
一般財団法人　日本建築センター

23,800 円

BCJ認証組織 21,200 円

47,100 円

BCJ認証組織 41,900 円

１日目
又は

２日目
のみ

一般 26,500 円
情報交流会正会員

■新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みにより開催し
ます。詳細は下記ＱＲコードからご覧下さい。
主な安全対策の概要
・体温測定と健康状態の確認
・手洗い・うがい・手指消毒
・マスクの着用
・消毒、清掃及び換気の強化
・座席の指定
・ソーシャルディスタンスの確保 　　　（ＱＲコード）

　※裏面のご入金方法をご確認の上、お申し込み下さい。

　※プログラムは上記休憩以外の休憩を含みます。都合により、プログラム内容等が変更になる場合があります。

受講料（税込） ISO規格書代(税込) 備　　　考

２日間

一般 52,400 円

17:30 　修了証交付、閉会

　※ISO規格書：購入のお申し込みをされた方には、当日お渡しします。購入されない場合は、必ずご持参下さい。

　※筆記用具を必ずご持参下さい。

3,960 円

＜ISO規格書＞
書籍名：「品質マネジメントシステム－要求事項」
　　　　　JIS Q 9001:2015（ISO 9001:2015）
発　行：一般財団法人　日本規格協会
　　　　（電話：03-4231-8550）
※主催者側で用意した講義・演習資料〔オリジナ
ルテキスト（規格解説書）、監査手順書、演習資
料等〕を当日配付します。

情報交流会正会員

17:25 ～ 17:30 　修了証交付、閉会 17:25 ～

16:15 　休　憩

17:2516:30 ～ 17:25 　修了考査（理解度の確認） 16:15 ～ 　修了考査（理解度の確認）

13:45 ～ 16:05 　演習Ｂ（不適合摘出・是正処置）

16:20 ～ 16:30 　休　憩 16:05 ～

13:15 　昼休憩

13:30 ～ 16:20 　ISO9001の概要と規格説明（続き）
13:15 ～ 13:45 　ISO9001の内部監査の目的と手順の説明(後半)

10:30 ～ 12:15 　演習Ａ（内部監査チェックリストの作成）

12:30 ～ 13:30 　昼休憩 12:15 ～

9:35 　開会、オリエンテーション

9:35 ～ 12:30 　ISO9001の概要と規格説明
9:35 ～ 10:30 　ISO9001の内部監査の目的と手順の説明(前半)

9:30 ～ 9:35 　開会、オリエンテーション 9:30 ～

令和２年12月１日(火)～２日(水) 東京
東京天理ビル/３階（一財）日本建築ｾﾝﾀｰ会議室
東京都千代田区神田錦町1-9（03-5283-0477）

10名

＜ご注意＞
１）本セミナーは、１日目が「規格解説」、２日目が「内部監査手順の解説・演習」の２部構成による２日間セ
ミナーとなっております。なお、１日目「規格解説」又は２日目「内部監査」だけの受講も可能です。
２）受講者数が最小催行人数に満たない場合は、中止させていただくことがありますので、予めご了承下さい。

第１日目 内　　容 第２日目 内　　容

   法令解説 技術セミナー 演習

開催日 開催地 会　　場 定員

■ 本セミナーの目的
　ISO9001のシステム構築と運用するにあたって最も大切
なことは、核となる人材を組織内に育成することです。認
証機関との打合せ、審査への対応、審査で指摘された不適
合の是正処置及び回答等、組織内に対応できる人材を育て
る必要があります。
　当財団では、ISO9001の社内的定着を図るための核とな
る人材を育成するために、本セミナーを開催することと致
しました。
■セミナーの内容
　講師は、建設・設計分野におけるISO9001の審査経験が
豊富な審査員が担当致します。
　講習では、建設・設計分野に沿ったISO9001規格の具体
的な解説の講義、内部監査手順の解説の講義、内部監査
チェックリストの作成演習、不適合摘出・是正処置演習、
及び各講習日の最後に「修了考査（理解度の確認）」を行
い、修了証を交付致します。

　ISO9001を組織内に定着させ、組織のマネジメントを強
固なものにするためにも、既に認証取得をされた企業や
今後、取得を予定されている企業の方々等、多数の方々
にご受講いただけますようご案内申し上げます。

■ISO規格書の事前購入について
　ｾﾐﾅｰで使用するISO規格書(「品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ－要求事
項」JIS Q 9001:2015(ISO 9001:2015))は、日本規格協会
（電話：03-4231-8550）で注文・購入することができます。
是非、事前に購入して予習されることをお勧めします。こ
れにより、講義・演習の理解がより深まります。

Ｉ
Ｓ
Ｏ

｢建設・設計分野におけるISO9001内部監査員養成｣ｾﾐﾅｰ

ISO9001規格の解説（１日目）と建設・設計実務を想定した演習（２日目）の２日間コース

主　催

【建築ＣＰＤ情報提供制度認定プログラム（予定）】 ISO9001＋20200907 (表)

令和２年12月

入門編 応用編



新型コロナウイルス感染防止策により講習会を
開催致します。当財団の講習会ＷＥＢサイトか
らご確認の上、本申込書をＦＡＸいただくか、
講習会ＷＥＢサイトよりお申し込み下さい。定
員に達し次第、受付を終了致します。右のＱＲ
コードからも申し込みできます。

３ 【参加証】をＦＡＸで送付致しますので、
当日受付にご提出下さい。

２

コロナウィルス感染症の今後の状況により、中止又は延
期となる可能性がありますので、【請求書】は、受講後
に集金代行会社より「１申し込みにつき１枚」発行・郵
送致します。請求書記載の期限内にお支払い下さい。な
お、「複数の請求にかかる代金を一括してご入金される
場合」や「申込内容を訂正される場合」は、事前に下記
問合せ先にご連絡下さい。

４

講習会の中止等のお知らせは、講習会Ｗ
ＥＢサイトに掲示しますので、事前にご
確認下さい。主催者側の都合によりセミ
ナーが中止となった場合及びお客様が体調
不良等により事前にキャンセルのご連絡を
された場合は、請求書は送付致しません。

１

お預かりした個人情報は、本セミナーの受付、運営及び当財団のｻｰﾋﾞｽに関する情報提供のために使用するとともに、個人情報保護法
に基づき、適正に管理致します。請求書発送等の業務を外部に委託することがありますが、委託先につきましては、適切な事業者を
選定し、秘密保持、安全管理等についての契約を締結して、適切な監督を行います。

　電話番号（勤務先等の日中に連絡がとれる番号をご記入下さい） 　ＦＡＸ番号（こちらに参加証をお送りします）

◆業種について、該当する番号を○印で囲んで下さい
　１．建設業  ２．設計事務所  ３．製造業　４．住宅メーカー・工務店　５．その他

令和２年12月２日(火)(２日目)のみ

◆ISO9001規格（2015年版）に関する理解度・活用経験について、該当する番号を○印で囲んで下さい
　１．初心者　２．内容は概ね理解している　３．業務等での活用経験がある

持参

ゆうちょ振替
振込手数料不要

円

25,160

銀行振込
振込手数料お客様負担

円

円

　勤務先名（請求書宛名） 　部署名・役職名

　請求書送付先（〒　　　－　　　　　）
　　　　　　　都道
　　　　　　　府県

申込担当者氏名（参加者と同じ場
合は記入不要です）

①BCJ認証組織のISO認証番号又は②情報交流会正会員
番号（両方に該当する場合は、①のみご記入下さい）

①ＩＳＯ認証番号　　：BCJ-QMS-
②情報交流会正会員番号：Ｅ　 －

3,960

　参加者氏名（フリガナ）

23,800 円

◆勤務年数について、該当する番号を○印で囲んで下さい
　１．１年未満  ２．１年以上２年未満  ３．２年以上５年未満　４．５年以上10年未満　５．10年以上20年未満　６．20年以上

◆貴社のISO9001認証取得状況について、該当する番号を○印で囲んで下さい　１．取得済み（審査登録機関：日本建築センター）
　２．取得済み（審査登録機関：日本建築センター以外）　３．取得準備中（審査登録予定機関：日本建築センター）
　４．取得準備中（審査登録予定機関：日本建築センター以外）　５．未取得

◆受講理由について、該当する番号を○印で囲んで下さい
　１．知識を深めるため　２．会社の指示・社外研修　３．その他

円

◆現在お持ちのISO9001審査員資格について、該当する番号を○印で囲んで下さい
　１．主任審査員　２．審査員　３．審査員補　４．該当なし

BCJ認証組織 21,200

令和２年12月１日(月)(１日目)のみ 銀行振込
振込手数料お客様負担

◆担当業務について、該当する番号を○印で囲んで下さい
　１．設計　２．施工　３．製造　４．品質管理　５．その他（事務系業務等）

個人情報
について

円
21,200 円

１
日
目
又
は
２
日
目
の
み

30,460 円

27,760
26,500 円

情報交流会正会員 23,800 持参
円

3,960
持参

一般 26,500 円
3,960

41,900 円
45,860円

円

円
持参 47,100 円

円

円 ＜ISO規格書＞
「品質マネジメントシステ
ム－要求事項」JIS Q
9001:2015（ISO
9001:2015）（発行：一般財
団法人　日本規格協会）
●ISO規格書について
・購入のお申し込みをされ
た方には、当日お渡ししま
す。
・購入されない場合は、必
ずご持参下さい。
●上記「お申し込み手順・
ご注意」をご一読下さい

持参 52,400 円
3,960 51,060

円

情報交流会正会員 47,100 円
円

56,360

２
日
間

一般 52,400 円
3,960

BCJ認証組織 41,900 円
3,960
持参

ゆうちょ振替
振込手数料不要

受講料（税込） ISO規格書代(税込) 合計（税込） ▼該当する金額欄に○印をご記入下さい

コンビニ決済
振込手数料不要

ゆうちょ振替
振込手数料不要

令和２年12月１日(月)～２日(火)(２日間) 銀行振込
振込手数料お客様負担

コンビニ決済
振込手数料不要

東京

コンビニ決済
振込手数料不要

◆問い合わせ先◆　　一般財団法人日本建築センター情報事業部　ＴＥＬ：03－5283－0477

｢建設・設計分野におけるISO9001内部監査員養成｣ｾﾐﾅｰ
参加会場をお選び下さい（○印をご記入下さい） ▼ ▼決済方法をお選び下さい（○印をご記入下さい）▼

▲▲講習会申込書▲▲FAX：03-5281-2828
ISO9001＋20200907 (裏)

お申し込み手順・ご注意 講習会WEBサイト 　https://www.bcj.or.jp/seminar/


