エイエスアール株式会社
研修センター

セミナー総合案内
お問い合わせ先

エイエスアール株式会社

研修センター

〒103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町2-7

03-3666-8624
seminar@armsr.co.jp
https://www.armsr.co.jp/

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001
Internalaudit

お申し込みはホームページにて受付中！

ASR セミナー紹介ページのご案内

エイエスアールのホームページには、上記セミナーの一覧及び各
セミナーのご案内ページへのリンクが掲載されたセミナー紹介
ページを設けております。
満席、または開催中止等により、お申し込みを受け付けられない場合がございます。お
申込みいただく際には事前にホームページにて日程及び受付状況をご確認ください。

セミナー紹介ページへのアクセス方法
①「ASR」で検索し、エイエスアールの
ホームページにアクセスします。
②エイエスアールトップページ右側の
「企業向けセミナーご案内」ボタンを
クリックします。
③現在エイエスアールが主催している

＊お申込みの際にご入力いただいたお客様の情報は、セミナーの事務処
理及び弊社サービスのご案内を差し上げる目的以外で使用することはござ
いません。

https://www.armsr.co.jp/asr̲pc/seminar̲gd.html

T-01（220315）
：セミナー総合案内

セミナーの一覧が表示されます。
④ご希望のセミナーの「お申込みはこちら」から
お申込みフォームにアクセスできます。

エイエスアール株式会社

研修センター セミナー紹介

※最新の情報はHPにてご確認ください

ISO9001/14001/27001/45001 入門セミナー
受講 新入社員の方
対象 新しくISO担当になった方

（1名様・税込料金）

料金
定員 20名

ISO9001/14001:2015規格要求事項の解説セミナー

WEB

1規格

一般企業様

5,500円

弊社ご登録企業様

3,300円

受講
対象

規格について深く理解し、
効果的に導入したい組織の
ご担当者様

定員

10名

規格の全体像を理解してより効果的に運用する。

ISOの基礎を理解する。

料金

13:30-16:30

時間

ものか、また、規格の意図（PDCA、プロセスアプローチ、リスクへの対

一般的事例等について解説し、規格要求事項の理解を深めるためのセミナーです。
規格の意図を正しく理解することで、より効果的な運用をしていただけます。

処、組織の経営マネジメントにおける位置づけ）などISOの基礎を解説
する、入門セミナーです。新しくISOの担当者になった方、新入社員など
が対象となります。

申込 ASRホームページ ご案内ページよりお申込みください。
方法 https://www.armsr.co.jp/mss11.html

「内部監査員養成セミナー」を

受講
対象 受講予定の方/新任の内部監査員/
新任のISO担当者

1規格

（1名様・税込料金）

11,000円

一般企業様

料金

7,700円

弊社ご登録企業様

定員 20名
短時間で規格のポイントを理解する。
します。
「規格要求事項を勉強したいがあまり時間が取れない」
という方に、

の理解が十分でない方は、その準備ステップとしてこのセミナーを受講し

申込 ASRホームページ ご案内ページよりお申込みください。
方法 https://www.armsr.co.jp/mss20.html

てください。

（1名様・税込料金）

料金

2日コース

1日コース

2日間

1日（講義のみ）

1日（演習のみ）

一般企業様

27,500円

41,800円

24,200円

29,700円

弊社ご登録企業様

22,000円

36,300円

18,700円

24,200円

内部監査員候補の方

講義と演習で、内部監査の知識・技能を養う。
「内部監査員養成セミナー」は、ISO規格の要求事項の解釈の復習から、
内部監査の実施に求められる知識と技量を実践的な講義で習得してい

11,000円

（12:30-13:30頃）の休憩
9:30-17:00 ※途中に1時間
を含んだ6.5時間のコースになります。

申込
方法

ASRホームページ ご案内ページよりお申込みください。

https://www.armsr.co.jp/mss21.html

（1名様・税込料金）

料金

EMS構築・運用の基本を学ぶ。
ISO14001においてシステム構築の基本となる「環境側面」について、抽出から決定
までのプロセス・評価方法・適用を受ける法的な順守義務等をわかりやすく解説
するセミナーです。環境マネジメントシステムのシステム構築の基本を扱います。
これから環境マネジメントシステムを構築される方や、既に運用中の環境マネジメ
ントシステムの仕組みを見直されたい方にお勧めです。

11,000円

一般企業様
弊社ご登録企業様

10名

OHSAS18001からISO45001への
移行担当の方、
ISO45001導入を検討の方

時間
申込
方法

9:30-16:30

6,600円

※途中に1時間（12:30-13:30頃）の休憩
を含んだ6時間のコースになります。

ASRホームページ ご案内ページよりお申込みください。

https://www.armsr.co.jp/mss12.html

定員

10名

時間

9:30-17:00

申込
方法

ASRホームページ ご案内ページよりお申込みください。

（1名様・税込料金）

料金

定員 30名
ISO45001:2018導入に備える。

内部監査員養成セミナー（ISO9001/14001/45001・ISO/IEC27001）

ただけるプログラムとなっております。

定員

受講
対象

おすすめするセミナーです。弊社主催の「内部監査員養成セミナー」は、
「規
格要求事項を理解している方」を対象としてお りますので、規格要求事項

弊社ご登録企業様

ISO45001:2018規格解説セミナー

13:30-16:30

時間

ISO9001/14001/27001の規格要求事項のポイントをそれぞれ半日で解説

WEB

16,500円

「環境側面」解説セミナー
受講 これからEMSの構築/見直しを
対象 される方

ISO9001/14001/27001 規格ポイント解説セミナー

一般企業様

時間

各規格の箇条ごとに、要求事項が意図する内容や要求事項を満たすためにするべき

「ISOとは何か」から始まり、マネジメントシステム規格とはどのような

受講
対象

（1名様・税込料金）

労働安全衛生マネジメントシステムの導入の目的は、組織が安全で 健康的な職場
を提供できるようにし、労働に関係する負傷及び疾病を防止労働安全衛生パフォー
マンスを継続的に改善できるようにすることです。
「ISO45001:2018規格解説セミナーは」ISO45001:2018の箇条を分かりやすく解説
するセミナーです。その中OHSAS18001との差分についても説明をいたします。

https://www.armsr.co.jp/asr̲pc/internalaudit/internalaudit.html

※修了テスト合格者に、後日、修了証(PDF形式)を発行いたします。
※2日コースを1日目(講義)のみの受講の場合、修了証の発行はございません。

8,800円

弊社ご登録企業様

5,500円

時間

13：30-16：30

申込
方法

ASRホームページ ご案内ページよりお申込みください。

https://www.armsr.co.jp/mss22.html

ISMS超入門編
受講
対象

（1名様・税込料金）

ISMS及びISO初心者の方

料金

定員 24名
※途中に1時間（12:30-13:30頃）の休憩
を含んだ6.5時間のコースになります。

一般企業様

情報漏洩防止にISMSを役立てる。
昨今、情報漏洩の問題が騒がれています。どのようにしたら情報漏洩を防げるかと
いったことに関心がある企業様向けのセミナーとなっております。
「ISMS って何？」
「Pマークと違いは何かあるの？」
「どちらを取得したらいいの？」
「情報漏洩とISOは
関係があるの？」
「そもそも、ISO って何？」といった、基本的な疑問を解決しながら
学べるISMS及びISO超初心者向けのセミナーとなっております。

一般企業様
弊社ご登録企業様

時間
申込
方法

10：00-17：00

11,000円

6,600円
※途中に1時間（12:00-13:00頃）の休憩
を含んだ6時間のコースになります。

ASRホームページ ご案内ページよりお申込みください。

https://www.armsr.co.jp/mss04.html

エイエスアール株式会社

研修センター セミナー紹介

※最新の情報はHPにてご確認ください

ISO9001/14001/27001/45001 入門セミナー
受講 新入社員の方
対象 新しくISO担当になった方

（1名様・税込料金）

料金
定員 20名

ISO9001/14001:2015規格要求事項の解説セミナー

WEB

1規格

一般企業様

5,500円

弊社ご登録企業様

3,300円

受講
対象

規格について深く理解し、
効果的に導入したい組織の
ご担当者様

定員

10名

規格の全体像を理解してより効果的に運用する。

ISOの基礎を理解する。

料金

13:30-16:30

時間

ものか、また、規格の意図（PDCA、プロセスアプローチ、リスクへの対

一般的事例等について解説し、規格要求事項の理解を深めるためのセミナーです。
規格の意図を正しく理解することで、より効果的な運用をしていただけます。

処、組織の経営マネジメントにおける位置づけ）などISOの基礎を解説
する、入門セミナーです。新しくISOの担当者になった方、新入社員など
が対象となります。

申込 ASRホームページ ご案内ページよりお申込みください。
方法 https://www.armsr.co.jp/mss11.html

「内部監査員養成セミナー」を

受講
対象 受講予定の方/新任の内部監査員/
新任のISO担当者

1規格

（1名様・税込料金）

11,000円

一般企業様

料金

7,700円

弊社ご登録企業様

定員 20名
短時間で規格のポイントを理解する。
します。
「規格要求事項を勉強したいがあまり時間が取れない」
という方に、

の理解が十分でない方は、その準備ステップとしてこのセミナーを受講し

申込 ASRホームページ ご案内ページよりお申込みください。
方法 https://www.armsr.co.jp/mss20.html

てください。

（1名様・税込料金）

料金

2日コース

1日コース

2日間

1日（講義のみ）

1日（演習のみ）

一般企業様

27,500円

41,800円

24,200円

29,700円

弊社ご登録企業様

22,000円

36,300円

18,700円

24,200円

内部監査員候補の方

講義と演習で、内部監査の知識・技能を養う。
「内部監査員養成セミナー」は、ISO規格の要求事項の解釈の復習から、
内部監査の実施に求められる知識と技量を実践的な講義で習得してい

11,000円

（12:30-13:30頃）の休憩
9:30-17:00 ※途中に1時間
を含んだ6.5時間のコースになります。

申込
方法

ASRホームページ ご案内ページよりお申込みください。

https://www.armsr.co.jp/mss21.html

（1名様・税込料金）

料金

EMS構築・運用の基本を学ぶ。
ISO14001においてシステム構築の基本となる「環境側面」について、抽出から決定
までのプロセス・評価方法・適用を受ける法的な順守義務等をわかりやすく解説
するセミナーです。環境マネジメントシステムのシステム構築の基本を扱います。
これから環境マネジメントシステムを構築される方や、既に運用中の環境マネジメ
ントシステムの仕組みを見直されたい方にお勧めです。

11,000円

一般企業様
弊社ご登録企業様

10名

OHSAS18001からISO45001への
移行担当の方、
ISO45001導入を検討の方

時間
申込
方法

9:30-16:30

6,600円

※途中に1時間（12:30-13:30頃）の休憩
を含んだ6時間のコースになります。

ASRホームページ ご案内ページよりお申込みください。

https://www.armsr.co.jp/mss12.html

定員

10名

時間

9:30-17:00

申込
方法

ASRホームページ ご案内ページよりお申込みください。

（1名様・税込料金）

料金

定員 30名
ISO45001:2018導入に備える。

内部監査員養成セミナー（ISO9001/14001/45001・ISO/IEC27001）

ただけるプログラムとなっております。

定員

受講
対象

おすすめするセミナーです。弊社主催の「内部監査員養成セミナー」は、
「規
格要求事項を理解している方」を対象としてお りますので、規格要求事項

弊社ご登録企業様

ISO45001:2018規格解説セミナー

13:30-16:30

時間

ISO9001/14001/27001の規格要求事項のポイントをそれぞれ半日で解説

WEB

16,500円

「環境側面」解説セミナー
受講 これからEMSの構築/見直しを
対象 される方

ISO9001/14001/27001 規格ポイント解説セミナー

一般企業様

時間

各規格の箇条ごとに、要求事項が意図する内容や要求事項を満たすためにするべき

「ISOとは何か」から始まり、マネジメントシステム規格とはどのような

受講
対象

（1名様・税込料金）

労働安全衛生マネジメントシステムの導入の目的は、組織が安全で 健康的な職場
を提供できるようにし、労働に関係する負傷及び疾病を防止労働安全衛生パフォー
マンスを継続的に改善できるようにすることです。
「ISO45001:2018規格解説セミナーは」ISO45001:2018の箇条を分かりやすく解説
するセミナーです。その中OHSAS18001との差分についても説明をいたします。

https://www.armsr.co.jp/asr̲pc/internalaudit/internalaudit.html

※修了テスト合格者に、後日、修了証(PDF形式)を発行いたします。
※2日コースを1日目(講義)のみの受講の場合、修了証の発行はございません。

8,800円

弊社ご登録企業様

5,500円

時間

13：30-16：30

申込
方法

ASRホームページ ご案内ページよりお申込みください。

https://www.armsr.co.jp/mss22.html

ISMS超入門編
受講
対象

（1名様・税込料金）

ISMS及びISO初心者の方

料金

定員 24名
※途中に1時間（12:30-13:30頃）の休憩
を含んだ6.5時間のコースになります。

一般企業様

情報漏洩防止にISMSを役立てる。
昨今、情報漏洩の問題が騒がれています。どのようにしたら情報漏洩を防げるかと
いったことに関心がある企業様向けのセミナーとなっております。
「ISMS って何？」
「Pマークと違いは何かあるの？」
「どちらを取得したらいいの？」
「情報漏洩とISOは
関係があるの？」
「そもそも、ISO って何？」といった、基本的な疑問を解決しながら
学べるISMS及びISO超初心者向けのセミナーとなっております。

一般企業様
弊社ご登録企業様

時間
申込
方法

10：00-17：00

11,000円

6,600円
※途中に1時間（12:00-13:00頃）の休憩
を含んだ6時間のコースになります。

ASRホームページ ご案内ページよりお申込みください。

https://www.armsr.co.jp/mss04.html

エイエスアール株式会社
研修センター

セミナー総合案内
お問い合わせ先

エイエスアール株式会社

研修センター

〒103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町2-7

03-3666-8624
seminar@armsr.co.jp
https://www.armsr.co.jp/

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001
Internalaudit

お申し込みはホームページにて受付中！

ASR セミナー紹介ページのご案内

エイエスアールのホームページには、上記セミナーの一覧及び
各セミナーのご案内ページへのリンクが掲載されたセミナー紹介
ページを設けております。
満席、または開催中止等により、お申し込みを受け付けられない場合がございます。
お申込みいただく際には事前にホームページにて日程及び受付状況をご確認ください。

＊お申込みの際にご入力いただいたお客様の情報は、セミナーの事務
処理及び弊社サービスのご案内を差し上げる目的以外で使用すること
はございません。

https://www.armsr.co.jp/asr̲pc/seminar̲gd.html

T-01（220315）
：セミナー総合案内

セミナー紹介ページへのアクセス方法
①「ASR」で検索し、エイエスアールの
ホームページにアクセスします。
②エイエスアールトップページ右側の
「企業向けセミナーご案内」ボタンを
クリックします。
③現在エイエスアールが主催している
セミナーの一覧が表示されます。
④ご希望のセミナーの「お申込みはこちら」から
お申込みフォームにアクセスできます。

