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コース名 開催地 日程 会場 

ISO9001:2015 

移行対応セミナー 

宮城県仙台市 9 月 14 日（水） 
フォレスト仙台 第 5 会議室 
宮城県仙台市青葉区柏木 1-2-45 

山形県米沢市 9 月 28 日（水） 
アクティー米沢 第３会議室 
山形県米沢市西大通１-５-５ 

秋田県秋田市 10 月 5 日（水） 
秋田テルサ 第２会議室 
秋田県秋田市御所野地蔵田３-1-1 

岩手県盛岡市 11 月 9 日（水） 
アイーナいわて県民情報交流センター 会議室 702

岩手県盛岡市盛岡駅西通１-７−１ 

福島県郡山市 11 月 16 日（水） 
ビッグパレットふくしま 研修室 
福島県郡山市南 2-52 

青森県青森市 11 月 30 日（水） 
県民福祉プラザ 多目的室 4A 
青森県青森市中央 3-20-30 

宮城県仙台市 12 月 14 日（水） 
フォレスト仙台 第 5 会議室 
宮城県仙台市青葉区柏木 1-2-45 

ISO14001:2015 

移行対応セミナー 

宮城県仙台市 9 月 13 日（火） 
フォレスト仙台 第 5 会議室 
宮城県仙台市青葉区柏木 1-2-45 

山形県米沢市 9 月 29 日（木） 
アクティー米沢 第３会議室 
山形県米沢市西大通１-５-５ 

秋田県秋田市 10 月 ６日（木） 
秋田テルサ 第２会議室 
秋田県秋田市御所野地蔵田３-1-1 

岩手県盛岡市 11 月 10 日（木） 
アイーナいわて県民情報交流センター 会議室 702

岩手県盛岡市盛岡駅西通１-７−１ 

福島県郡山市 11 月 15 日（火） 
ビッグパレットふくしま 研修室 
福島県郡山市南 2-52 

青森県青森市 11 月 29 日（火） 
県民福祉プラザ 多目的室 4B 
青森県青森市中央 3-20-30 

宮城県仙台市 12 月 13 日（火） 
フォレスト仙台 第 5 会議室 
宮城県仙台市青葉区柏木 1-2-45 

コース概要 

ISO9001/14001 改正のポイントの解説。実際の経営、日常業務で行っている活動と ISO システムを一体化し

効果が出るようにするために、2015 年版を理解し、どう対応すれば良いかをご説明します。ご自身の組織に適

用したらどういう姿になるのか、所定の書式に書き出していただく小演習を同時に行います。 

講義時間 9：30～17：00 定員 各 30 名程度 

受講料 21,600 円（税込／テキスト代込み・2015 年版 JIS 規格書・昼食代込み） 

コース名 開催地 日程 会場 

ISO9001:2015 

内部監査員コース 

宮城県仙台市 9 月 15 日(木)-16 日(金)
フォレスト仙台 第 5 会議室 
宮城県仙台市青葉区柏木 1-2-45 

福島県郡山市 11月21日(月)-22日(火)
ビッグパレットふくしま 小会議室 2 
福島県郡山市南二丁目 52 番地 

青森県青森市 12 月 1 日(木)-2 日(金)
県民福祉プラザ 多目的室 4A 
青森県青森市中央三丁目 20 番 30 号 

宮城県仙台市 12月15日(木)-16日(金)
フォレスト仙台 第 5 会議室 
宮城県仙台市青葉区柏木 1-2-45 

コース概要 

・ISO9001 規格要求事項の解説、2015 年版規格改正概要の解説 

・内部監査の要領、内部監査計画のたて方、監査報告、記録、フォローアップ等について講義 

・グループワーク(演習と発表)・試験（最終日、合格された方には修了証を発行致します） 

講義時間 9：30～17：00 定員 各 30 名程度 

受講料 35,640 円（税込／テキスト代・2015 年版 JIS 規格書・昼食代込み）  

インターテック・サーティフィケーション㈱主催 

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。2016 年度後期東北地方開催の研修コースについて

ご案内をさせていただきます。多数のご参加お待ちしております。  
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            受講申込書      ※申込み内容に☑を入れてください 

申込コース 

☐ ISO9001:2015内部監査員コース     

□ ISO9001:2015移行対応セミナー    □ ISO14001:2015 移行対応セミナー 

開催地 □ 青森    □ 仙台     □ 郡山  

日程  2016年      月      日  ～      月      日 

会社名  

参加者氏名 1 
（漢字） （ローマ字） 

所属部署・役職  

参加者氏名 2 
（漢字） （ローマ字） 

所属部署・役職  

住所 
〒 

 

TEL      FAX     

E-mail  
連絡先 
（異なる場合）

 

顧客番号 
※弊社以外で認証取得されている場合は、審査機関名をご記入ください

 

 

 こちらの FAX 番号に送信下さい 

 03-3669-7410 

お申込み⽅法 
・下記の申込書にご記入の上、弊社宛にファックスにてお送りください。 

・申込み締切日は、各会場 2 週間前となります。 

・定員に達し次第、締切りとさせていただきますので、予めご了承ください。 

 ご記入いただきました情報は、弊社からの各種連絡・情報提供のために利用するのをはじめ、講師への参加者名簿として配付します。 

 必要事項を記入のうえ、弊社宛て Fax にてお申し込みください。申込受領後、受付書をお送りいたします。開催確定後（遅くとも開催の

約 2 週間前までに）、確認書と合わせて、受講料振込先、コースプログラム等をお送りいたします。また、最少催行人数に満たない場合は

中止になることがありますこと、あらかじめご了承ください。その場合は事前にご連絡いたします。 

 2 名様以上でお申込みの際は、申込書をコピーしてご利用いただくか、別紙に必要事項をご記載ください。 

 お申込のお取り消しは、7 日前までにお願いします。それ以降は受講料の返却はできませんのでご注意ください。ご都合がつかなくなった

場合には、代理の方のご出席も可能ですのでご相談ください。 

主催・お問い合わせ 
インターテック・サーティフィケーション株式会社 

Intertek Certification Japan Limited 
東京事務所 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-4-2 日本橋 N ビル  

TEL：03-3669-7435  FAX：03-3669-7410   担当： 小渕/中島 

HP: http://ba.intertek-jpn.com/ 

ISO9001 ISO14001 ISO27001 ISO/TS16949 OHSAS18001 ISO22000 FSSC22000 ISO13485 
AS9100 ISO39001 GLOBALGAP/JGAP JIS マーク表示制度 MSC/C0C GHG の認証審査、各種セミナー開催 


