品質マネジメントシステムの国際規格：ISO9001 審査員の資格を取得したい！

IRCA 認定・JRCA 承認

ISO９００１主任審査員コース
品質マネジメントシステム監査のパイオニアである L.マービンジョンソンが確立した監査コースが学べる日本で唯一のコース.
ISO9001 主任審査員コース（5 日間／※5.5 日間）は、品質マネジメントシステム監査のパイオニアであり、当機関の創設者である
L.マービンジョンソンが、品質マネジメント監査員や審査員の育成のために作ったコース（通称：ジョンソンコース）をベースにしておりま
す。経験豊かな講師陣による講習と様々なケーススタディを用いた実践演習により、規格要求事項や審査のポイント、不適合の判断
基準や指摘方法等をより深く学ぶコース内容となっているため、審査員登録を目指す方だけでなく、職場の品質マネジメントシステム
の構築、運用責任者の皆様などにもおすすめのコースです。
開催日
IRCA 認定／JRCA 承認

開催地

※【前半】2022 年 04 月 25 日(月)～27 日(水) ＋ 【後半】29 日(金)～5 月 01 日(日)

ISO９００１
主任審査員コース

2022 年 06 月 07 日(火)～11 日(土)

（５日間）／※（５.５日間）

※【前半】2022 年 07 月 04 日(月)～06 日(水) ＋ 【後半】08 日(金)～10 日(日)

【受講料】 ２３１，０００円（税込）

※【前半】2022 年 08 月 08 日(月)～10 日(水) ＋ 【後半】12 日(金)～14 日(日)

東 京
(水道橋)

・教材費、昼食代込（通学）
2022 年 12 月 06 日(火)～10 日(土)
★資格拡大の方・1７６,000 円（税込）
※【前半】2023 年 03 月 13 日(月)～15 日(水) ＋ 【後半】17 日(金)～19 日(日)
※印の研修は前半を配信サービス zoom を利用したオンライン研修、後半を対面式を予定しております。

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。

【前半】オンライン
1~3 日目 9:00～18:00

■プログラム内容（オンライン+通学の併用型の場合）
【後半】通学

■ マネジメントシステムと監査■ ISO9001 規格のポイント
■ 用語の定義■ ISO9001 規格の使い方
■ 演習 (インビュー 問題点抽出 他)

4~5 日目 9:00～20:00／6 日目 9:00～14:00

■ 演習（問題点把握、抽出）■ 演習（グループでの意見調整）
■ 演習（ボードワーク・全体討議）■ 是正処置要求書の作成
■ 模擬試験

■ 監査員の行動■ 監査報告書と是正処置要求書
■ 監査の計画■ 監査プログラム
■ 演習 (監査計画とロールプレイ)

■ 演習（レポートレビュー）■ 事前学習課題の意見調整
■ 演習（講評準備作業）■ 演習(クロー人ミーティングロールプレイ）
■ クリティーク

■
■
■
■

■ 筆記試験（IRCA2 時間+JRCA2 時間）

ECAR 作成 (ケーススタディー)■ ISO19011、17021 の概要
監査のフォローアップ■ クローミーティング
QMS 審査員評価登録制度概要
ECAR レビュー (ケーススタディー)■ チェックリストの演習

◎全日通学形式のプログラム内容に付きましては、ＨＰをご参照下さい→HP︓http://www.lmj-japan.co.jp
・開催地及び、プログラム内容・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

ISO9001 研修 ステップアッププログラム
L.M.J ジャパンでは、ISO9001 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。品質

マネジメントシステム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。
QMS／内部監査員のステップアッププログラム

規格解説セミナー（S1／１日間）

初
心
者
向
け

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 QMS 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。

JATA 公認
内部監査員トレーニングｺｰｽ

JATA 公認
内部監査員養成講座（C／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。

中

上
級
者
向
け

規格の考え方を基礎からしっかり学び、品
質向上や組織の改善／持続的発展のための
目線で監査ができる内部監査員を育成しま
す。
監査員としての力量を身に付け、実用的に
活用できるコースです。

IRCA 認定・JRCA 承認 ISO9001
主任審査員コース（LA／5 日間 ※5.5 日間）

審査員としてのプロフェッショナルを目指す方のコース。5 日
間をかけて審査・監査技法を身に付けるとともに、経営の視点
で組織改善が見れるジョンソンコース。内部監査員の更なるス
キルアップや、審査員としての資格登録をしたい方、または審
査対応する ISO 事務局の力量アップなどにもおすすめのコース
です。

上記各研修コースの開催予定
コース名

日数

金額（税込）

開催日
４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

※16

06
※29

18

09
※24

※13
21

06-07
※29-30

18-19

規格解説セミナー（S1）

１日

￥３１，９００

※13

17

15

内部監査員養成講座（C）

2日

￥６０，５００

※13-14

17-18

15-16

※21-22 ※16-17

JATA 公認・内部監査員トレーニングコース

3日

￥９６，８００

21-23

￥２３１，０００

※前半のみ
(前)25-27
(後)29-5/1

07-11

※前半のみ ※前半のみ
(前)04-06 (前)08-10
(後)08-10 (後)12-14

IRCA 認定・JRCA 承認主任審査員ｺｰｽ（LA）

5日
※5.5 日

※21

１

２

３

12

※02
21

01

0 9 - 1 0 ※13-14
※02-03
12-13
※24-25 21-22
21-22

01-02

12-14

※の研修は配信サービス zoom を利用したオンライン研修を予定しております。

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）

06-10

※前半のみ
(前)13-15
(後)17-19

