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規格 紹介
規格紹介

インターテック・サーティフィケーションでは、品質、環境、労働安全衛生、
情報セキュリティ、食品安全等のマネジメントシステムから、JGAP／ASIA
GAP／Global GAP（適切な農場管理）、MSCCoC／ASCCoC（海洋／水産）、
FSC®CoC（森林）、JISマーク表示制度、CSR監査などの幅広い分野での認証・
監査サービスを提供しております。今号では、インターテック・サーティフィケーションで
取り扱っております規格・サービスについてご紹介させていただきます。
（編集部）

インターテックグループが掲げる“Total Quality Assured”は、コーポレートシンボルマークにも入っており、「総合品質保証」を意味します。
お客様の業務の運用手順や運用システムが正しく機能することを保証することで、安全で継続的に業務を行っていただけるようお手伝いをします。

インターテック・サーティフィケーションの目標と使命

～Vision
Vi si o n ＆Mission
＆M i ssi o n ～

Drive Your System: Your System Generates Action and Innovation.
（システムを高速回転して、そのシステムからアクションとイノベーションを誘発する）
本質
関心
リスク

Vision

システムとはドライブ（運用して習慣化）するものである。
常に単純明快、簡略化を目指し、効果の出る仕組みを持っていただくことに集中する。
あらゆる方向から情報を分析し、リスクを特定。そのリスクに優先順位をつけて取り組み、将来の利益につなげてもらう。

インターテック・サーティフィケーションは、
日本を支える小規模組織に付加価値をもたらす審査登録機関
のリーダーになることをめざす。
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Mission

インターテック・サーティフィケーションは、
認証を通して小規模組織の未来に変革と付加価値をもたらすことを
理念とし、さらに効果のある審査で継続的改善を促す触媒として
役立つ使命をもつ。

品質マネジメントシステム

1987年に制定された組織の品質マネジメントシステムに関する国際規格。顧客満足を向上させるための方針・目標を定め、その目標達成
のために継続的に改善活動を行っていくための仕組みのことで、世界で110万以上の認証実績となっています。ISO9001の取得のメリットと
しては、製品/サービスの品質の一貫性と規制要求事項との適合性、適切な作業慣行の定型化、お客様満足度の向上と付加価値の保証
などがあります。組織のパフォーマンス改善の枠組みとして経営層に利用できるものにもなっています。
最新版は、2015年9月に発行されたISO9001:2015年版で、3年間の移行期間を経て2018年9月14日にISO9001:2008年版は失効します。
2015年版の特徴として、より汎用性が高まりどの業種でも利用しやすいこと、またISO規格の共通仕様を定めた附属書SLに従っており、
複数のマネジメントシステム規格を統合したマネジメントシステムの構築も容易になっています。
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環境マネジメントシステム

1996年に制定された環境マネジメントシステムの国際規格。組織の活動、製品及びサービスを通して環境へ及ぼす影響（環境負荷、環境
影響）を低減していくための仕組みのことです。ISO9001が製品やサービスの品質に焦点をあてているのに対し、ISO14001は、環境保全
に焦点をあてており、法令などの順守を重視するのが特徴です。環境への意識の高まりとともに導入組織も年々増え、現在200ヶ国以上、
約35万の企業・組織が認証を取得しています。認証取得により、環境に配慮した組織としてのイメージアップ、他社との差別化、知名度の
向上にもつながります。また、CSRの観点から認証取得組織を対象に融資金利の優遇制度を導入している金融機関もあります。
2015年にISO9001と同時発行された2015年版が最新版で、ISO9001と同様にISO規格の共通仕様を定めた附属書SLに準じたものとなり
ます。旧版のISO14001:2004年版は、2018年9月14日に失効します。
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労働安全衛生マネジメントシステム

OHSAS18001は1999年に制定された労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格で、組織が従業員の業務上の労働安全と健康を
管理・改善するための仕組みです。ISO14001との親和性もあり、品質・環境マネジメントシステムと併せて導入する組織も多数あります。
認証取得を経営審査の加点評価対象にしている自治体もあり、導入組織も増えています。
2018年3月に労働安全衛生初のISO規格としてISO45001:2018が発行されました。ISO9001/ISO14001同様、ISO規格の共通仕様を定め
た附属書SLに準じており、他のマネジメントシステムと統合し易くなりました。ISO45001の発行に伴い、OHSAS18001はISO45001へ切り
替わるため、3年間の移行期間後、OHSAS18001の認証は無効となります。ISO45001への移行手続きにつきましては、準備が整い次第、
弊社ホームページにて情報を更新していく予定です。

Vol.61（July 2018）

IISO27
SO2 70
001

情報セキュリティマネジメントシステム

2005年にBS7799をベースに制定された情報セキュリティマネジメントに関する国際規格。情報化社会である現代では、組織が持つ情報は
重要な資産である一方、災害による損失、システムクラッシュ、不正アクセスによる改ざん・流出・漏洩等の脅威に
常にさらされています。ISO27001では、このようなリスクから情報資産を守り、適切な管理の下、情報の機密性、
完全性、可用性を継続的に確保維持する仕組みを確立することを目的にしています。取得により、情報管理シス
テムの確保、社内での意識改革、対外的な信頼性向上にもつながります。ISO27001は情報資産全般を対象に
しており、全ての業種・業務分野にも導入いただけます。最新版は、2013年10月に発行されたISO27001:2013に
なります。
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食品安全マネジメントシステム／G
食品安全マネジメントシステム／
GFS
SII 承認食品安全システム

ISO22000は、食品安全に関する初のマネジメントシステム規格として2005年に制定された国際規格で、ISO22000をベースに、より安全で
消費者の信頼を強化するためにGFSI（Global Food Safety Initiative：国際食品安全イニシアチブ）によって承認された認証プログラムが
FSSC22000になります。食品に関する事故や事件では、単に発生源の組織だけではなくフードチェーン全体に影響します。食の安全を
トータルに確保することを目的とし、フードチェーン全体に適用することが特徴であるISO22000／FSSC22000の導入は、リスクマネジメント
を含む組織体制の強化、そして顧客や取引先など社外への信頼性の向上にもつながり、食品安全確保の有効なツールとなります。
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自動車産業向け品質マネジメントシステム

自動車産業に特化した品質マネジメントシステムの国際規格で、ISO9001：2015改訂に合わせて、従来のISO/TS16949に替わる規格と
して2016年10月に発行されたのがIATF16949：2016です。新たな規格ではISOという表記からIATF（国際自動車産業
特別委員会）という団体名に変更になりました。最新版からは、これまでのISO制度主導より、IATFとISOが協力しな
がら管理していく形となっています。ハイレベルのグローバルな自動車産業向けセクター規格として認知されている
ことから、導入により組織内の品質・効率向上に加え、自動車業界での信頼性、信用の向上にもつながります。
尚、IATF16949発行に伴い、従来のISO/TS16949：2009は、2018年9月14日に失効となります。
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適切な農場管理

GAP（Good Agricultural Practice：農業生産工程管理）は、農場等の生産者が活用する農場管理の基準で、日本発祥のJGAP、ASIA GAP
と海外発祥のGlobal GAPがあります。認証取得により、農場管理の標準化だけではなく、信頼できる農場として対外的なアピールも可能と
なり、安定した取引や農産物の輸出（Global GAP）でも有利となります。インターテック・サーティフィケーションでは、JGAP／ASIA GAP
全ての範囲において、認定機関（JAB）より製品規格への適合性を評価し認証をする能力が認められています。

第 二者監
二者監査
査（ CS R 監査）
監 査）
海外の生産委託先サプライヤーの管理及び世界規模でビジネスを展開している組織にとって、サプライチェーンのグローバル化は重大
なリスク要因となっており、社会的責任（CSR）／倫理監査の需要はますます高まっています。自身のブランドの評判
を守り、自社製品やサービスに対する消費者の信頼性を高めるため、サプライチェーンがコンプライアンスを実施し、
安全で持続可能なものであることを確認しておく必要性に迫られています。インターテックでは、組織の規模や業種
に関係なく、あらゆるクライアント企業様のグローバル化に対応しており、世界45か国以上に監査員を600名以上を
配置しております。監査サービスとしては、1）プライベート規格監査、2）産業規格監査、3）顧客固有プログラム監査
の3種類を提供しております。

その 他規
他規格
格（ FS C ® C o
oC
C //M
M SC C oC / JI S マーク表 示制度
示 制 度 など）、研 修コース・セミナー
弊社では、その他規格としまして、ISO39001（道路交通安全マネジメントシステム）、AS9100（航空宇宙産業向け品質マネジメントシス
テム）、MSCCoC／ASCCoC（海洋／水産養殖管理協議会）、FSC ® CoC（森林管理協議会）、JISマーク表示制度（レディーミクストコン
クリート）、GHG（温室効果ガス排出量検証）等を取り扱っております。また、ISO9001/ISO14001審査員・内部監査員養成コース、
JGAP審査員研修、ISO45001規格解釈セミナー等、各種研修コース・セミナーも各地で開催しております。
その他様々な認証サービス、出張セミナーにも対応しておりますので、ご興味のあるものなども含め、何かございましたら、お気軽に弊社
営業部／研修部（03-3669-7435）までお問い合わせください。
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BA全体会議 in ロンドン

ISO22000：2018が発行

5月29日から3日間、英国ロンドンのイン

ISO22000:2018 FDIS（最終国際規格案）

ターテックグループ本社で、各国認証部門

が賛成多数で可決されたことを受け、6月19日

（BA：Business Assurance）のトップ会議

にISO22000:2018が発行されました。

新セミナー（ISO45001関連）
のご案内
前号でご案内させていただきました通り、
今年3月12日に労働安全衛生初のISO規格

が 行 わ れました。日本のインターテック・

今回大きな変更点として、ISO規格の共通

として、ISO45001：2018が発行されました。

サーティフィケーションからは、代表取締役

仕様を定めた附属書SLに沿って策定されて

発行に伴い、OHSAS18001はISO45001へ

の坂井喜好が参加し、各国トップとの熱い

いることです。他のISOマネジメントシステム

切り替わりますので、現在OHSAS18001の

意見交換が行われました。さらに、会議での

規格（ISO9001、ISO14001等）と同様、共通

認証を受けている組織様は3年間の移行期

ワークショップやランチ・ディナーを共にする

テキストである附属書SLに従って食品安全

間の間にISO45001への認証移行が必要に

ことで、親睦を深める機会にもなっています。

マネジメントシステムを構築することで、組織

なります。

毎年開催される全体会議を通して、部門・

が効率的なマネジメントシステムの運用が

弊社では、OHSAS18001からの移行、また、

グループ全体での取組み事業の更なる推進

可能となり、複数のマネジメントシステム規格

これからISO45001の導入をご検討の組織様

や改善、

を統合したマネジメントシステムの構築も容易

を対象に、『ISO45001：2018（労働安全衛生

またサー

になります。

マネジメントシステム）要求事項解説セミ

ビス向上

ISO22000：2018年版発行に伴い、2013

ナー』の開催を開始いたしました。セミナーで

に活かし

年版の認証取得組織の皆様は、改訂版への

は、規格要求事項の考え方、各条項の解釈、

ています。

移行が必要になります。移行手続き等につき

重要ポイントを分かりやすく解説いたします。

ましては、内容が確定しましたらあら

OHSAS18001取得組織様の具体的な対応

ためてご案内いたします。

策もご理解いただける内容にもなっております。

また、関連セミナーの開催も予定

上）インターテックグループCEO アンドレ・ラクロワ
下）会議風景

セミナーは東京事務所で開催しております

しておりますので、詳細が決定次第、

1日コース（修了証付）と、他地区にて開催し

弊社ホームページにてお知らせい

ております簡易版（3時間）コースをご用意し

たします。

ております。本誌裏表紙（P8）にもご紹介して

ご不明な点等がございましたら、弊

おりますので、ご質問・ご不明な点等ござい

社食品認証部（03-3669-7420）

ましたら、弊社研修部（03-3669-7435）

までお問い合わせください。

までお問い合わせください。

2015年版への移行審査に関するご質問についてご紹介します。

Question
弊社はISO9001を認証取得していますが、多忙で2015年版への移行ができないまま、移行審査の推奨受審期限と
してご案内いただいていた2018年3月も、差分のみの特別移行審査の最終期限の7月14日も過ぎてしまいました。
業務が一段落し、やはりISOの認証を継続させたいと思い直しましたが、今からでも移行審査を受けることはできますか？
手続き等、どうすればいいでしょうか？
思い直していただいて良かったです。ただ、余
裕はありませんので、まずは、弊社東京事務所
QMS認証部までご相談いただきたいと思います。
可能な限り状況の確認・調整をさせていただきますが、
残念ながら移行審査としては間に合わない場合は、再取
得していただくことになります。初回審査からになりますの
で、二段階（第一段階、第二段階）の審査を受けていた
だく必要があります。と言いましても、貴組織には、従来の
マネジメントシステムを運用されてきた実績もあり、文書・
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記録類もあらためて作成しなくても、更新してご利用いた
だくことができますので、2015年版と言っても、全くの初回
審査とは違い、ご負担は少ないと思います。
ご質問などがございましたら、弊社東京事務所・大阪
事務所にて、ご相談サービスや相談会等も無料にてご
提供・開催しておりますので、弊社ホームページ、または
各事務所までお問い合わせください。また、各地区に営
業員も駐在しておりますので、お気軽にご連絡ください。

朝日電装株式会社 様
（ＩＳＯ9001：2015認証登録）

〔取材者〕 審査員

美濃 英雄
Hideo Mino

朝日電装株式会社様は、昭和25年（1950年）大阪にて創業、

東映会館 広告塔
（1960年 東京 銀座）

今回の取得は、入

昭和27年、東京銀座で森永製菓の地球儀型ネオン、昭和30年

札時にISO9001認

には大阪道頓堀2代目グリコサインを施工、3回の改修を重ね、

証の確認があったこ

現在の6代目グリコサインまで施工されるなど、国内外の屋外

とがきっかけとのこと

広告を広く手掛けられています。

でしたが、坂井祥浩

この6代目看板は、高さ20メートル横幅10メートル、表示面に

社長より、取得の目

はLEDチップが約14万個使用されています。昼間はゴールイン

的について、「社員

マークを立体的に突出させ、看板面にはLEDを全面に配列、

皆が不満としている

周囲にはおシャレなシルバーフレームを施し、他社看板との

ことを反省、改善し

差別化を図り、夜間には映像が表現出来るなど全てに工夫を

ていきたい、皆が幸

凝らし、「LED発光ユニット及び画像表示装置」で特許を取得

せになる会社とする

されています。

ために取得が最短

これまで60年以上の歴史の中で全国に数々のシンボル的な

森永製菓株式会社 広告塔（1952年 東京 銀座）

ルートと考え、経営

サインを施工され、海外でも多くの施工実績を残されておりま

基盤の安定を図りたい」とのお言葉もありました。社員の定着

す。最近では、インフラのLEDサインや全国の競技場、野球

率も高く、社内の良好なコミュニケーションが、システム全体の

場のLED大型ビジョン設置の実績もあります。

運用にうまく作用していることが伺えました。

今年4月にISO9001を認証取得されました。審査では、

創業者の『常に先端技術を追求する精神』が得意先からの

新大阪駅前のビル屋上大型広告塔改修工事をはじめ、東京

信頼に結びついており、『街と人をサインでつなぐ』をスローガ

支社で施工された屋上広告塔なども確認しました。各現場

ンにお客様のニーズを強く認識し、お客様の満足を得られる

では、ヒヤリハットの分析などヒューマンエラー防止処置が各

よう努力されておられるとのことでした。2020年には創業70周年

作業者に実施され、現場での工程管理を徹底し、不安全行動

を迎えられる同社の更なる発展に期待します。

による事故のリスクを減らすよう努められています。
江崎グリコ株式会社 道頓堀グリコサイン 歴代（1955年～2014年 大阪）

2代目（1955年）

3代目（1963年）

4代目（1972年）

5代目（1998年）

6代目（2014年）

http://www.asahidenso.co.jp
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審査員リレーエッセイ

59
審査員からのエッセイをお楽しみください。

新潟県長岡市

深澤
（ふかさわ

2018

真

.7

「新潟は、“ＳＳＳ”です！」

まこと）

新潟県というと、“日本酒(SAKE)が美味し
専門分野： ISO9001・ISO27001−電気的及び光学的装置

いですよね…”、“大雪(SNOW)で大変でした

経

ね…”、“佐渡島(SADO)のトキは何羽になり

歴： 三洋半導体製造株式会社、インターテック審査
員（現職）

ましたか？”など、審査先のご担当者様より
お声がけいただくことがあります。最近は、カク

テルやシャンパン風の日本酒も人気があるようです。雪を冷却用空調源に活用したデータセンターが
稼働し、消費電力量の削減が期待されています。現在、野生下のトキ個体数は約300羽となり、朱鷺色と
呼ばれる独特の淡橙赤色の翼を広げて大空を飛んでいるのを見た時には本当に感動しました。
“新潟県は行ったことがないなぁ・・・”という皆様、四季を通じて心よりお待ちしています！（審査では、今後ともよろしくお願い
申し上げます。）

連載「環境とISO14001」59

「 環境側面(3)」－紙・ゴミ・電気（その１ 紙）－
環境主任審査員

郷古 宣昭

Nobuaki Goko

｢紙･ゴミ･電気｣と言えば、ISO14001の世界

・供給者や顧客の理解を得て、注文書や仕

欧州や米国では木材の輸入に厳しい規制を

では活動が停滞している組織を揶揄して、そ

様書、試験成績書、送り状を電子化するこ

かけているため、違法に伐採された木材は、

の陳腐な取組みテーマを示すことが多いよう

とにより、社内管理システムにデータを取り

丸太・建材・家具材・パルプとして専ら、中国・

です。実際､｢裏紙を再利用する｣｢廃棄物を削

込み、注文・製造・検査・配送までの一貫管

日本・ベトナムに流れていると言われています。

減する｣｢無駄な電気を消す｣だけでは行き詰

理が可能になります。また、伝達ミスや書類

まってしまうでしょう。今回､敢えてこのテーマ

間の転記ミスをなくすことができます。

伐採されたものであることを確認する必要があ

を取り上げたのは｢紙･ゴミ･電気｣の分野は大

一方、ペーパーレス化によるデメリットも考慮

ります。そのためには、第三者が検証した森

きな変動期にあり､これらへの取組みが重要
になってきているからです。
1.. 紙使用の低減

する必要があります。
・画面の大きさにより見易さが左右されるの
で、簡潔な文章表現が必要です。

社内の通達や連絡事項の電子メール化は
当然のこと､会議資料や報告書の類も電子
ファイルで作成し､PCやタブレットで読み取る
ことで､印刷用紙を削減することが進んでいま
す。これにより印刷コストが削減され､電子ファ
イルで保管することになり､オフィスの整理・整
頓が進むと共に､次のようなメリットが見込まれ
ます。

・セキュリティーの確保が重要になります。
・IT能力の向上が必要になります。
今後、ペーパーレス化は社会全体で進んで
いくことが予想されますので、必要な対策は
早めに対応し、慣れることが重要と思います。
2.. サプライチェーン管理の重要性
紙の使用で注意すべきことは、その原料の

・スマホ等の通信手段の活用と合わせ、出張

一部が東南アジア、南米、オーストラリアの熱

先や訪問先からの報告・連絡・相談が可能

帯林に依存していること、その熱帯林の大規

となります。また、意思決定者はいつでもど

模な破壊が未だに止まらないことです。熱帯

こからでも書類を閲覧できるので意思決定

林は全地球の酸素供給量の半分を受け持っ

が早くなり、担当者は次なる行動を早めるこ

ていること、多様な動植物を育んでいる点で、

とができます。

地球生命の維持装置と言うこともできるでしょう。
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原料の木材やパルプが適切な計画の下で

林経営で得た木材であり、かつ、全輸送工程
のトレーサビリティーが確保されていることの
認証を取得することが重要です。認証のない
紙製品は、例え、それが機械の取り扱い説明
書であっても、機械自体の輸出が困難になる
可能性があります。また、官公庁の公的な印
刷物に認証のある紙の使用が要求されること
もあります。
認証マークは様々あるようですが、世界で
通用するマークはFSC ® とPEFCの二つです。
FSC ® マークについてはインターテック・サー
ティフィケーションにて取り扱っておりますの
で、ご興味のある方はお問い合わせください。
次回は｢紙・ゴミ・電気｣の第2弾として｢ゴミ(廃
棄物)｣の動向を概説します。

すべての活動に心をこめてお客様に感動やよろこびを
竹田印刷株式会社

（ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO27001：2013、FSC®CoC認証登録）

安藤 利明

CSR推進部

1924年（大正13年）に産声をあげた竹田印刷は、印刷

こうした活動の中で、当社は2024年1月に記念すべき創

事業を核として多方面に事業を拡大してきました。印刷

業100周年を迎えます。創業以来「Hard＋Soft＋Heart」

技術を活かした半導体関連マスクの設計・製造、さらには

でお客様満足度No.1企業を目指すという経営理念に従い

市場のニーズに合わせた通販ビジネスや戦略型ロジス

事業を展開してきました。ハード・ソフトとともに、社員全員

ティクス事業など、幅広く展開しています。そして、おかげ

が心（ハート）をこめて業務に取り組むことで、お客様を始

さまでこの2018年1月に念願の東京証券取引所市場第

めとするす

二部への上場を成し遂げることができました。当社を取り

べ て の ス

巻く環境が大きく変わり、今まで以上に社会的に責任ある

テークホル

行動が求められています。

ダーの皆様

当社では会社方針達成のため、2016年4月より、ISOの3つ

にご満足を

の規格9001（品質）、14001（環境）、27001（情報セキュリ

お届けした

ティ）及びJIS Q15001（個人情報保護）のマネジメントシステ

いと考えて

ムを統括して、TMS（竹田マネジメントシステム）として運用を

います。

スタートしました。そして、2017年度の更新審査では3規格を

本社・中部事業部（愛知県名古屋市）

統合したマネジメントシステム審査を受けました。さらに環境
への取り組みとしてFSC® CoC（森林）認証を取得しました。

▶ https://www.takeda-prn.co.jp/

おいしい喜多方ラーメンでお客様を笑顔に
株式会社河京

（ISO22000：2005認証登録）
品質管理部 係長

人気商品

庄司 周作

当社は1956年の創業

社内一丸となりISO22000食品安全マネジメントシステム

以来、地元のふるさと

取得に取り組み、2017年6月27日付で当社製麺工場が

産品との出会いをテー

ISO22000を認証取得いたしました。

マにした商品づくりに

喜多方ラーメンとの出会いから30年。これからも品質管

取り組んで参りました。

理に力を注ぎ、安全、安心、おいしい商品づくりをして参

当社の経営理念である

ります。

「美味しい喜多方ラー
メンを提供し、お客様

に喜んでいただく」を基に本場喜多方の味を皆様の食卓
にお届けし、今日に至っております。
おかげさまで「黄色いパッケージでおなじみ」という
キャッチフレーズで長年ご愛顧いただき、2017年12月に
は販売実績数が喜多方ラーメンの製造開始から数えて

第二工場（製麺工場、福島県喜多方市）

1億7000万食を突破いたしました。
お客様により安心して商品をお召し上がりいただくため

▶ http://kawakyo.co.jp/
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年も暑い夏がやってきました。昨年も各地で記録的な暑さとなり
ましたが、今年も厳しい暑さになるようです。すでに真夏日や猛
暑日も観測されていますが、天気予報で使われるこれらの日の
違いをご存じでしょうか？これらは日中の最高気温によって決められてい
ます。「夏日」は日中の最高気温が25℃以上、「真夏日」は30℃以上、「猛
暑日」は35℃以上の日のことを指します。夜間の最低気温が25℃以上の
場合は「熱帯夜」になります。
暑い日が続くと、冷たいアイスクリームが欲しくなるという方も多いと思い
ますが、暑すぎると逆に売れなくなるそうです。アイスクリームが売れるのは
気温が22～23℃の時らしく、それ以上暑くなるともっとさっぱりしたかき氷や
清涼飲料の方が好まれるとのこと。とはいえ、統計によると、各家庭のアイ
スクリーム支出額は例年5月から増えて7～8月でピークとなっていますので、
夏に好まれているのは確かなようです。日本アイスクリーム協会公表の「ア
イスクリーム白書2017」では、好きなスイーツのトップはアイスクリームで、
昨年まで不動のトップだった好きなデザートに続き、一番の座を獲得してい
ます。好きなところとして、「美味しい」「手軽に食べやすい」に加え「ちょっと
幸せな気分になれる」が上位ランクに入っており、手軽なスイーツとして楽し

今

まれる方が多い一方、自分へのご褒美として普段よりランクアップしたアイ
スでプチ贅沢を楽しまれる方も増えているのが最近の傾向のようです。
そんなアイスクリームの始まりは、紀元前の古代ギリシャ・ローマ時代に
遡ります。古代のアイスクリームは、天然の雪や氷で、疲れた体を元気に
する「健康食品」として利用されていました。それを嗜好品として求めたの
がローマの英雄、ジュリアス・シーザーで、氷や雪に乳や蜜、ワインなどを
混ぜて楽しんでいたと伝えられています。日本人とアイスクリームの出会
いは江戸末期、徳川幕府が派遣した使節団が訪問先のアメリカで食べた
のが最初で、その美味しさに驚嘆したと言われています。その後、明治2年
に横浜で日本で最初のアイスクリームが作られたことから日本のアイス
クリームの歴史が始まりましたが、昔も今もその美味しさに魅了されている
ことは変わらないのかもしれません。
最近は季節に関係なく一年中楽しまれる方も増えてきており、統計では、
3人に１人はアイスクリームを1年中冷蔵庫にストックしているそうです。これ
からの季節、アイスクリームで涼をとりながら乗り切りたいものです。ただし、
冷たいものの取り過ぎにはくれぐれもご注意ください。（参考：気象庁
HP、総務省統計局HP、一般社団法人日本アイスクリーム協会HP）

開催日程・開催地等、研修に関する詳細は弊社ホームページにて
ご確認ください。

ISO45001 2018
ISO45001：2018
要求事項解説セミナー
マネジメントシステムの維持・改善のために必須の内部
監査。その知識とスキルを身に付けます。これから導入を
予定されている企業や、既に導入され更に効果的な運用
を目指される組織の皆様方にもお薦めです。
内部監査員コース
ISO9001／14001／18001／27001／39001 （2日間）
東京・大阪・名古屋・浜松・富山・金沢・新潟・福井・他
品質／環境／労働安全衛生／情報セキュリティ／
道路交通安全マネジメントシステムの導入を予定／
検討している
システムをより効果的に運用したい
効果的な内部監査を行いたい

規格要求事項の考え方、各条項の解釈、重要ポイントを
分かりやすく解説します。ISO45001 の導入を検討され
ている組織様だけでなく、OHSAS18001 取得組織様の
具体的な対応策もご理解いただける内容となっています。
ISO45001：2018 要求事項解説セミナー1日コース
開催地/日程

東京－毎月1回開催予定

ISO45001：2018 要求事項解説セミナー3時間コース
開催地/日程

北陸－7月、中四国・九州－8月、
東海－9月開催予定

＊弊社ホームページよりお申込み頂けます。FaxまたはEmailでのお申込みの場合は、ホーム
ページより申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、ご送付ください。

ISO9001:2015審査員養成コースを受講して
品質審査員養成コース（2016年12月愛媛会場）受講

インターテック審査員

吉井 久典

インターテック関係者でもある地元（愛媛）の知り合いのコンサル
タントさんの紹介で、ISOのことをよく理解しないまま、この世界
に飛び込みました。他の受講生の方々は所属会社でISOシス
テムに接した経験がある方が多く、何も経験がない私は肩身の
狭い思いをしていました。
しかし、研修は和やかで楽しい雰囲気で行われ、講師や他の
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受講生の皆様に助けられ、講義だけでなくグループワークや
ケーススタディ等を通して初心者の私でも理解を深めていくこと
ができました。宿泊先ではひたすら知識を詰め込む日々に追わ
れましたが、無事に修了できました。
この2018年3月で訓練生を終え、お陰様でいよいよ審査員と
してデビューすることになりました。今後とも、ご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願い申し上げます。

