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ISO9001:2015

IRCA認定の品質マネジメントシステム審査員
養成コース。ISO9001審査員への最初のス
テップです。本コースを受講・修了最終試験に合
格すると、審査員補になるための資格が得られ
ます。内部監査リーダーの方にもお薦めです。

※本コースは、国際審査員登録機構（IRCA）認定コー
スで国際基準での審査員または主任審査員の登録申
請に必要な要件の一部を満たす内容となっておりま
す。尚、本コース受講後、直ちに審査員になれる訳では
ありません。本コースを修了し、最終日の試験に合格さ
れた方は、個別に審査員（補）登録のための登録手続き
が必要となります。
（個人手続：コース修了→IRCAへの申請→審査員補
資格取得→審査員としての活動）

5日間（9:00～18:30予定）

日　数

1日目：規格要求事項解説、品質方針・目標
2日目：ISO19011に基づいた監査プロセス・計画・技術、
　　　チェックリスト
3日目：不適合報告書、面談
4日目：監査報告・記録、フォローアップ活動、是正処置、
　　　継続的改善
5日目：グループワーク事例研究、最終試験など
※ケーススタディー、グループワークを通して実践的に学びます。

内　容

審査員養成コース IRCA認定（コースID：18086）

概　要

ISO9001:2015

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。品質マネジメントシステムとそ
の内部監査についての基本的な知識やスキル
を習得します。これからISO9001を構築され
る組織の品質管理責任者や内部監査担当者の
方、また既に取得されているが、業務の改善・
質向上を目指して、効果的な内部監査を行い
たいというお客様にも最適なコースです。

2日間（9:30～17:00予定）

日　数

1日目：規格要求事項解説、ISO19011に基づいた内部
　　　監査要領・計画
2日目：監査報告・記録、フォローアップ活動、
　　　グループ事例研究、試験
※ケーススタディー、グループワークを通して実践的に学びます。
※修了証発行あり

内　容

内部監査員養成コース
概　要

2018年は弊社が研修事業を開始してから20周年を迎える節目の年となりました。
受講者数も累計1万人を突破しまして、皆様の多大なるご支援、ご愛顧に厚く御礼申し上げます。
本年も全国各地での ISO研修コースの開催を予定しております。
ぜひ当パンフレットをご覧いただきご検討ください。
また弊社では「ヒューマンエラー防止セミナー」「クレーム対応セミナー」「アンガーマネジメントセミナー」といった
ISO 以外のセミナーも積極的に開催しております。こんなセミナーがあったら嬉しいといったご要望がございましたらお
気軽に弊社研修部までご相談ください。

弊社ではお客様の多様なニーズにお応えするためオンサイト研修
（講師派遣型研修）も行っております。
開催地や日程が合わない、できるだけたくさんの社員に研修を受
けさせたい等でお悩みの企業様に講師が直接お伺いして研修を実
施いたします。
（注：個別のコンサル指導や、構築および運用のお手伝いするもの
ではなくプログラム、テキスト等は弊社通常開催コースのものを
使用いたします。）
オンサイト研修をご検討の企業様には、ご希望のコース内容や受
講予定人数に応じて先ずはお見積りいたしますので研修部までお
気軽にお問い合せください。

お問い合わせ：03-3669-7435（東京事務所／研修部）
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はじめに ISO9001

目次

https://ba.intertek-jpn.com/ ／品質マネジメントシステム

オンサイト研修の開催例

ISO9001/14001内部監査員養成コース
通常コースの他、2規格で 2日間コースも開催しております。

ISO45001要求事項解説セミナー
1日コースと3時間コースの2コースを開催しております。

ISO9001内部監査員力量向上セミナー
すでに内部監査員としてご活躍されてる方に、さらに力量向上を
目指していただくセミナーです。



ISO14001:2015

既に5日間審査員研修コースを合格修了され
た方を対象とした、環境審査員養成コースで
す。通常の5日間より短い3日間で環境審査員
への資格拡大が可能です。本コースを受講・修
了（最終試験に合格）すると、ISO14001審査
員補になるための資格が得られます。

※本コースは、国際審査員登録機構（IRCA）認定コー
スで国際基準での 審査員または主任審査員の登録申
請に必要な条件の一部を満たす内容となっておりま
す。尚、本コース受講後、直ちに審査員になれる訳では
ありません。本コースを修了し、最終日の試験に合格さ
れた方は、個別に審査員（補）登録のための登録手続き
が必要となります。
（個人手続：コース修了→IRCAへの申請→審査員補
資格取得→審査員としての活動）

3日間（9:00～18:30予定）

日　数

1日目：規格要求事項解說、法規制概要、環境側面
2日目：監査戦略・計画、監査所見・報告
3日目：グループワーク事例研究、最終試験
※ケーススタディー、グループワークを通して実践的に学びます。

内　容

移行型審査員養成コース IRCA認定（コースID：1822）

概　要

ISO14001:2015

ISO14001マネジメントシステム内部監査員
養成のためのコースです。規格要求事項、著し
い環境側面の特定、環境影響評価、関連する法
規制など、環境マネジメントシステムの内部監
査を効果的に実施するのに必要な基本的な知
識、スキルを習得します。ISO14001を既に取
得されているお客様で、新たに内部監査員を
養成する場合や業務の改善に結びつく、更に
効果的な内部監査を行いたいというお客様に
最適なコースです。

2日間（9:30～17:00予定）

日　数

1日目：規格要求事項解説、監査の指針、監査の計画、
　　　法規制概要
2日目：環境側面、EMS監査、継続的改善、監査所見と
　　　報告、グループ事例研究、試験
※ケーススタディー、グループワークを通して実践的に学びます。
※修了証発行あり

内　容

内部監査員養成コース
概　要

（5日間審査員研修コース合格者対象） ISO27001:2013

ISO27001:2013内部監査員養成のための
コースです。規格要求事項をはじめとした、情
報セキュリティマネジメントシステム構築に必
要な基本的な知識、スキルを習得出来ます。こ
れからISO27001を構築される組織の管理責
任者や内部監査担当の方、また既に取得され
ているが、マネジメントシステムの改善やセ
キュリティ向上を目指して、効果的な内部監査
を行いたい場合に最適なコースです。

2日間（9:30～17:00予定）

日　数

1日目：規格要求事項解説、監査の指針、監査の計画、
　　　リスクアセスメント
2日目：ISMS監査、継続的改善、監査所見と報告、
　　　グループ事例研究、試験
※ケーススタディー、グループワークを通して実践的に学びます。
※修了証発行あり

内　容

内部監査員養成コース

／道路交通安全マネジメントシステム

概　要

ISO27001:2013

ISO27001:2013の概要及び規格要求事項
について、各条項の内容、重要ポイントなど分
かりやすく解説します。組織の情報セキュリティ
管理責任者や内部監査担当の方に最適なコー
スです。

1日間（9:30～17:00予定）

日　数

規格概要・各条項の内容解説験
※修了証発行あり

内　容

規格解釈コース
概　要

ISO39001:2012

ISO39001道路交通安全マネジメントシステ
ムの目的・概要、そして規格要求事項について
重要ポイントを演習も取り入れながら、分かり
やすく解説します。ISO39001を構築される組
織の担当者や、内部監査担当者の方にお薦め
のコースです。

1日間（9:30～17:00予定）

日　数

規格各条項の内容解説、演習
※修了証発行あり

内　容

規格解釈コース
概　要

ISO39001:2012

ISO39001道路交通安全マネジメントシステ
ムの規格要求事項の概要をはじめ、内部監査
についての基本的な知識やスキルを習得しま
す。これから構築される組織の責任者・担当者、
また、効果的な内部監査を行いたいというお客
様にも最適なコースです。

2日間（9:30～17:00予定）

日　数

規格概要解説、内部監査要領、計画、監査、所見報告、試験
※修了証発行あり

内　容

内部監査員養成コース
概　要
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研修風景
SCENE

審査員養成コース、内部監査員養成コース

受講生からの声
VOICE ◎他の勉強会では理解できなかったISOが、インターテックの研修ではとてもよく理解できて感動した。

◎講師の方の解説が、身近な具体例も用いながら適切かつ親切でユーモアもあって、楽しく学習できた。

◎とても実践的で、演習の目的も明確で、非常に分かりやすかった。

◎ロールプレイング、サンプルレポートの作成等も含め、とても要領よく学ぶことが出来た。

ISO14001／環境マネジメントシステム ISO27001／情報セキュリティマネジメントシステム

ISO39001／道路交通安全マネジメントシステム



東京：TEL（03）3669-7401　FAX（03）3669-7405

研修風景
SCENE

JGAP審査員研修

受講生からの声
VOICE ◎大変内容の濃い研修で、現場実習もあったので厳しさもあったが、大変勉強になった。

◎講師の事例がとても分かりやすく、また質問しやすい雰囲気の研修で大変良かった。
◎たくさんの具体例と実務的な内容でとてもよかった。

ISO45001:2018

既に5日間審査員研修コースを合格終了され
た方を対象とした、労働安全衛生審査員養成
コースです。通常の５日間より短い３日間で労
働安全衛生審査員への資格拡大が可能です。
本コースを受講・修了（最終試験に合格）する
と、ISO45001審査員補になるための資格が
得られます。

※本コースは、国際審査員登録機構（IRCA）認定コースで
国際基準での審査員または主任審査員の登録申請に必要
な条件の一部を満たす内容となっております。尚、本コース
受講後、直ちに審査員になれる訳ではありません。本コース
を修了し、最終日の試験に合格された方は、個別に審査員
（補）登録のための登録手続きが必要となります。
（個人手続：コース修了→IRCAへの申請→審査員補資格
取得→審査員としての活動）

移行型審査員養成コース
概　要

（5日間審査員研修コース合格者対象）

IRCA認定（コースID：2082）

ISO45001:2018

ISO45001労働安全衛生マネジメントシステ
ム内部監査員養成のためのコースです。マネ
ジメントシステム構築に必要な基本的な知識、
スキルを習得します。

2日間（9:30～17:00予定）

日　数

1日目：ISO45001紹介、規格概論、初期レビュー、方針、
　　　リスクアセスメント、危険源の特定など
2日目：監査概要・計画、測定、是正処置、監査所見・報告、
　　　継続的改善、法規制、試験 
※ケーススタディー、グループワークを通して実践的に学びます。
※修了証発行あり

内　容

3日間（9:00～18:30予定）

日　数

1日目：規格要求事項解説、労働安全衛生法
2日目：監査計画、監査所見・報告
3日目：グループワーク事例研究、最終試験など
※ケーススタディー、グループワークを通して実践的に学びます。

内　容

内部監査員養成コース
概　要

ISO45001:2018

ISO45001：2018の規格について、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。
また、解説を基にOHSAS18001取得組織様
の具体的な対応策もご理解いただけるセミ
ナーです。

※ISO45001取得組織の管理責任者、内部監査
員の方、ISO45001の取得をお考えの組織に最
適なコースです。

1日間（9:30～17:00予定）

日　数

規格解説、演習
※修了証発行あり

内　容

要求事項解説セミナー
概　要

JGAP

日本GAP協会認定のJGAP審査員研修です。
JGAP審査員への最初のステップです。研修
の修了は審査員補登録要件のひとつです。

※本研修受講後、直ちに審査員になれる訳ではありませ
ん。本研修を修了し合格された方は、個別に審査員（補）登
録の手続きが必要となります。 （個人手続：研修修了→日本
GAP協会への申請→審査員補資格取得→審査員としての
活動）

3日間
1日目10:00～17:00予定
2日目  9:30～17:00予定
3日日  9:00～17:00予定

日　数

1日目：審査の基本、審査練習
2日目：農場にて現地模擬審査
3日目：審査報告書の書き方、審査員登録手続きについて
※ケーススタディー、グループワークを通して実践的に学びます。

内　容

審査員研修（青果物・穀物）
概　要

日本ＧＡＰ協会認定

JGAP（ジェイギャップ）とは、農場が活用する農場管理の基準です。農林水産省が導入を推奨する農業生産工程管理手法の1つです。JGAPの基準（青果物・穀物・茶）に
は、130を超える農場のチェック項目が定められています。農薬の管理、肥料の管理など、食の安全や環境保全に関係する農作業について、明確な基準が定められています。

JGAPとは

東京事務所 会議室
東京都中央区日本橋堀留町1-4-2
日本橋ノーススクエア7F

新大阪駅周辺（予定）
※申込受領後、別途ご案内いたします。

●JR新日本橋駅（6番出口より徒歩6分）
●三越前駅（A4出口より徒歩6分）
●小伝馬町駅（3番出口より徒歩3分）
●人形町駅（A5出口より徒歩4分）

最寄駅

東京会場

大阪会場

申込受領後、別途ご案内いたします。

その他の地域

三
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駅
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日本橋
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ヤマザキ
デイリーストア

日本橋
保健センター

高松そば

３番

6番

A４

A5

COREDO室町

開催会場

※OHSAS18001に代わり 2018年 3月 12日に発行されました。

※2018年 12月 1日にビル名（旧：日本橋Nビル）が変更になりました。
　尚、ビル名以外の住所 /TEL/FAXに変更はございません。

TEL:03-3669-7435（研修部）
FAX:03-3669-7410
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ISO45001／労働安全衛生マネジメントシステム JGAP／農場管理基準



インターテック・サーティフィケーション株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-2 日本橋ノーススクエア

東 京 事 務 所

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24 新大阪第一生命ビル5F

TEL.06-6150-0571　FAX.06-6150-0575

E-mail : info.ba-osaka@intertek.com

大 阪 事 務 所

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

東京会場
その他会場03-3669-7410 大阪会場 06-6150-0575

●研修日程は、別紙「コーススケジュール2019」またはホームページよりご確認ください。

●別添申込書に必要事項を記入のうえ、申込締切日までにFAX又はE-mailにてお申込みください。
　また弊社ホームページからもお申込み可能です。申込受理後、受付書を送付します。
　催行が確定しましたら確認書と合わせて、受講料振込先等をご連絡いたします。

●定員になり次第、締め切らせていただきます。
　但し、お申込時の状況によっては、ご希望の日程にご参加いただけない場合がございます。

●最少催行人数に満たない場合、中止になることがありますので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。

●お申込のお取り消しは、開催の7日前までにお願いいたします。
　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、代理の方の受講や次回への繰越しも可能ですのでご相談く
　ださい。

●コースの開始／終了時間は、受講人数や進行状況により前後する場合がございます。

●台風・地震などの天災地変、公共交通機関の不通、その他弊社の管理できない事由により、コー
　ススケジュール及び内容が変更、またはコースの開催が中止になる可能性がございますこと、
　あらかじめご了承ください。

お申込み方法

お申込受付FAX

ホームページからもお申込みができます

※2018年 12月 1日にビル名（旧：日本橋Nビル）が変更になりました。尚、ビル名以外の住所 /TEL/FAXに変更はございません。

TEL.03-3669-7435（研修部）　FAX.03-3669-7410

E-mail : info.ba-japan@intertek.com


