情報セキュリティの国際規格：ISO/IEC27001 の規格要求事項や内部監査について学びたい！

JATA 公認

ISO/IEC ２７００１（ISMS）

規格解説セミナー／内部監査員養成講座
コース名

規格解説セミナー（1 日）

JATA 公認
内部監査員養成講座（2 日）

コースの
概要

ISO27001 の規格要求事項を詳細に解説するコース。規格要
求事項についてより深く理解したい方、審査員資格を目指す方の
事前学習として最適です。

ISO27001 の規格要求事項や内部監査技法等、内部監査員
に必要な基礎知識を学ぶのに最適なコース。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ー等を用いて、短期間
に効率よく知識・スキルをマスターするための講習を行います。

受講料

￥３１，９００（税込） ※教材費、昼食代込

￥６０，５００（税込） ※教材費、昼食代込

開催日
開催地

2022 年 05 月 09 日（月）

：LMJ 東京

2022 年 05 月 09 日（月）～10 日（火） ：LMJ 東京

2022 年 11 月 01 日（火）

：LMJ 東京

2022 年 11 月 01 日（火）～02 日（水） ：LMJ 東京

2023 年 01 月 17 日（火）

：LMJ 東京

2023 年 01 月 17 日（火）～18 日（水） ：LMJ 東京

コース内容の詳細、お申し込みは L.M.J ジャパンホームページまで
（お電話でのお問合せ・申し込みは TEL：03-3868-0955 まで）

■ オンサイト研修（企業内研修）も承ります ■
LMJ ジャパンでは上記各種研修コースのオンサイト研修(企業内研修)も承っております。
オンサイト研修に関するお問合せ、お申し込みは LMJ ジャパン事務局（TEL：03-3868-0955）まで。

■プログラム内容（1 日目：IS1＋2 コース共通 ／ 2 日目：IS2 コース）

1 日目 10:00～20:00（17:00）

2 日目 9:00～17:00

※（）内は IS1 コースの終了時間

■ ISMS の全容解説
－情報セキュリティと ISMS
－ISMS のフレームワーク
■ JIS Q 27001(ISO/IEC27001:2013)解説
■ 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

■ ISMS 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

※開催地及び、コース内容・講義時間は、状況により組み替え又は、変更する場合がございます。

ISO 審査員養成研修機関（品質/環境/食品安全/労働安全/情報）

■お申込み・お問い合わせ

TEL:03-3868-0955
FAX:03-5842-6691
http://www.lmj-japan.co.jp
L. Marvin Johnson＆
Associates, Inc.
Pioneer &World Leader
In Auditor Training
Since 1959

本社/研修センター ︓〒113-0033 東京都文京区本郷 1-11-14
熱海研修センター ︓〒413-0033 静岡県熱海市熱海 1739-34

■E-mail︓info@lmj-japan.co.jp
■HP︓http://www.lmj-japan.co.jp

ISO/IEC27001 研修 ステップアッププログラム
L.M.J ジャパンでは、ISO/IEC27001 に関して、教育のニーズや要員の資格、力量に応じて以下のような研修プログラムを提供しております。
情報セキュリティの効果的な運用を担う責任者や ISO 事務局、内部監査員の育成等に、下記研修に段階的に参加することをおすすめします。

※ 矢印は各研修プログラムに参加する順番の推奨例です。この順番でなければ各研修プログラムに参加できないということではありません。
内部監査の基礎教育

※

外注監査員向け教育

参考：その他の規格に関する研修

規格解説セミナー（IS1／１日間）

ISO9001 規格解説セミナー（１日）

要求事項を導入事例を示しながら分かり易
く解説します。新たに ISMS 業務に関与する人
員の教育や、内部監査員、審査員を目指す方の
事前学習コースとして最適なコース。

ISO9001 内部監査員養成講座（２日間）
ISO9001

初
心
者
向
け

JATA 公認
内部監査員養成講座（IS2／2 日間）
１日目の規格解説セミナーで学んだ知識を
元に、内部監査技法等、内部監査員に必要な基
礎知識を学ぶのに最適なコース。新たに内部監
査員を養成する場合の研修におすすめ。
伝統のジョンソン方式の事例を織り込みなが
ら、監査の概念から始まり、組織に及ぼす監査
の影響を学べる研修。

ISO9001 主任審査員コース（５日間）

ISO14001 規格解説セミナー（１日）
ISO14001

中
・
上
級
者
向
け

ISO9001 内部監査員
トレーニングコース（3 日間）

ISO14001 内部監査員養成講座（２日間）
ISO14001 環境審査員コース（５日間）

審査員コース（5 日間）

ISO45001 全容解説セミナー（１日）
ISO45001

審査員資格登録を目指す方のための研修。5 日間をかけて規格要求事項や
審査技法等について学ぶ内容となる。IRCA や JRCA から認定・承認を受けて
いる研修を受講する必要があります。（※別機関の研修を紹介）

上記各研修コースの開催予定

ISO45001 内部監査員養成講座（２日間）
ISO45001 労働安全衛生審査員
コンバージョンコース（３日間）

ISO27001 主任審査員コースについては業務提携機関での開催となります。開催日程等、詳細に
つきましては、L.M.J ジャパンホームページをご確認下さい。
開催日

日数

金額（税込）

ISO27001 規格解説セミナー

１日

￥３１，９００

09

01

17

ISO27001
内部監査員養成講座（基礎編）

２日

￥６０，５００

09-10

01-02

17-18

コース名

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１

２

３

コース内容の詳細、お申し込みは L.M.J ジャパンホームページまで
（お電話でのお問合せ・申し込みは TEL：03-3868-0955 まで）

ISO 審査員養成研修機関（品質/環境/食品安全/労働安全/情報）

■お申込み・お問い合わせ

TEL:03-3868-0955
FAX:03-5842-6691
http://www.lmj-japan.co.jp
L. Marvin Johnson＆
Associates, Inc.
Pioneer &World Leader
In Auditor Training
Since 1959

本社/研修センター ︓〒113-0033 東京都文京区本郷 1-11-14
熱海研修センター ︓〒413-0033 静岡県熱海市熱海 1739-34

■E-mail︓info@lmj-japan.co.jp
■HP︓http://www.lmj-japan.co.jp

