 月 13 日（土）～ 
10 月 1 日（土） 

13 August – 1 October★ 
2017 年 8 月 12 日（土）～ 

9 月 30 日（土） 
12 August – 30 September 

2016 年 10 月 29 日（土）～ 
12 月 17 日（土） 29 October – 17 December 

2017 年 10 月 28 日（土）～ 
12 月 23 日（土） 28 October – 23 December 

★Candidates who have studied with the 2015 CSCP courseware, the 2015 exams will be available to schedule the first three 
windows of 2016. 
Please use the bellow table to determine the price to pay for your applied APICS exams (Tax included). As of 1st April 2016 
2016年 4月 1日より CSCP受験料が変更になっております。 
Exam Credit Prices 税込み including tax APICS Member Price Non-Member Price 

BSCM CPIM Exam 35,000 円 43,000 円 
MPR CPIM Exam 35,000 円 43,000 円 
DSP CPIM Exam 35,000 円 43,000 円 
ECO CPIM Exam 35,000 円 43,000 円 
SMR CPIM Exam 35,000 円 43,000 円 
CSCP Exam 98,000 円 122,000 円 
CSCP Retake 450 USD★ 
★Apply on the web directly “apics.org/att”（一度 CSCPを受験された方向けです。直接米国ウェブからお申し込みください） 

Wire Transfers((((銀行振込）銀行振込）銀行振込）銀行振込）Name of Account holder    口座名義口座名義口座名義口座名義（（（（財財財財

ザイ

））））日本日本日本日本

ニホン

生 産 性生 産 性生 産 性生 産 性

セイサンセイ

本部本部本部本部

ホンブ

    

� みずほ銀行 渋谷中央支店 支店コード（162）当座 0110333 
Mizuho Bank,Ltd.  ShibuyaChuo Branch. BranchCode(162)CA 0110333 

� 三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 支店コード（135）当座 9003703 
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Shibuya Branch.BranchCode(135)CA 9003703 

� 三井住友銀行 東京営業部 支店コード（211）当座  257613 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation. TokyoEigyoBu. BranchCode(211) CA257613 

� りそな銀行 渋谷支店 支店コード（473）当座  803312 
Resona Bank,Ltd. Shibuya Branch. BranchCode(473) CA803312 

Please remind that candidates should read through the Exam Bulletin 
(http://www.apics.org/docs/default-source/certification/cpim-bulletin-for-outside-north-america.pdf) 
and(http://www.apics.org/docs/default-source/certification/cscp-bulletin-for-outside-north-america.pdf) before taking the exam. 
During the exam, candidates will be asked to read through the APICS Code of Ethics within 3 minutes. 
受験前に試験ブリテンをダウンロードしてお読みください。試験時間内に APICS 倫理綱領を 3 分以内で読み「同意する」ボタン

を押すことが要求されます。APICS倫理綱領（APICS Code of Ethics）は試験ブリテンに掲載されています。 
（ご参考）2016全世界ウェブ公開価格 Worldwide Published Exam Pricing 
CPIM 会員(member)325USDドル 非会員(non-member)410USDドル     
CSCP 会員(member)1050USD ドル 非会員(non-member)1300USD ドル Retake 450USD 



お問い合わせ先・試験等お申込み先

• APICSジャパン http://apics.jp/
公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人日本生産性本部日本生産性本部日本生産性本部日本生産性本部

コンサルティング部コンサルティング部コンサルティング部コンサルティング部 GMC（グローバルマネジメントセンター）（グローバルマネジメントセンター）（グローバルマネジメントセンター）（グローバルマネジメントセンター）

担当：深谷担当：深谷担当：深谷担当：深谷

お電話：お電話：お電話：お電話：03-3409-1130
メール：メール：メール：メール：

k.fukaya@jpc-net.jp(深谷深谷深谷深谷)
gmc@jpc-net.jp（グローバルマネジメントセンター）（グローバルマネジメントセンター）（グローバルマネジメントセンター）（グローバルマネジメントセンター）

〒〒〒〒150-8307東京都渋谷区渋谷東京都渋谷区渋谷東京都渋谷区渋谷東京都渋谷区渋谷3-1-1
日本生産性本部日本生産性本部日本生産性本部日本生産性本部

http://www.jpc-net.jp/


