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5S改善の理解 と実践セ ミナーアンケー ト

会社名 お名前

本 日はご参カロいただきあ りが とうございま した。

セ ミナーの有効性評価及びよ り良いセ ミナーになるよ うにアンケー トにご協力 ください。

◆セ ミナーで得 られた気づきや学びについて

「カイゼンとは何か。なぜ必要なのかJ「付帯作業のムダを減らす 「2 SJ「標準化J「カイゼンネタの見
つけ方 「付力Π価値の見つけ方と入れ方J「業務 5S改善活動を導入のステップJ「活性化する方法など
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◆職場において実践 したいこと
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◆現在、職場や仕事で困られていることを具燃
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面大変役に立つ □役に立つ □ふつう □役に立たない □まったく役に立たない
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◆ ご要望/そ の他
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ご協力ありがとうございま した。
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本日はご参カロいただきありがとうございました。

セミナーの有効性評価及びより良いセミナーになるようにアンケー トにご協力ください。

◆セ ミナーで得 られた気づきや学びについて

「カイゼンとは何か。なぜ必要なのかJ「付帯作業のムダを減らす 「2 SJ「標準化」「カイゼンネタの見
つけ方「付加価値の見つけ方と入れ方J「業務 5S改善活動を導入のステップJ「活性化する方法など
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◆職場において実践 したいこと
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◆現在、職場や仕事で困られていることを具体的に教えてください。

◆本 日の研修そのものについて

ゴ 大変役に立つ □役に立つ □ふつ う □役に立たない □まったく役に立たない

◆ご要望 その他

ご協力ありがとうございました。
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◆本 日の研修そのものについて

町矢変役に立つ □役に立つ □ふつ う □役に立たない □まったく役に立たない

◆ご要望/そ の他

ご協力ありがとうございました。
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本 日はご参カロいただきあ りがとうございました。
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◆現在、職場や仕事で困られていることを具体的に教えてください。
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◆本 国の研修そのものについて

ご大変役に立つ □役に立つ □ふつ う □役に立たない □まったく役に立たない
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ご協力ありがとうございました。
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