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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。 
当社では、1950年代より今日まで米国にて（陸・海・空軍関連、エネルギー省、NASA センターや AT&T他多数の民

間企業にて監査／監査員コースを数百回実施）、また 1970 年代より英国にて（英国国防省及び英国電力省の要請
で、1972 年欧州圏で初めて主任審査員コースを開催。1971 年から 2 年間だけで 25 コース開催し、ここで欧州の今日
の認定機関・審査機関の初期の審査人・主任審査員の殆どを養成）、1990 年代より日本にて公式監査員コースを開
催し、世界を今日までリードしてきた監査／監査員トレーニングのパイオニアです。 
審査員フォーマルトレーニングコース（５日間）は、米国及び欧州で初めて開催された歴史があり、欧米の主な認定機

関や審査機関の初期の審査員・主任審査員の殆どを養成してきた伝統と実績を誇る「ジョンソン・コース」です。 
審査員コースに合格され、監査経験、他諸条件が満たされれば、国際的にも権威ある英国 IRCA に審査員として登録

することができます。 
当社の実施する「ジョンソン・コース」への絶大なる評価と期待の表れとして、当コースの多くの修了生が他分野のコースや、

社内教育としてリピートいただいております。 

★本コースは、IRCAへ EMS審査員として登録するための必須コース（ジョンソン・コース）です。 

対 象 ︓ IRCAへ審査員登録を目指している方／MS認証推進者／企業内のEMS管理責任者及び候補者の
方／審査登録機関の審査員候補者／ISO14001 規格の基本的情報をご理解されている方 他 

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） 

受講料︓ 一般通常価格︓190,000円 ＜LMJ卒業生価格︓180,000円＞ ※教材費、昼食費込 
(税別) ※熱海は、別途、合宿費用（約54,800円～（税別、4泊13食込））がかかります。会場により料金が異なる場合があります。 

※資格拡大価格︓140,000円（消費税別）・・・「QMS、ISMS、OHS等他分野の審査員資格保持者の方対象」 

■【IRCA認定】 ISO14001環境審査員コース（EA-5）  日程表 

会場 
2019年 2020年 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

熱海  5/28-6/1         3-7 

東京    24-28  4-8  19-23  21-25   
※都合によりセミナー日程を変更する場合がございます。 
※最新の情報は、当社ホームページ（http://www.lmj-japan.co.jp/ems#ttl-EA）よりご確認ください。 

■5日間プログラム  ※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。 
1日目 
9:30～20:00  2日目 

9:00～20:00  3日目 
9:00～20:00  4日目 

9:00～20:00  5日目 
9:00～16:00 

■ マネジメントシステ
ムと監査 

■ 地球環境問題と
国内外の動向 

■ 演習:地球環境
問題グループ討
議 

■ 演習、他 

 
■ EMS規格のポイ
ント 

■ 環境法規制と監
査時のチェックポン
ト 

■ 審査／監査の基
準 

■ チェックリスト作成 
■ 演習、他 

 
■ 監査の実施 
■ 監査報告書 
■ 是正処置報告書 
■ 是正処置要求書
の作成及びレビュ
ー 

■ 演習、他 

 
■ 是正処置要求書
作成 

■ 内部環境監査プ
ロセス 

■ 模擬試験 
■ 最終会議準備 
■ 演習、他 

 
■ 演習:講評準備 
■ 講評:クリティーク 
■ 筆記試験 
・IRCA2時間 

■ アンケート記入 
他 

＜本コース注意事項＞ 
※本コースは、EMS規格(ISO14001:2015)の基本知識をご理解いただいていることを前提で講義を展開致します。（認定機関の要求） 
※合格するには、EMS規格(ISO14001:2015)に関する十分な理解が必要になりますので、受講前に十分な予習をお願い致します。 
※本コースは、事前学習（宿題）がございます。事前学習資料は、研修日3～4週間前位に配布致します。 
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弊社では、EMS規格(ISO14001:2015)に関する基本的知識が習得できる以下の研修コースを実施しております。 
審査員資格申請する上で求められているものではありませんが、事前受講をお勧めしております。） 

■ISO14001:2015 内部監査員養成講座（IE-2︓2日間） 受講料 52,000円（消費税別） JATA公認／基礎学習 
■ISO14001:2015 規格解説セミナー（IE-1︓1日間） 受講料 28,000円（消費税別） 基礎学習／CPD対応 

研修 
2019年 2020年 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

東京 11-12   18-19 29-30 12-13 16-17 7-8 17-18 16-17 20-21 26-27 

熱海             

大阪  21-22    17-18     18-19  

広島   4-5    22-23     16-17 
※セミナー日程、開催地、会場及び合宿費は、都合により変更される場合があります。 
※最新の情報は、当社 HP（http://www.lmj-japan.co.jp/all-couse#ttl-12ISO14001）よりご確認ください。 
※規格解説セミナー（IE-1）は、上記日程の初日に該当します。 
 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－＜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（03-5842-6691）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） 開催日 
 

 年     月     日 ～     月     日 

受講者（漢字） 受講者（英字） 

会社名 部署／役職 

住所 〒（                   ） 

TEL︓ 
E-mail︓ 

FAX︓ 

御案内書及び御請求
書等の送付先 

□ 本人宛   □ その他（連絡窓口など） 

※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。 

資格拡大確認 
（対象者はチェック） 

□ QMS、ISMS、OHS、FSMS等他分野の審査員資格保持者の方は、チェックを入れてからお申込みくださ
い。※後日、登録機関、登録グレードなどの確認をさせて頂きます。 

＜通信欄＞ 
 
 
 

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 

 

TEL: 03-3868-0955  FAX:03-5842-6691 
E-mail:info@lmj-japan.co.jp 

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 

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 

 


