ISO9001 / ISO14001 / ISO45001 / ISO/IEC27001 / ISO22716 /
IATF16949
SEMINAR GUIDE OF TRAINING COURSE
SGS TRAINING COURSES IN JAPAN 2022

SGS TRAINING COURSE
コース概要
SGS ジャパンのトレーニングは、SGS グロールにおける長年の経験を活かし、専門的教育のリーダーとして効果的な学習と知
識習得の機会をご提供いたします。
企業が市場において競争相手との違いを明確にすべく、幅広い領域について経験豊富な講師が、要員・チーム・企業のそれぞれ
における明確な改善目標の設定と達成を支援いたします。
詳細は次のサイトをクリックしてください。https://www.sgsgroup.jp/

アイコン
公開講座
SGS の公開講座は、関連業界の皆様と同じ問題を共有し、コース中の課題を議論する機会を設けることで SGS の講師のみなら
ず同じ役割を担う参加者様と効率的かつ実践的に情報を得ることができます。経験豊富な講師がすべてのディスカッションを通
じて企業のシステム運用及び改善に役立つよう実践的かつ効果的に講義を展開いたします。
公開講座は弊社指定日にご参加をいただきます。
*オンラインライブ研修について：会場にお越しいただかずに、インターネットへ接続されているパソコン・タブレット端末・
スマートフォン等でご都合の良い場所でセミナーをご受講いただける研修になります。録画配信ではなく、リアルタイムでの研
修になりますので講師に直接質問することも可能です。
各コースの詳細・お申込みは次のサイトをクリックしてください。https://www.sgsgroup.jp/ja-jp/training-schedule

オンデマンド研修
お手元の端末で動画を視聴いただきます。公開講座とは異なり時間と場所を問わず、期間中は 24 時間ご利用いただけます。
コースにより演習や試験もあり、すべてのカリキュラムを視聴いただくと修了証書もダウンロードいただけます。
各コースの詳細・お申込みは次のサイトをクリックしてください。https://shop.deliveru.jp/sgsjp/

講師派遣型研修
皆様の企業内で通常又はカスタマイズされたコースを実施することで企業ごとの文化、スタイルに合わせた研修のご提供が可能
となります。
社内で複数の対象者を訓練した場合や機密性に問題がある場合などに最適で、費用対効果の高いコースです。
講師派遣型研修をご希望の場合は、メールまたはお電話にてお気軽にお問合せください。

お問い合わせ
050-3773-4526

http://www.sgsgroup.jp/ja-jp/training-schedule

mailto:jpssc.trs@sgs.com

SGS ジャパン株式会社
マーケティング＆トレーニング
〒240-0005
横浜市保土ヶ谷区神戸町 134 横浜ビジネスパーク ノーススクエアⅠ 3F

©2022 SGS Japan Inc.

-1-

2022.3.16 Issue 2

研修ラインナップ
本カタログには、公開講座及び講師派遣の研修のみ掲載しております。オンデマンド研修の詳細及びお申し込みは、金額のリンクから
各ページに移行し、ご利用ください。

規格

ｶﾀﾛｸﾞ
ﾍﾟｰｼﾞ

ISO9001

（レベル）★：初級 ★★：中級 ★★★：専門性を高める

公開講座 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ
講師派遣
（税込）
（税込）

研修名
ISO9001:2015 入門研修

¥4,400

－

★

4

ISO9001:2015 規格解釈研修

¥27,500

¥11,000

★

4

ISO9001:2015 内部監査員研修

¥55,000

¥22,000

★

－

¥23,100

¥22,000

¥22,000

－

¥44,000

－

★★

－

¥23,100

－

★

ISO9001 内部監査質問事例集

－

¥3,300

－

★

ISO9001【営業部】に対する内部監査質問解説

－

¥2,200

－

★

ISO9001【設計・開発部】に対する内部監査質問解説

－

¥2,200

－

★

ISO9001【購買部】に対する内部監査質問解説

－

¥2,200

－

★

ISO9001【製造部】に対する内部監査質問解説

－

¥2,200

－

★

ISO9001【検査・試験部門】に対する内部監査質問解説

－

¥2,200

－

★

ISO9001 有効性監査員研修

－

ISO14001:2015 入門研修

－

¥4,400

ISO9001 入門研修/ISO9001 内部監査員研修
4

ISO9001:2015 内部監査レベルアップ研修
ISO9001 内部監査員研修/
ISO9001 内部監査レベルアップ研修
ISO9001 内部監査員研修/
ISO9001 内部監査質問事例集

5
ISO14001

－

★
★★

★★★

－
－

★

5

ISO14001:2015 規格解釈研修

¥27,500

¥11,000

★

5

ISO14001:2015 内部監査員研修

¥55,000

¥22,000

★

－

¥23,100

¥22,000

¥22,000

－

¥44,000

－

★

－

¥23,100

－

★

ISO14001 内部監査質問事例集

－

¥3,300

－

★

国内環境法規制研修

－

¥22,000

－

★★★

ISO45001:2018 入門研修

－

¥4,400

－

★

ISO14001 入門研修/ISO14001 内部監査員研修
6

ISO14001:2015 内部監査レベルアップ研修
ISO14001 内部監査員研修/
ISO14001 内部監査レベルアップ研修
ISO14001 内部監査員研修/
ISO14001 内部監査質問事例集

ISO45001

－

★
★★

6

ISO45001:2018 規格解釈研修

¥27,500

¥11,000

★

7

ISO45001:2018 内部監査員研修

¥55,000

¥22,000

★

ISO45001 入門研修/ISO45001 内部監査員研修

－

¥23,100

ISO45001 内部監査レベルアップ研修

－

¥22,000

－

¥44,000

－

★

－

¥23,100

－

★

ISO45001 内部監査質問事例集

－

¥3,300

－

★

7

労働安全衛生リスクアセスメント研修

－

－

★

8

労働安全衛生法規制研修

－

－

★★★

食品加工業向け 労働安全衛生法規制研修

－

¥16,500

7

ISO45001 内部監査員研修/
ISO45001 内部監査レベルアップ研修
ISO45001 内部監査員研修/
ISO45001 内部監査質問事例集
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研修ラインナップ
本カタログには、公開講座及び講師派遣の研修のみ掲載しております。オンデマンド研修の詳細及びお申し込みは、金額のリンクから
各ページに移行し、ご利用ください。

規格

ｶﾀﾛｸﾞ
ﾍﾟｰｼﾞ

（レベル）★：初級 ★★：中級 ★★★：専門性を高める

公開講座 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ
講師派遣
（税込）
（税込）

研修名

レベル

ISO9001/14001

8

ISO9001/14001:2015 統合規格解釈研修

¥27,500

¥11,000

★

統合

9

ISO9001/14001:2015 統合内部監査員研修

¥55,000

¥22,000

★

－

¥22,000

★★

－

¥44,000

－

★

－

¥23,100

－

★

－

¥3,300

－

★

9

ISO9001/14001:2015 統合内部監査
レベルアップ研修
ISO9001&14001 統合内部監査員研修/
ISO9001&14001 統合内部監査レベルアップ研修
ISO9001&14001 統合内部監査員研修/
ISO9001&14001 内部監査質問事例集
ISO9001/14001 統合内部監査質問事例集

ISO14001/45001

10

ISO14001/ISO45001 統合規格解釈研修

¥27,500

¥11,000

★

統合

10

ISO14001/ISO45001 統合内部監査員研修

¥55,000

¥22,000

★

－

¥22,000

★★

－

¥44,000

－

★

－

¥23,100

－

★

ISO14001/ISO45001 内部監査質問事例集

－

¥3,300

－

★

11

ISO9001/14001/45001 統合規格解釈研修

－

－

★★

11

ISO9001/14001/45001 統合内部監査員研修

－

－

★

11

ISO9001/14001/45001 統合内部監査レベルアップ研修

－

－

★★

ISO9001/ISO14001/ISO45001 統合内部監査
質問事例集

－

10

ISO9001/14001/
45001 統合

ISO/IEC27001

ISO22716

その他

ISO14001/ISO45001 統合内部監査
レベルアップ研修
ISO14001&45001 統合内部監査員研修/
ISO14001&45001 統合内部監査レベルアップ研修
ISO14001&45001 統合内部監査員研修/
ISO14001&45001 内部監査質問事例集

－

★

12

ISO/IEC27001 規格解釈研修

¥31,900

¥11,000

★

12

ISO/IEC27001 内部監査員研修

¥60,500

¥22,000

★

ISO22716:2007 規格解釈研修

¥33,000

★

ISO22716:2007 内部監査員研修

¥38,500

★

リモート内部監査研修

－

¥11,000

－

★

マネジメントシステム監査実践コース

－

¥16,500

－

★★

医療品適正流通基準 GDP 解説セミナー
自動車関連

IATF16949 規格解釈研修

IATF16949

IATF16949 内部監査員研修
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¥3,300

¥22,000
－
¥60,500

¥27,500
－

★
－

★

－

★

IATF16949【購買プロセス】に対する内部監査質問事例集

－

¥5,500

－

★★★

IATF16949【設計・開発プロセス】に対する内部監査質問事例集

－

¥5,500

－

★★★

IATF16949【製造プロセス】に対する内部監査質問事例集

－

¥5,500

－

★★★

IATF16949【検査・試験プロセス】に対する内部監査質問事例集

－

¥5,500

－

★★★

IATF16949【プロセス別】内部監査質問事例集

－

¥16,500

－

★★★

AIAG_VDA_FMEA ハンドブック解説研修

－

¥44,000

－

★★★

SGS 品質管理 SPC コアツールセミナー

－

¥16,500

－

★★★

SGS 品質管理 MSA コアツールセミナー

－

¥16,500

－

★★★

SGS 品質管理 PPAP コアツールセミナー

－

¥16,500

－

★★★

SGS 品質管理 APQP コアツールセミナー

－

¥16,500

－

★★★
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（レベル）★：初級 ★★：中級 ★★★：専門性を高める

*税込価格表示
公開講座／オンデマンド
講師派遣

ISO 9001

ISO9001:2015 規格解釈研修
このコースは「ISO9001 の認証取得を目指す」、「運用中のマネジメントシステムの維持・向上をご担当してい
る」、「マネジメントシステム設計を担う」方々に最適のコースです。
ISO9001 の目的及び ISO9001 規格要求事項を解説差し上げると共に、「用語の定義」、「適用範囲」、「リス
ク管理」、「パフォーマンス評価」の考え方、並びにアプローチ手法についてご案内いたします。
経験豊富な講師陣の講義により、受講生の抱えている問題点や疑問点を解消することができます。
尚、本コースは ISO9001:2015 内部監査員研修の第一日目と同一の研修内容になります。

公開講座：

¥27,500

オンデマンド： ¥11,000
講師派遣： お問合せください

★

●コース構成:
講義：品質マネジメントシステム、JIS Q 9001／ISO9001 規格解釈
演習：不適合の特定
●受講対象：認証を取得又は計画されている企業のご担当者又は全社員
●公開講座（オンラインライブ研修・1 日間）
開催時間：10：00～17：00
開催日程：1 月 18 日、4 月 19 日、7 月 26 日、10 月 18 日
◆オンデマンド研修
視聴時間：合計 2 時間 48 分（一度に全てを視聴／視聴期間内に分割しての視聴も可能）
視聴期間：視聴開始日より 15 日間（期間内無制限で 24 時間視聴可）

公開講座／オンデマンド
講師派遣

ISO 9001

ISO9001:2015 内部監査員研修
このコースは「ISO9001 の認証取得を目指す」、「ISO9001 内部監査員候補として任命された」、「運用中のマ
ネジメントシステムの維持・向上をご担当している」、「マネジメントシステム設計を担う」方々に最適のコースで
す。
1 日目は規格解釈として、ISO9001 の目的及び ISO9001 規格要求事項を解説差し上げると共に、「用語の定
義」、「適用範囲」、「リスク管理」、「パフォーマンス評価」の考え方、並びにアプローチ手法についてご案内いた
します。
2 日目には、ISO9001 マネジメントシステムの運用に必須な内部監査技法の習得に焦点をあて、経験豊富な
講師陣の指導により、監査の計画、準備、実施及び報告とフォローアップに関する技法を講義・ワークショップ
を通じて習得できます。

公開講座：

¥55,000

オンデマンド： ¥22,000
講師派遣： お問合せください

★

●コース構成:
講義：品質マネジメントシステム、JIS Q 9001／ISO9001 規格解釈、監査プロセスの計画と準備、監査の実
施、監査の見直し、報告とフォローアップ
演習：不適合の特定、チェックリストの作成、監査シミュレーションとフィードバック、是正処置、発表とフィード
バック
●受講対象：ISO9001 内部監査員としての資格取得を目指す方、品質マネジメントシステム内部監査員、監
査員候補者、協力会社等への監査を実施している方、管理責任者
●公開講座（オンラインライブ研修・2 日間）
開催時間：10：00～17：00
開催日程：1 月 18 日-19 日、4 月 19 日-20 日､7 月 26 日-27 日、10 月 18 日-19 日
◆オンデマンド研修
視聴時間：合計 4 時間 26 分（一度に全てを視聴／視聴期間内に分割しての視聴も可能）
視聴期間：視聴開始日より 15 日間（期間内無制限で 24 時間視聴可）

公開講座／オンデマンド
講師派遣

ISO 9001

ISO9001:2015 内部監査レベルアップ研修
ISO9001 内部監査員として、1. 被監査部門の方に何をどのように質問すれば良いか？2. 提示された客観的
証拠に対して、さらに何を確認すれば良いか？の 2 点についてご理解いただき、内部監査での実践を可能とし
ます。
マニュアル、規定、手順書類の順守状況確認と記録作成有無の確認に陥りがちな内部監査を脱却し、改善点
の抽出を志向した内部監査へレベルアップができます。
コースでは、ISO9001 要求事項間の繋がり、各要求事項について、他の要求事項も考慮した上での監査での
質問のポイントを豊富なサンプルを含めた講義、具体的な事例に対する演習を交えてご案内。皆様に配布す
る研修テキストは、監査時の参照資料としてご利用いただけます。
●コース構成:
講義：ISO9001:2015 要求事項に対する監査時の質問（確認）ポイント解説、内部監査現場で効果的な質問
をおこなうためのプロセス分析と分析結果に基づくチェックリスト作成手法解説
演習：見積書・製造現場・検査記録に対する質問の検討、製造プロセスのタートル分析と ISO9001 要求事
項の割当て

公開講座：

¥22,000

オンデマンド： ¥22,000
講師派遣： お問合せください

★★

●受講対象：ISO9001 内部監査員、ISO9001 内部監査運営事務局
●公開講座（オンラインライブ研修・1 日間）
開始時間：9：30～17：00
開催日 ：2 月 15 日､8 月 18 日
◆オンデマンド研修
視聴時間：合計 3 時間 53 分（一度に全てを視聴／視聴期間内に分割しての視聴も可能）
視聴期間：視聴開始日より 15 日間（期間内無制限で 24 時間視聴可）
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（レベル）★：初級 ★★：中級 ★★★：専門性を高める

*税込価格表示

ISO9001 有効性監査員研修コース（2 日間）

ISO 9001

前半と後半の 2 つのコースで構成された研修です。
前半：業務・部門運営活動の有効性、改善点を特定できる監査の実施（監査の準備＝チェックリスト作成）を可
能とし、監査現場において、情報源を特定し、関連する質問を容易にすることを目的にしています。
後半：監査中に示された客観的証拠や事象に対して、関連するプロセスを思い浮かべつつ、その事象（適合・
不適合問わず）の発生原因まで遡っての評価（深堀検証＝Audit Trail）実施を可能とし、改善事項の特定に結
び付ける能力を身に付けることを目的としています。
●コース構成:
【有効性監査 前半】
講義：監査のスキルアップ、パフォーマンス改善に必要なチェックリストと客観的証拠
演習：プロセスの想定、チェックリストの作成、客観的証拠へのアプローチ、監査の実施
【有効性監査 後半】
講義：有効性監査と適合性監査（有効性監査としてのデモンストレーション含む）／ものづくり企業を志向
した有効性監査の実施／対象プロセスによって異なる有効性監査の方法例のご案内／有効性志
向の監査前準備と深堀検証／有効性監査の手法、深堀検証＝AUDIT TRAIL の組立
演習：事前課題「監査質問の掘り下げと監査結論の特定」 グループまとめと発表／ケーススタディ
「AUDI TRAIL の組立」

講師派遣
講師派遣： お問合せください

★★★

●受講対象：ISO9001 内部監査員、ISO9001 内部監査運営事務局
公開講座／オンデマンド
講師派遣

ISO 14001

ISO14001:2015 規格解釈研修
このコースは「ISO14001 の認証取得を目指す」、「運用中のマネジメントシステムの維持・向上をご担当してい
る」、「マネジメントシステム設計を担う」方々に最適のコースです。
ISO14001 の目的及び ISO14001 規格要求事項を解説差し上げると共に、「用語の定義」、「適用範囲」、「リ
スク管理」、「パフォーマンス評価」の考え方、並びにアプローチ手法についてご案内いたします。
経験豊富な講師陣の講義により、受講生の抱えている問題点や疑問点を解消することができます。
尚、本コースは ISO14001:2015 内部監査員研修の第一日目と同一の研修内容になります。

公開講座：

¥27,500

オンデマンド： ¥11,000
講師派遣： お問合せください

★

●コース構成:
講義：環境マネジメントシステム／ISO14001:2015 規格解説
演習：規格解釈
●受講対象：認証を取得又は計画されている企業のご担当者又は全社員
●公開講座（オンラインライブ研修・1 日間）
開催時間：10:00～17:00
開催日程：2 月 2 日、5 月 17 日、8 月 9 日、11 月 1 日
◆オンデマンド研修
視聴時間：合計 2 時間 20 分（一度に全てを視聴／視聴期間内に分割しての視聴も可能）
視聴期間：視聴開始日より 15 日間（期間内無制限で 24 時間視聴可）

公開講座／オンデマンド
講師派遣

ISO 14001

ISO14001:2015 内部監査員研修
このコースは「ISO14001 の認証取得を目指す」、「運用中のマネジメントシステムの維持・向上をご担当して
いる」、「マネジメントシステム設計を担う」方々に最適のコースです。
1 日目は規格解釈を行い、ISO14001 制定の背景と目的及び ISO14001 規格要求事項を解説差し上げると
共に、「用語の定義」、「適用範囲」、「リスク管理」、「パフォーマンス評価」の考え方、並びにアプローチ手法に
ついてご案内いたします。
2 日目には、環境マネジメントシステムの実施に必須な内部環境監査の技法の習得に焦点をあて、審査経験
豊富な講師陣の指導により、監査計画の立案、監査の実施及び報告に関する技法を講義・ワークショップを
通じて習得できます。
●コース構成：
講義：環境マネジメントシステム／ISO14001:2015 規格解説、監査プロセスの計画と準備、監査の実施、
監査の見直し、報告とフォローアップ
演習：規格解釈、チェックリストの作成、是正処置、発表とフィードバック

公開講座：

¥55,000

オンデマンド： ¥22,000
講師派遣： お問合せください

★

●受講対象：ISO14001 内部監査員としての資格取得を目指す方、環境マネジメントシステム内部監査員、監
査員候補者、協力会社等への監査を実施されている方、管理責任者
●公開講座（オンラインライブ研修・2 日間）
開催時間：10:00～17:00
開催日程：2 月 2 日-3 日、5 月 17 日-18 日、8 月 9 日-10 日、11 月 1 日-2 日
◆オンデマンド研修
視聴時間：合計 3 時間 48 分（一度に全てを視聴／視聴期間内に分割しての視聴も可能）
視聴期間：視聴開始日より 15 日間（期間内無制限で 24 時間視聴可）
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ISO 14001

ISO14001:2015 内部監査レベルアップ研修
ISO14001 内部監査員として、1. 被監査部門の方に何をどのように質問すれば良いか？2. 提示された客観
的証拠に対して、さらに何を確認すれば良いか？の 2 点についてご理解いただき、内部監査での実施を可能
とします。マニュアル、規定、手順書類の順守状況確認と記録作成有無の確認に陥りがちな内部監査を脱却
し、改善点の抽出を志向した内部監査へレベルアップができます。コースでは、ISO14001 要求事項間の繋
がり、各要求事項について、他の要求事項も考慮した上での監査での質問のポイントを豊富なサンプルを含
めた講義、具体的な事例に対する演習を交えてご案内。皆様に配布する研修テキストは、監査時の参照資料
としてご利用いただけます。
●コース構成：
講義：ISO14001 要求事項に対する監査時の質問（確認）ポイント解説、内部監査現場で効果的な質問を
おこなうためのプロセス分析と分析結果に基づくチェックリスト作成手法解説
演習：環境影響評価表、環境目標及び取組計画、委託先への発注記録、順守評価結果、不適合及び是正
処置要求書に対する質問の検討、製造プロセスのタートル分析と ISO14001 要求事項の割当

*税込価格表示
公開講座／オンデマンド
講師派遣
公開講座：

¥22,000

オンデマンド： ¥22,000
講師派遣： お問合せください

★★

●受講対象：ISO14001 内部監査員、ISO14001 内部監査運営事務局
●公開講座（オンラインライブ研修・1 日間）
開催時間：9：30～17：00
開催日程：2 月 16 日、8 月 19 日
◆オンデマンド研修
視聴時間：合計 2 時間 40 分（一度に全てを視聴／視聴期間内に分割しての視聴も可能）
視聴期間：視聴開始日より 15 日間（期間内無制限で 24 時間視聴可）

7

公開講座／オンデマンド
講師派遣

ISO45001:2018 規格解釈研修

ISO 45001

このコースは「ISO45001 の認証取得を目指す」、「運用中のマネジメントシステムの維持・向上をご担当して
いる」、「マネジメントシステム設計を担う」方々に最適のコースです。
ISO45001 の目的及び ISO45001 規格要求事項を解説差し上げると共に、「用語の定義」、「労働安全衛生リ
スクアセスメント」、「リスク管理」、「パフォーマンス評価」の考え方、並びにアプローチ手法についてご案内い
たします。経験豊富な講師陣の講義により、受講生の抱えている問題点や疑問点を解消することができます。
尚、本コースは ISO45001:2018 内部監査員研修の第一日目と同一の研修内容になります。
●コース構成：
講義：労働安全衛生マネジメントシステム、ISO45001:2018 規格解説
演習：適合性評価、フィードバック

公開講座：

¥27,500

オンデマンド： ¥11,000
講師派遣： お問合せください

★

●受講対象：認証を取得又は計画されている企業のご担当者又は全社員、他の労働安全衛生システムから
ISO45001 システムへの移行を検討中の事務局候補者、内部監査員候補者、既に労働安全衛
生マネジメントシステム内部監査員だが、ISO45001:2018 年版規格の要求事項及び最新の内
部監査手法に関する理解を得たい方
●公開講座（オンラインライブ研修・1 日間）
開催時間：10：00～17：00
開催日程：3 月 24 日、6 月 9 日、9 月 6 日、12 月 6 日
◆オンデマンド研修
視聴時間：合計 2 時間 18 分（一度に全てを視聴／視聴期間内に分割しての視聴も可能）
視聴期間：視聴開始日より 15 日間（期間内無制限で 24 時間視聴可）

©2022 SGS Japan Inc.

-6-

2022.3.16 Issue 2

（レベル）★：初級 ★★：中級 ★★★：専門性を高める

*税込価格表示
公開講座／オンデマンド
講師派遣

ISO45001:2018 内部監査員研修

ISO 45001

このコースは「ISO45001 の認証取得を目指す」、「運用中のマネジメントシステムの維持・向上をご担当して
いる」、「ISO45001 内部監査員候補として任命された」、「マネジメントシステム設計を担う」方々に最適のコー
スです。
1 日目は規格解釈として、ISO45001 の目的及び ISO45001 規格要求事項を解説差し上げると共に、「用語
の定義」、「労働安全衛生リスクアセスメント」、「リスク管理」、「パフォーマンス評価」の考え方、並びにアプロ
ーチ手法についてご案内いたします。
2 日目には、労働安全衛生マネジメントシステムの運用に必須な内部監査技法の習得と労働災害リスクアセ
スメントに焦点をあて、経験豊富な講師陣の指導により、監査の計画、準備、実施及び報告とフォローアップ
並びに危険源の特定と評価に関する技法を講義・ワークショップを通じて習得できます。
●コース構成：
講義：労働安全衛生マネジメントシステム、ISO45001:2018 規格解説、監査の計画、準備、監査の実施、
監査の見直し、監査の報告とフォローアップ
演習：適合性評価、フィードバック、模擬内部監査の体験、是正処置要求書の作成、危険源の特定、評価
及び管理策の決定

公開講座：

¥55,000

オンデマンド： ¥22,000
講師派遣： お問合せください

★

●受講対象：認証を取得又は計画されている企業のご担当者又は全社員、他の労働安全衛生システムから
ISO45001 システムへの移行を検討中の事務局候補者、内部監査員候補者、既に労働安全衛
生マネジメントシステム内部監査員だが、ISO45001:2018 年版規格の要求事項及び最新の内
部監査手法に関するご理解を得たい方
●公開講座（オンラインライブ研修・2 日間）
開催時間：10：00～17：00
開催日程：3 月 24 日-25 日、6 月 9 日-10 日、9 月 6 日-7 日､12 月 6 日-7 日
◆オンデマンド研修
視聴時間：合計 3 時間 36 分（一度に全てを視聴／視聴期間内に分割しての視聴も可能）
視聴期間：視聴開始日より 15 日間（期間内無制限で 24 時間視聴可）

ISO 45001

ISO45001:2018 内部監査レベルアップ研修
このコースは、次の 1.～3.に該当する内部監査員が、監査中に効果的な質問を実施することを可能とすべく
開発された研修です。
1．監査現場で被監査側にどのように質問をすれば良いのか？について不安を感じている方
2．監査員研修を修了したが、監査経験はあまり無い／全く無い方
3．監査チェックリストを作成なさる方
多数の ISO45001 研修を提供している講師が、ISO45001 要求事項別に監査中の質問（確認）事項を当該要
求事項の解釈のポイント、及びその他の要求事項との繋がりの解説を含め、様々なサンプル事例を用いてご
案内いたします。コース中には 5 つの客観的証拠に対する監査質問の作成演習も解説を含めてご用意。視聴
後に実施される内部監査において、より効果的な質問の実施が可能になります。

オンデマンド／講師派遣
オンデマンド： ¥22,000
講師派遣： お問合せください

★★

●コース構成：
講義：ISO45001 要求事項解説、内部監査現場で効果的な質問をおこなうために
演習：危険源の特定と評価結果、リスクアセスメント結果、QC 工程表、順守評価結果への質問作成、製造
プロセスのタートル分析
●受講対象：監査現場で被監査側にどのように質問をすれば良いのか？について不安を感じている方、監査
員研修を修了したが、監査経験はあまり無い／全く無い方、監査チェックリスト作成者
◆オンデマンド研修
視聴時間：合計 2 時間 55 分（一度に全てを視聴／視聴期間内に分割しての視聴も可能）
視聴期間：視聴開始日より 15 日間（期間内無制限で 24 時間視聴可）

ISO 45001

労働安全衛生リスクアセスメント研修

講師派遣

本コースは、リスクアセスメントの必要性と実施、危険減の特定と評価の考え方及びリスク管理の実施につい
て、安全な作業に必要な意識・知識に関するご理解を講義と演習を通じてご提供します。適切な労働災害リス
クを低減するために必要な対策の立案と実施を可能とすることで、社員一人一人が労働災害に関する感受性
を高め、能動的な取り組みに転換し、会社全体の労働安全衛生活動のパフォーマンスの向上に貢献いただく
べく、開発されたコースです。危険源の特定・評価・回避策の実践について、具体的な事例を交えながらご案
内を差し上げます。労働安全衛生マネジメントシステム（OHSAS）の審査員資格、並びに企業様への指導経
験を有する講師が、研修を通じて皆様のお悩み解決に向けた解説を行います。

講師派遣： お問合せください

★

●コース構成：
講義：労働災害の現状と発生のメカニズム、危険源の特定と評価、管理策の立案
演習：危険な状態と行動、リスクアセスメントの実施
●受講対象：安全パトロール実施者、安全衛生ご担当者、労働安全衛生マネジメントシステム推進ご担当者
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*税込価格表示

ISO 45001

労働安全衛生法規制研修

講師派遣

本コースでは、労働安全法規制とその解釈を、法⇒令⇒則の繋がり及び罰則と併せて解説した経験を多数
有する講師が、複数の事例を用いて、順守管理状況のリスクについてご説明いたします。
また、コースの最後には、演習「法の読み方」として、2 つの事例について、学習した労働安全衛生法規制の
どこを、どのように確認すれば良いのか？を実践いただきます。
お勤め先の労働安全衛生法規制に対するより精度の高い順守評価が可能となると共に、今後どの労働安全
衛生法規制ついて更なる学習が必要なのか？等のコース後の学習の方向性の明確化にも役立ちます。
●コース構成：
講義： 労働安全衛生法規則の読み方、労働安全衛生法規制の全体像～安衛令、労働安全衛生法の概要
（安衛則）～令則との関係、法・個別規則の理解、労働安全衛生管理体制～労働者の危険又は健
康障害を防止する措置、機械等並びに危険物及び有害物に関する規制～監督等、安全衛生規則
安全基準 機械による危険の防止～ 荷役運搬機械等、安全衛生規則 爆発、火災等の防止～通
路、足場等
演習：法の理解

講師派遣： お問合せください

★★★

●受講対象：労働安全衛生法規制の管理業務に携わっている方、労働安全衛生マネジメントシステム
（ISO45001 他）運営事務局、及び内部監査員（候補者含む）、社内で労働安全衛生法規制に対
する順守評価活動を担っている方

公開講座／オンデマンド
講師派遣

ISO 9001/ISO 14001

ISO9001/14001:2015 統合規格解釈研修
このコースは「ISO9001／ISO14001 の認証取得を目指す」、「運用中のマネジメントシステムの維持・向上を
ご担当している」、「マネジメントシステム設計を担う」方々に最適のコースです。
ISO9001／ISO14001 の目的及び ISO9001／ISO14001 規格要求事項を解説差し上げると共に、「用語の
定義」、「適用範囲」、「リスク管理」、「パフォーマンス評価」の考え方、並びにアプローチ手法についてご案内
いたします。
経験豊富な講師陣の講義により、受講生の抱えている問題点や疑問点を解消することができます。
尚、本コースは ISO9001:2015･ISO14001:2015 統合内部監査員研修の第一日目と同一の研修内容にな
ります。

公開講座：

¥27,500

オンデマンド： ¥11,000
講師派遣： お問合せください

★

●コース構成：
講義：ISO9001、ISO14001 規格解釈
演習：規格解釈
●受講対象：ISO9001／ISO14001 統合認証を取得又は計画されている企業のご担当者又は全社員
●公開講座（オンラインライブ研修・1 日間）
開催時間：10：00～17：00
開催日程 ：6 月 23 日､12 月 8 日
◆オンデマンド研修
視聴時間：合計 2 時間 37 分（一度に全てを視聴／視聴期間内に分割しての視聴も可能）
視聴期間：視聴開始日より 15 日間（期間内無制限で 24 時間視聴可）
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*税込価格表示
公開講座／オンデマンド
講師派遣

ISO 9001/ISO 14001

ISO9001/14001:2015 統合内部監査員研修
このコースは「 ISO9001／ISO14001 の認証取得を目指す」、「 ISO9001／ISO14001 内部監査員候補とし
て任命された」、「運用中のマネジメントシステムの維持・向上をご担当している」、「マネジメントシステム設計
を担う」方々に最適のコースです。
1 日目は規格解釈として、 ISO9001／ISO14001 の目的及び ISO9001／ISO14001 規格要求事項を解説
差し上げると共に、「用語の定義」、「適用範囲」、「リスク管理」、「パフォーマンス評価」の考え方、並びにアプ
ローチ手法についてご案内いたします。
2 日目には、ISO9001／ISO14001 マネジメントシステムの運用に必須な内部監査技法の習得に焦点をあ
て、経験豊富な講師陣の指導により、監査の計画、準備、実施及び報告とフォローアップに関する技法を講
義・ワークショップを通じて習得できます。

公開講座：

¥55,000

オンデマンド： ¥22,000
講師派遣： お問合せください

★

●コース構成:
講義：ISO9001、ISO14001 規格解釈、監査プロセスの計画と準備、監査の実施、監査の見直し、報告とフ
ォローアップ
演習：規格解釈、チェックリストの作成、監査シミュレーションとフィードバック、是正処置、発表とフィードバック
●受講対象：ISO9001／ISO14001 統合内部監査員としての資格取得を目指す方、マネジメントシステム内
部監査員、監査員候補者、協力会社等への監査を実施している方、管理責任者
●公開講座（オンラインライブ研修・2 日間）
開催時間：10：00～17：00
開催日程：6 月 23 日-24 日、12 月 8 日-9 日
◆オンデマンド研修
視聴時間：合計 3 時間 47 分（一度に全てを視聴／視聴期間内に分割しての視聴も可能）
視聴期間：視聴開始日より 15 日間（期間内無制限で 24 時間視聴可）

ISO 9001/ISO 14001

ISO9001/14001:2015 統合内部監査レベルアップ研修
このコースは、次の 1～3 に該当する内部監査員が、監査中に効果的な質問を実施することを可能とすべく開
発された研修です。
1．監査現場で被監査側にどのように質問をすれば良いのか？について不安を感じている方
2．監査員研修を修了したが、監査経験はあまり無い／全く無い方
3．監査チェックリストを作成される方
多数の ISO9001/ISO14001 研修を提供している講師が、ISO9001/ISO14001 要求事項別に監査中の質問
（確認）事項を当該要求事項の解釈のポイント、及びその他の要求事項との繋がりの解説を含め、様々なサ
ンプル事例を用いてご案内いたします。コース中では 4 つの客観的証拠に対する監査質問の作成演習も解
説を含めてご用意。視聴後に実施される内部監査において、より効果的な質問の実施が可能になります。

オンデマンド／講師派遣
オンデマンド： ¥22,000
講師派遣： お問合せください

★

●コース構成：
講義：ISO9001/14001 要求事項解説、内部監査現場で効果的な質問を行うために
演習：環境影響評価表、目標策定手順、製造現場、緊急事態一覧表が提示された場合の質問の検討
●受講対象：内部監査員研修を修了したが、監査経験はあまり無い／全く無い方、監査チェックリスト作成者
◆オンデマンド研修
視聴時間：合計 3 時間 13 分（一度に全てを視聴／視聴期間内に分割しての視聴も可能）
視聴期間：視聴開始日より 15 日間（期間内無制限で 24 時間視聴可）
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（レベル）★：初級 ★★：中級 ★★★：専門性を高める

*税込価格表示
公開講座／オンデマンド
講師派遣

ISO 14001/ISO 45001

ISO14001/ISO45001 統合規格解釈研修
このコースは「ISO14001／ISO45001 の認証取得を目指す」、「運用中のマネジメントシステムの維持・向上
をご担当している」、「マネジメントシステム設計を担う」方々に最適のコースです。
ISO14001／ISO45001 の目的及び ISO14001／ISO45001 規格要求事項を解説差し上げると共に、「用語
の定義」、「適用範囲」、「リスク管理」、「パフォーマンス評価」の考え方、並びにアプローチ手法についてご案
内いたします。
経験豊富な講師陣の講義により、受講生の抱えている問題点や疑問点を解消することができます。
尚、本コースは「ISO14001／ISO45001 統合内部監査員研修」の第一日目と同一の研修内容になります。

公開講座：

¥27,500

オンデマンド： ¥11,000
講師派遣： お問合せください

★

●コース構成:
講義：ISO14001/45001 要求事項解説（監査時に要求事項の確認ポイント解説含む）
演習：不適合の特定
●受講対象：ISO14001／45001 内部監査員、ISO14001／45001 内部監査運営事務局
●公開講座（オンラインライブ研修・1 日間）
開催時間：10：00～17：00
開催日程：7 月 21 日、10 月 20 日
◆オンデマンド研修
視聴時間：合計 3 時間 19 分（一度に全てを視聴／視聴期間内に分割しての視聴も可能）
視聴期間：視聴開始日より 15 日間（期間内無制限で 24 時間視聴可）

公開講座／オンデマンド
講師派遣

ISO 14001/ISO 45001

ISO14001/ISO45001 統合内部監査員研修
このコースは「ISO14001／ISO45001 の認証取得を目指す」、「ISO14001／ISO45001 内部監査員候補とし
て任命された」、「運用中のマネジメントシステムの維持・向上をご担当している」、「マネジメントシステム設計
を担う」方々に最適のコースです。
1 日目は規格解釈として、ISO14001／ISO45001 の目的及び ISO14001／ISO45001 規格要求事項を解説
差し上げると共に、「用語の定義」、「適用範囲」、「リスク管理」、「パフォーマンス評価」の考え方、並びにアプ
ローチ手法についてご案内いたします。
2 日目には、ISO14001／ISO45001 マネジメントシステムの運用に必須な内部監査技法の習得に焦点をあ
て、経験豊富な講師陣の指導により、監査の計画、準備、実施及び報告とフォローアップに関する技法を講
義・ワークショップを通じて習得できます。

公開講座：

¥55,000

オンデマンド： ¥22,000
講師派遣： お問合せください

★

●コース構成:
講義：ISO14001/45001 要求事項解説（監査時に要求事項の確認ポイント解説含む）、
内部監査（計画、準備、実施、報告とフォローアップ）
演習：不適合の特定／チェックリスト作成／是正処置要求書作成
●受講対象：ISO14001／45001 内部監査員、ISO14001／45001 内部監査運営事務局
●公開講座（オンラインライブ研修・2 日間）
開催時間：10：00～17：00
開催日程：7 月 21 日-22 日、10 月 20 日-21 日
◆オンデマンド研修
視聴時間：合計 4 時間 30 分（一度に全てを視聴／視聴期間内に分割しての視聴も可能）
視聴期間：視聴開始日より 15 日間（期間内無制限で 24 時間視聴可）

ISO 14001/ISO 45001

ISO14001/ISO45001 統合内部監査レベルアップ研修
このコースは、ISO14001/ISO45001 内部監査員の力量の維持向上にお悩みの企業様に最適の研修です。
具体的には、次の 1～3 に該当する内部監査員が、監査中に効果的な質問を実施することを可能とすべく開
発された研修となっております。
1．監査現場で被監査側にどのように質問をすれば良いのか？について不安を感じている方
2．監査員研修を修了したが、監査経験はあまり無い／全く無い方
3．監査チェックリストを作成される方
多数の ISO14001/ISO45001 研修を提供している講師が、ISO14001/ISO45001 要求事項別に監査中の質
問（確認）事項を当該要求事項の解釈のポイント、及びその他の要求事項との繋がりの解説を含め、様々な
サンプル事例を用いてご案内いたします。 コース中には 6 つのワークショップを解説も含めてご用意。ご視聴
後に実施される内部監査において、より効果的な質問の実施が可能になります。

オンデマンド／講師派遣
オンデマンド： ¥22,000
講師派遣： お問合せください

★★

●コース構成：
講義：ISO14001/45001 要求事項解説、内部監査現場で効果的な質問を行うために
演習：環境影響評価表・危険源の特定結果・目標策定手順・リスクアセスメント結果・委託先への発注記録
が監査中に提示された場合の質問の検討、製造プロセスへのタートル分析
●受講対象：内部監査員研修を修了したが、監査経験はあまり無い／全く無い方、監査チェックリスト作成者
◆オンデマンド研修
視聴時間：合計 3 時間 13 分（一度に全てを視聴／視聴期間内に分割しての視聴も可能）
視聴期間：視聴開始日より 15 日間（期間内無制限で 24 時間視聴可）
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（レベル）★：初級 ★★：中級 ★★★：専門性を高める

*税込価格表示

ISO9001/14001/45001

ISO9001/14001/45001 統合規格解釈研

講師派遣

このコースは「ISO9001/14001／ISO45001 の 3 規格統合マネジメントシステムの認証取得を目指す」、「運
用中の統合マネジメントシステムの維持・向上をご担当している」、「3 規格統合マネジメントシステム設計を担
う」方々に最適のコースです。
ISO9001／14001／ISO45001 規格要求事項を共通部分と個別要求に分けて解説差し上げると共に、要求
事項間の繋がりについてもご案内いたします。
経験豊富な講師陣の講義により、受講生の抱えている問題点や疑問点を解消することができます。
尚、本コースは「ISO9001、14001、ISO45001 統合内部監査員研修」の第一日目と同一の研修内容になり
ます。

講師派遣： お問合せください

★

●コース構成:
講義：ISO9001、ISO14001、ISO45001 規格解釈
演習：規格解釈
●受講対象：ISO9001／14001／45001 内部監査員候補者、ISO14001／45001 内部監査運営事務局

ISO9001/14001/45001

ISO9001/14001/45001 統合内部監査員研修コース
このコースは「ISO9001／ISO14001／ISO45001 の 3 規格統合マネジメントシステムの認証取得を目指
す」、「ISO9001／ISO14001／ISO45001 統合内部監査員候補として任命された」、「運用中の統合マネジメ
ントシステムの維持・向上をご担当している」、「統合マネジメントシステム設計を担う」方々に最適のコースで
す。
1 日目は規格解釈として、ISO9001／14001／ISO45001 規格要求事項を共通部分と個別要求に分けて解
説差し上げると共に、要求事項間の繋がりについてもご案内いたします。
2 日目には、ISO9001／ISO14001／ISO45001 マネジメントシステムの運用に必須な内部監査技法の習得
に焦点をあて、経験豊富な講師陣の指導により、監査の計画、準備、実施及び報告とフォローアップに関する
技法を講義・ワークショップを通じて習得できます。

講師派遣
講師派遣： お問合せください

★

●コース構成:
講義：ISO9001、ISO14001、ISO45001 規格解釈、監査プロセスの計画・準備・実施、監査の見直し、報告
とフォローアップ
演習：規格解釈、チェックリストの作成、監査シミュレーション、是正処置要求書の作成
●受講対象：ISO9001／ISO14001／45001 内部監査員、ISO14001／45001 内部監査運営事務局

ISO9001/14001/45001

ISO9001/14001/45001 統合内部監査レベルアップ研修コース
このコースは、ISO9001／ISO14001／ISO45001 内部監査員の力量の維持向上にお悩みの企業様に最適
の研修です。 具体的には、次の 1～3 に該当する内部監査員が、監査中に効果的な質問を実施することを
可能とすべく開発された研修です。
1．監査現場で被監査側にどのように質問をすれば良いのか？について不安を感じている方
2．監査員研修を修了したが、監査経験はあまり無い／全く無い方
3．監査チェックリストを作成なさる方
多数の ISO9001/14001/ISO45001 研修を提供している講師が、ISO9001/14001/ISO45001 要求事項別に
監査中の質問（確認）事項を当該要求事項の解釈のポイント、及びその他の要求事項との繋がりの解説を含
め、様々なサンプル事例を用いてご案内いたします。 コース中には 3 つのワークショップを解説も含めてご用
意。視聴後に実施される内部監査において、より効果的な質問の実施が可能になります。

講師派遣
講師派遣： お問合せください

★

●コース構成：
講義：ISO9001/14001/45001 要求事項解説、内部監査現場で効果的な質問を行うために
●受講対象：内部監査員研修を修了したが、監査経験はあまり無い／全く無い方、監査チェックリスト作成者
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（レベル）★：初級 ★★：中級 ★★★：専門性を高める

*税込価格表示
公開講座／オンデマンド
講師派遣

ISO/IEC27001 規格解釈研修コース

ISO/IEC27001

ISO27001 規格の概要と要求事項を丁寧にご案内いたします。
公開講座は LMJ ジャパン主催の研修にご参加いただきます。
コース詳細は、「公開講座」のリンクをご覧ください。

公開講座：

¥31,900

オンデマンド： ¥11,000
講師派遣： お問合せください

●コース構成:
講義：ISO27001 要求事項解説

★

●受講対象：ISO27001 認証取得をご検討中の企業の推進担当者、他 ISO 規格で内部監査員をしており、
今回 ISO27001 内部監査員に任命された方
●公開講座（1 日間） LMJ ジャパン主催
開催時間：9:45～17:00
開催日程：2 月 17 日、5 月 9 日、11 月 1 日
◆オンデマンド研修
視聴時間：合計 3 時間 16 分（一度に全てを視聴／視聴期間内に分割しての視聴も可能）
視聴期間：視聴開始日より 15 日間（期間内無制限で 24 時間視聴可）
公開講座／オンデマンド
講師派遣

ISO/IEC27001 内部監査員研修コース

ISO/IEC27001

ISO27001 規格の概要と要求事項、内部監査手法について解説いたします。
同時に、最新のマネジメントシステム監査ガイド（ISO19011:2018）に基づき、活動（プロセス）に対するパフォ
ーマンスの有効性を評価し、改善点が特定できる「内部監査手法」を多数の事例を交えてご案内いたします。
ISO27001 規格と内部監査手法の双方に対して、学習結果の理解度が確認できます。
ISO27001 マネジメントシステムを導入、又は今後導入予定の企業の方々へ、分かりやすく理解をご提供い
たします。

公開講座：

¥60,500

オンデマンド： ¥22,000
講師派遣： お問合せください

尚、公開講座は LMJ ジャパン主催の研修にご参加いただきます。
コース詳細は、「公開講座」のリンクをご覧ください。

★

●コース構成:
講義：ISO27001 要求事項解説、内部監査手法
演習：ケーススタディ
●受講対象：ISO/IEC27001 内部監査員候補者、他のマネジメントシステム内部監査員で、ISO/IEC27001
内部監査員になる方、既に情報セキュリティマネジメントシステム内部監査員だが、復習したい
方
●公開講座（2 日間） LMJ ジャパン主催
開催時間：1 日目 10:00～20:00／2 日目 9:00～17:00
開催日程：2 月 17 日-18 日、5 月 9 日-10 日、11 月 1 日-2 日
◆オンデマンド研修
視聴時間：合計 4 時間 38 分（一度に全てを視聴／視聴期間内に分割しての視聴も可能）
視聴期間：視聴開始日より 15 日間（期間内無制限で 24 時間視聴可）
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