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最新のPL対策で事故未然防止・再発防止を実現

About Us

一般社団法人 PL対策推進協議会

https://pl-taisaku.org
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最 新 の P L 対 策 で 製 品 安 全 の ス マ ート 化 を！
COVID-19の影響で強制的に超スマート社会になり産業構造も大きく変わりました。一方、流通小売なども非対

面販売が加速、人依存の品質管理や品質保証には限界があり、自主回収やリコールの失敗による製品事故が急
増、国も規制監視の強化を進めています。一気にグローバル化した産業構造では国も事業者も重大な事故になら
ないと製品の欠陥や不具合がわかりません。これまでの「事故が起きないとわからない」ということでは事故が
減らせず、一般社団法人PL研究学会でも「製品自主回収・リコールによる製品事故未然防止・再発防止」を強く
推進するための研究を進めています。当協議会は、それを具体的に進めるための最新のPL対策では、これまでの

「注意喚起を軸とした消費者依存の方法」から、より積極的に事業者が事故未然防止と再発防止を実践するため

の「最新！PL対策導入ガイド」を2020年4月17日に動画とPDFで具体的な内容を公開しました。この取り組みを通
し、超スマート社会での新たな製品の安全対策が進むことをミッションとしています。

当協議会の位置付けと社会とのつながり
法令

国（行政）

ガイドライン

研究機関

事故情報

業界団体

大学

世界

国や産業界への提言など

（一社）PL 研究学会
成果を報告する

製品の安全に関わる研究

研究成果を実行する

最新PL対策の普及
シンポジウム
セミナー、
講習、検定など

PL検定
超スマート社会での製品事故未
然防止・再発防止を実践するた
めの知識を習得していただき知
識習得の確認として検定試験を
行なっています。

業界団体
企業

PL対策推進協議会

基礎講習・専門講習
PL検定合格後も継続的に講習を
受けていただき専門性を高めて
いただきます。検定合格者はPL
アドバイザーの資格を、専門講
習を受けるとインストラクター
の資格を認定します。

自治体など

製品安全の最新情報
最新のPL対策を知っていただく
ために定期的にセミナーを開催
しています。講習やセミナーは
常にzoomを併用し移動負担を極
力減らし様々な問題を解する場
としています。

●PL検定のweb受検、Zoomを活用したweb講習
など、テレワークを活用した取り組みを行って
います。
●メールマガジン「PL News」では毎月製品安全
に関する最新情報をお届けしています。
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メールマガジン登録

広義の品質保証とPL対策の普及にむけて活動しています！
最新！PL対策を進めましょう。

具体的な「製品事故未然防止・再発防止」に向けた最新情報を発信しています。

最新の製品安全の取り組みを発信するため毎月webセミナー(zoom）や
未然防止・再発防止のための講習などを開催しています。
社内・取引先などと参加することで取り組みが円滑に進みます。
①毎月最新の製品安全情報・P L 対策を発信する 2 時間の定期webセミナーは、
一般の方でも自由に参加できます（有償）。

②2020年4月17日にの当協議会のシンポジウムで発表された「最新！PL対策
2020」をYouTubeの動画で公開しております。是非ご活用ください。

③当協議会の取り組みなどは消費者庁、経済産業省、国研）農研機構などとも情報
を共有しています。

最新！PL対策導入ガイド2020

最新！PL対策専門家育成プログラム

表示金額は全て税込です。

・セミナーで「製品事故未然防止・再発防止の重要性」を確認いただきます。
・より具体的に知りたい方、
スキルを高めたい方のために「PL検定」を用意しています。
・受験から講習などは全てweb対応ですので、パソコン、
タブレット、
スマホなどで専門的知識を習得できます。
・下記のフローの各パートで習得度を確認、専門性を高めていただき、製品安全社会醸成に活躍していただきます。

最新！PL対策
セミナー 3,000 円
毎月１回のWeb受講
でスマホでも参 加で
きます。
●最新PL対策の全容
●事例・対策の紹介

■基礎講習
PL検定初級の方に向け
90分３回で構成してい
ます。
■専門講習
PL検定上級受験合格者
の 専 門 性をより高 める
ための講習で90分４回
以上の受講が必須です。

PL検定 初級

合格証発行

基礎講習

履修証明発行

PLアドバイザー初級資格が認定され
最新情報や相談などができます。

最新！PL対策解説書を元にした上
級資格への必須講習。

●就職や社員研修などに利用されてい

●未然防止・再発防止に向けた広義の

5,280 円

13,200 円

●PL対策の基本を習得します。
ます。

PL検定 上級

合格証発行

デザイナー、設計技術者、品質管理などの
専門職やコンサルティング向けの資格です。
●合格後のスキルアップに向けた当協議会の
関連電子書籍一式を取得できます。

●上級受検合格に向けた講習はzoomですか
ら講師に質問もできます。

52,800 円

注：初級合格後半年以内の上級受験申込の基礎講習費用は
上級検定費用に含まれます。

■JTDNA(日本テクニカルデザイナーズ協会)にて資格を取得された皆様へ
皆様の資格は当協議会が引き継ぎ、優遇処置をとらせていただきます。
詳しくは協議会サイトにてご確認ください。

●最新の法律・基準・社会環境など
品質保証とPL対策

専門講習

注参照

資格証明書発行

上級合格者向けの講習で所定の講
習受講によりインストラクターの資格
を得て様々な支援を受けられます。

●コンプライアンスから取説制作実
務、品質管理・品質保証・事故発生時

の具体的指導、インストラクターとし

ての対応力を得る講習などを通し、
最新情報を元にリーダーとして活躍

していただきます。

44,000 円

製品安全社会醸成への貢献
シンポジウムでの発表
PL研究学会での発表
■PL検定の詳細

担当講師などとのサークルを通し直
接相談や支援を得られます。

https://pl-taisaku.org/?page̲id=850
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継続した活動に会員制度をご利用ください！
取扱説明書の第三者検証
■トリセツ簡易検証をご利用ください。
当協議会のトップページにある「簡易検証プログラム」で、
どなたでも簡単にお手元の取扱説明書の評価を何回でも
行う事ができます（無料）。
より具体的に勉強したい方は、
「取扱説明書ガイドライン」
をお買い求めいただき、当協議会のセミナーなどもご利用
ください。

簡易検証

まずはこの簡易検証
で 70 点以上になる
ように改善しましょ
う。
（無料）

取扱説明書の検証とエビデンスの発行
より詳しい検証をご希望の方に向けPL研究学会の出版す
る
「取扱説明書ガイドライン2016」に基づいた有料の第三
者検証や当協議会の専門家をご紹介し、改善アドバイスな
どを効果的に進めています。
さらに専門団体の検証を得ていることを証明するための
エビデンスを発行し、証明印番号を付与、
トレーサビリティ
の確保にもご利用されています。
Taisaku

取扱説明書証明印番号証明書

ご相談など

本取扱説明書は当協会の認定する有資格者が厳正かつ公正な検証を行い、当協会が
定める基準において一定の水準を満たし、証明印番号を取得したことを証明致します。

●当協議会事務局にて対応します。

取扱説明書

個人会員

MV0180220010002APL

登録日

平成３１年１月１５日

事業者の名称 〇〇○株式会社
代表者名

〇〇○○

所在地

からご相談ください。

〒000−0000

〇〇県〇〇市〇〇〇〇

発行日

平成３１年２月１日
一般社団法人

一般社団法人
〒982-0823

●PL研究学会への問い合わせなども対応
しています。

会員制度

〇〇○〇〇○〇〇○

証明印番号

●webサイトの「お問い合わせフォーム

https://pl-taisaku.org/?page̲id=1566

殿

〇〇株式会社

PL対策推進協議会
理事長

渡辺 吉明

PL対策推進協議会
宮城県仙台市太白区恵和町 35-28

TEL.050-6865-5180

FAX.03-3962-5515

email:c-japan@jtdna.or.jp

証明番号発行証明書

※当協議会では一部の承諾を得たインストラクターや事業者以外の会員名簿は非公開です。

詳細はサイトの会員規定などをご参照ください

PL 検定合格者が会員として登録されます。

（１）正会員
年会費

PL 検定合格者で会員登録希望者
10,000 円

（２）準会員
年会費

PL 検定合格者は全員登録されます。
無料

賛助会員（法人）
企業や団体などの製品事故未然防止への取り組みとして、最新の製品安全対策に取り組んでいることをステークホル
ダーに表明する一環として有効です。セミナー、PL 検定、講習、取説検証やエビデンスなどを持続的に活用される事
業者様がご利用されています。

販売書籍
冊子販売

一般社団法人

PL対策解説書2020
3,800円（税込）

※上記３冊はPDFデータ
での販売となります。

取扱説明書実務ガイド
2,000円（税込）

PL法概要
2,000円（税込）

PL対策推進協議会

（略称APL）

本部 ／〒173-0013 東京都板橋区・事務局 ／〒982-0823 宮城県仙台市太白区恵和町35-28

APL09.2020

取扱説明書ガイドライン
4,550円（税・送料込）

購入の際は下記ホームページからお申し込みください。

一般社団法人
電話 050-6865-5180

PL研究学会

FAX

022-247-8042

E-mail

c-japan@pl-taisaku.org
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https://pl-taisaku.org

