マネジメントシステム監査員検定対策セミナー（中級・上級）
マネジメントシステム監査員検定を受験する方に向けた対策セミナーです。

研修受講と同日に検定試験を受験することができます。
● 対策研修を受講し、
試験を受験することを通じて、監査のポイントが効率的に習得できます。

監査員の人材確保と
育成が組織力アップの決め手！

● 検定試験の出題範囲に焦点をあてた研修を受講することにより、
効率的に試験対策が行えます。
中
対

象

会

場

講

師

上

級

①これから監査員を目指す方
②現在、監査員として活動されている方

級

監査経験があり、監査リーダーとして活動
している又は活動する予定の方

東京・日科技連

本部

審査経験、講師経験豊富な現役の主任審査員、審査員

参加費

スケジュール

￥22,550（税込、研修・検定試験受験料込）

￥25,850（税込、研修・検定試験受験料込）

9：30~12：00
12：00~13：00
13：00~14：30
14：30~14：50
15：00~16：00

9：30~12：00
12：00~13：00
13：00~14：30
14：30~14：50
15：00~16：30

対策セミナー（AM）
昼食休憩
対策セミナー（PM）
復習
中級検定試験（60分）

対策セミナー（AM）
昼食休憩
対策セミナー（PM）
復習
上級検定試験（90分）

■日 程
中

級

上

級

ISO 9001:2015
品質マネジメントシステム

第1回
第2回
第3回

2022.7.7㈭
2022.10.17㈪
2023.1.19㈭

第1回
第2回

2022.7.28㈭
2023.2.2㈭

ISO 14001:2015
環境マネジメントシステム

第1回
第2回

2022.7.6㈬
2023.1.18㈬

第1回
第2回

2022.7.27㈬
2023.2.1㈬

ISO/IEC 27001:2013
情報セキュリティマネジメントシステム

第1回
第2回

2022.7.5㈫
2023.1.17㈫

第1回
第2回

2022.7.26㈫
2023.1.31㈫

ISO 22000:2018
食品安全マネジメントシステム

第1回
第2回

2022.7.4㈪
2023.1.16㈪

第1回
第2回

2022.7.25㈪
2023.1.30㈪

IATF 16949：2016
自動車産業 品質マネジメントシステム

第1回
第2回

2022.7.8㈮
2023.1.20㈮

第1回
第2回

2022.7.29㈮
2023.2.3㈮

■ 検定試験のみのご受験について

①上記日程で、検定試験のみの個人受験のお申込みが可能となっております（前ページご参照ください）。
②検定試験のみの個人受験の方は、上記スケジュールの試験開始10分前までに会場にお越しください。

お知らせ（個人・団体共通）
①各規格、19011規格のご購入は
「日本規格協会」
までお問合せ下さい。
②過去問題および参考書籍等の販売はありません。
③合格率および合格点等の公開はしておりません。
④検定試験問題は
「回収」いたします。
⑤本検定試験は公的効力が有るものではありません。
お問合せ先

一般財団法人 日本科学技術連盟 マネジメントシステム研修センター

〒163-0704 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル4階
03-5990-5854 E-mail:iso-kensyu@juse.or.jp

マネジメントシステム監査員検定
（中級・上級／個人受験・団体受験）

マネジメントシステム監査員検定対策セミナー
（中級・上級／セミナー受講日に同日受験）

マネジメントシステム

監査員検定

一般財団法人 日本科学技術連盟
お申込み・お問合せはWebで▶http://www.juse.or.jp/

5 規 格が受 験 対 象！ 多様化する事業に合わせて、複数の規格を受験できます。

I SO 9001：2015
品質マネジメントシステム

I SO 14001：2015 ISO/IEC 27001：2013
環境マネジメントシステム

情報セキュリティマネジメントシステム

試 験 範 囲

試 験 範 囲

試 験 範 囲
●JIS Q 9001:2015
●JIS Q 19011:2019

●JIS Q 14001:2015
●JIS Q 19011:2019

●JIS Q 27001：2014
●JIS Q 19011:2019

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律
●騒音規制法
●フロン類の使用の合理化及び
管理の適正化に関する法律
●エネルギーの使用の合理化等に
関する法律

●不正アクセス行為の禁止等に関する法律
●個人情報の保護に関する法律
●刑法（不正指令電磁的記録作成罪）
●特定電子メールの送信の適正化等に
関する法律

マネジメントシステム監査員検定とは
監査員が実際の監査で、各試験範囲の基礎的理解、並びにプロセスアプローチ及びリスクに基づく
考え方などの一般的知識を活用できるレベルにあるかを確認いただくための検定試験です。
マネジメントシステムのパフォーマンス評価の要は「マネジメントシステム監査員」
ですが、監査員は
企業内で認定ができるため、力量を客観的に評価することが難しいのが実情です。
「マネジメントシステム監査員検定」
を受験・資格取得することにより、客観的に力量を把握すること
ができます。
また、
これらを通じて、問題点や目標設定が明確になることで、監査員としてのスキル
アップを図り、組織全体の経営力アップの寄与へつながる鍵となります。

試験レベルについて
5規格全てに、
中級レベル・上級レベルの試験を用意しています。
中
試験レベル

合格証書▶

級

上

①これから監査員を目指す方
②現在、監査員として活動されている方

級

監査経験があり、監査リーダーとして活動
している又は活動する予定の方

中級・上級共通（上表参照）

試験範囲
問題形式

択一、選択のマークシート式

択一、選択、記述、論文

試験時間

60分間

90分間

試験の合否判定
受験料

合否の判定、および「合格証書」の発行には2〜3ヶ月程度お時間をいただいております。
￥11,550（税込）

￥14,300（税込）

I SO 22000：2018

IATF 16949：2016

食品安全マネジメントシステム

自動車産業品質マネジメントシステム

試 験 範 囲

試 験 範 囲

● ISO 22000:2018
●JIS Q 19011:2019
●HACCP
●＜食品衛生法関係＞食品衛生法（法律）、
食品衛生法施行令（政令）、
食品衛生法施行規則（厚生省令）

● IATF 16949:2016
●JIS Q 9001:2015

●JIS Q 19011:2019
●5コアツール

（AIAG＆VDA FMEAマニュアル除く）

●＜食品表示法関係＞食品表示法（法律）、

食品表示基準（内閣府令）、
食品表示基準に係る通知／Q&Aについて
（通知）

【注意事項】
IATF 16949規格検定について
本検定試験は、IATF 16949規格における要求事項
の力量を証明するものではありません。

個人受験・団体受験について
個人受験
検定対策セミナー実施日に、個人での受験が可能です。
日程は、Webをご参照下さい。
団体受験
一企業単位またはグループ企業単位で、
ご希望日時に自社会場で団体受験を実施することができます。
日程の調整がしやすく、慣れた自社会場で行えるため、大変ご好評をいただいております。
①最低開催人数は
【10名様以上】
となります。 ※10名様に満たない場合でも10名様の料金にて実施可能です。
②試験監督員は、
自社内にてご対応いただきます。 ※試験監督員は受験できません。
③同一企業、
複数サイトでの変則時間開催も可能です。
④ご希望日程の2か月前までにお申し込みください。
⑤コロナ対策は自社規定にてご準備・ご対応をお願い致します。
⑥その他、
団体受験規定がございます。
詳細は、
ご検討団体様へ直接ご連絡させていただきます。
個人受験

団体受験

申込締切日

開講2週間前

受験希望日の2か月前

日 程

検定試験対策セミナー実施日
（Web参照）

試験実施時間
会

場

最低開催人数

中級…15:00~16:00
上級…15:00~16:30
一般財団法人日本科学技術連盟
̶̶̶

西新宿本部ビル

ご希望日時
自社会場
1規格 10名以上

