JATA 公認

ISO9001 内部監査員（基礎/応⽤）コース
監査／監査員トレーニングの世界的パイオニア L. Marvin Johnson & Associates, Inc.
L. Marvin Johnson & Associates, Inc. は、世界で初めて品質システム監査プログラムを開発し、⽶国国防総省の要請で
品質システム監査／監査員トレーニングを世界で最初に実施してまいりました。
本コースは、監査員トレーニングの世界的パイオニアである L. Marvin Johnson が、これまで 40 年以上にわたり開発し、実証
された⽅法「ジョンソン・メソッド」を⽤い、実践で役⽴つよう、⼜参加者が熟練した内部監査員になれるようプログラムされた訓練を⾏
います。
監査員養成研修では世界で最も歴史があり、実績豊富な研修機関ならではの様々な事例やケース･スタディ、永年にわたり培っ
てきた「ジョンソン・コース」⽅式のシンジケート作業を⽤い短期間に効率よく知識・スキルをマスターできる実習を⾏います。特に監査
技法においては、⾼度な監査テクニックとして名⾼い「ジョンソン・メソッド」を⽤いながら、監査の実践テクニックを習得していただきます。
監査員と しての能⼒が最も表れる、監査実施後の「監査是正処置要求書」の作成トレーニングでは、1 件 1 様の重箱の隅をほじく
るようないわゆるモグラ叩き単発的な不適合の指摘とは異なり、相⼿に何をして欲しいかを感じさせる技術「勧告」のやり⽅まで合わせ
て指導している国内随⼀のトレーニング内容となります。これらの実習は弊社でしか学ぶことができない独特かつ⾼度な⽅法・メソッド
を⽤い、真に実⼒をともなった内部監査員を養成します。
＜対 象＞
基本的に ISO9001 やシステム構築・監査ポイントを学びたい⽅／ISO9001 推進事務局／これから内部監に携わる⽅／審査員
コース受講準備としての事前に予習をしたい⽅／ISO9001 の基礎を学びたい⽅／組織の MS 推進者 他

◆ ISO9001:2015 内部監査員コース（IA︓3 ⽇間）※基礎＋応⽤

本コースは、2⽇間（Cコース）プログラムに続いて、ケース･スタディやシンジケート作業などの実践的演習を繰り返し、更に内
部監査員にとって必要なスキルを是正処置要求書の作成トレーニング・レビュー等にて、より⾼度なテクニックを習得していただく内
容となっております。プログラム他、審査員コースに準じており、初⼼者でも受講前と受講後の実⼒がはっきりと表れ、⾶躍的に⼒
がつく充実したコースです。今後ISO9001推進事務局／内部監査員リーダーになる⽅にお薦めします。
受講料︓85,000円（消費税別） ＜卒業⽣価格︓76,500円（消費税別）＞ ※教材費、昼⾷費込
URL︓http://www.lmj-japan.co.jp/ISO9001/IA.html

◆ ISO9001:2015 内部監査員養成講座（C︓2 ⽇間）※基礎

本コースは、初⼼者でも⼗分理解できるようISO9001規格を詳細に解説した上で、内部監査の実務をケース･スタディや演
習をまじえ内部監査員に必要な知識とスキルを習得して頂く内容となっております。初⼼者を対象に内部監査の実務･監査テク
ニックを習得するのに最適なコースです。
受講料︓52,000円（消費税別） ＜卒業⽣価格︓46,800円（消費税別）＞ ※教材費、昼⾷費込
URL︓http://www.lmj-japan.co.jp/ISO9001/C.html

◆ ISO9001:2015 規格解説セミナー（S-1︓1 ⽇間）【CPD 対応】※基礎

本セミナーは、ISO9000ファミリーの歴史的背景や概要などの全容を解説します。また、規格に初めて触れる⽅でも⼗分に理
解していただくよう、ISO9001:2015の規格要求条項を、事例等を踏まえて、分かり易く解説致します。座学中⼼とはいえ、ご
参加者の業種を踏まえ、インタビューしながら⾃⾝の職種のイメージに合致できるよう双⽅向形式で進めていきます。
受講料︓︓28,000円（消費税別） ＜卒業⽣価格︓25,200円（消費税別）＞ ※教材費、昼⾷費込
URL︓http://www.lmj-japan.co.jp/ISO9001/S-1.html

■プログラム内容（1 ⽇⽬︓IA＋C＋S1 コース共通 ／ 2 ⽇⽬︓IA＋C コース共通 ／ 3 ⽇⽬︓IA コース）
1 ⽇⽬ 9:45〜20:00（17:00）予定
2 ⽇⽬ 9:00〜20:00（17:00）予定
3 ⽇⽬ 9:00〜17:00 予定
※（）内は S-1 コースの終了時間

※（）内は C コースの終了時間

ISO9000 シリーズの全容解説
・品質保証と ISO9000 シリーズ
・品質マニュアル作成⽅法
・ISO9000 規格(原⽂)の解釈⽅法
・効果的な監査⽤チェックリストの作成⽅法
（1 ⽇間コースはここで終了）

品質監査の実務と内部監査員の責務
・ISO19011 と効果的な監査のやり⽅
・実践的な監査テクニック（ジョンソン・メソッド）
・監査の準備／計画／通知／初回会議
・ケース・スタディによる模擬演習
・ボードワーク
・是正処置要求書（ICAR）作成トレーニング
・修了試験（2 ⽇間コースはここで終了）
・監査技法

・夜間演習プログラム（ケース・スタディ）
・ワークショップ／シンジケート作業

ケース・スタディによる模擬演習
・ボードワーク
・是正処置要求書（ICAR）作成トレーニング
・ICAR レビュー
・監査技法
・修了試験

※コース内容・講義時間は、状況により組み替え又は、変更される場合があります。
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＜研修会場＞
熱海合宿︓熱海市内（かんぽの宿熱海など） ※東京－熱海間 新幹線こだま43分・ひかり35分
東京会場︓LMJ東京研修センター（東京⽔道橋）
⼤阪会場︓⼤阪市内（中央電気倶楽部、⼤阪科学技術センターなど）
広島会場︓広島市内（アークホテル広島（広島駅前）など）
■各⽇程表（☆2 ⽇間及び 3 ⽇間コースは、JATA（審査員研修機関連絡協議会）基準に適合したコースです。）
2018 年

研修 ID

4⽉

5⽉

6⽉

7⽉

8⽉

IA 東京

2019 年
9⽉

10 ⽉

11 ⽉

12 ⽉

1⽉

2⽉

5-7

C 東京

17-18

14-15

11-12

C 熱海

11-12

6-7

5-6

3⽉
25-27

18-19

6-7

7-8

18-19

17-18

14-15

25-26

21-22

C ⼤阪

27-28

C 広島

5-6

26-27

30-31

※規格解説セミナー（S-1）は、上記⽇程の初⽇に実施いたします。
※熱海開催は合宿となります。合宿の場合は、合宿費⽤ 14,800 円(消費税別、1 泊 4 ⾷込み)が別途かかります。
※セミナー⽇程、開催地、会場、受講料、合宿費などは、都合により変更される場合がございます。最新の情報は当社ホームページよりご確認ください。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－＜セミナー申込書＞－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本セミナーへ参加希望の⽅は、下記の申込書に必要事項を明記の上、郵送⼜は FAX（0557-85-5965）で弊社までお申し込
み下さい。その他、弊社ホームページからオンラインでもお申し込みいただけます。尚、当社規定によりお申込み後キャンセルまたは⽇
程を変更される場合には開催⽇ 14 ⽇前より下記キャンセル料を申し受けますのでご了承願います。

（開催 14 ⽇前〜8 ⽇前迄･･･請求額の 10％ / 開催 7 ⽇前〜3 ⽇前迄･･･請求額の 30％ / 開催 2 ⽇前〜当⽇･･･請求額の 100％）

ご参加希望コース名（⼜はコース ID）

開催地

□熱海

開催⽇

年

受講者（漢字）

受講者（英字）

会社名

部署／役職

住所 〒（

□東京
⽉

□⼤阪
⽇ 〜

□広島
⽉

⽇

）

TEL︓

FAX︓

E-mail︓
御案内書及び御請求 □本⼈宛
書等の送付先
＜通信欄＞

□その他

※その他の場合は、下記通信欄へ送付先情報をご記⼊願います。

上記フォームにてご記⼊頂きました個⼈情報に関しましては、受講申込受付処理及び受講者名簿作成、また弊社からの情報案内配信に使⽤させて頂きます。弊社からの情
報配信が不要な⽅は □ に レ印をご記⼊ください。 配信不要

ISO 審査員養成研修機関（品質/環境/食品安全/労働安全/情報）

L. Marvin Johnson
＆
Associates, Inc.
Pioneer &World Leader
In Auditor Training
Since 1959

本社/研修センター 〒413-0033 静岡県熱海市熱海 1739-34
東京研修センター 〒113-0033 東京都⽂京区本郷 1-11-14
ホームページ URL http://www.lmj-japan.co.jp

TEL: 0557-85-5960 FAX:0557-85-5965
E-mail:info@lmj-japan.co.jp
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