
 

                         

 

                         

 

 

－ テュフテュフテュフテュフ    ラインランドラインランドラインランドラインランド    ジャパン株式会社ジャパン株式会社ジャパン株式会社ジャパン株式会社    システム部システム部システム部システム部    主催主催主催主催    － 

ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015  

改訂対応のための「新」解説セミナー (2017 年前期) 

 ご案内 

 

テュフラインランドは 2017 年も、経験豊富な審査員を講師とし、全国主要都市でセミナーを開催します。 

新しい参加型セミナーで、改訂対応にお困りになっていること、新しい参加型セミナーで、改訂対応にお困りになっていること、新しい参加型セミナーで、改訂対応にお困りになっていること、新しい参加型セミナーで、改訂対応にお困りになっていること、    

疑問疑問疑問疑問やややや不安を解決することができればいかがでしょうか？不安を解決することができればいかがでしょうか？不安を解決することができればいかがでしょうか？不安を解決することができればいかがでしょうか？    

    

    

↓↓↓↓    ここここのような疑問をお持ちののような疑問をお持ちののような疑問をお持ちののような疑問をお持ちの ISO 事務事務事務事務局局局局の方、審査に関連される皆様、経営層の方にの方、審査に関連される皆様、経営層の方にの方、審査に関連される皆様、経営層の方にの方、審査に関連される皆様、経営層の方に参加参加参加参加をお薦めします！をお薦めします！をお薦めします！をお薦めします！    

      

● 適用範囲をどのように考えればよいのだろうか？ 

● 具体的にどのような手順で 2015 年版への移行を進めるのがよいのだろうか？ 

● マニュアルはいるのか、いらないのか？ 

● マニュアルを改訂するとすればどのような手順が簡便なのだろうか？ 

● 2015 年版対応の具体的な例や一般的な事例をもっと知りたい。 

● 他の企業は改訂版対応においてどのような悩みや疑問をもち、どのような対応をしようとしてい

るのだろうか？ 

● わが社の準備は正しい理解のもとに進んでいるだろうか？ 

  

開催概要開催概要開催概要開催概要 

プログラム：プログラム：プログラム：プログラム： 
    第一部：規格解説セミナー第一部：規格解説セミナー第一部：規格解説セミナー第一部：規格解説セミナー    9：：：：30－－－－12：：：：30    （途中休憩含む。質疑応答：約 20 分含む） 

  ～昼食～ 12：30－13：30 

    第二部：参加型第二部：参加型第二部：参加型第二部：参加型セミナーセミナーセミナーセミナー    質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答((((Q&A)を中心にを中心にを中心にを中心に    13：：：：30－－－－16：：：：30    （途中休憩含む） 

  

ご参加は、第一部のみ、第二部のみ、第一部と第二部の両方の 3 パターンから選択いただけます。 

2015 年、2016 年の規格解説セミナーに参加された方は、2017 年第二部だけの参加も可能です。 

＊コンサルティング業、同業他社の方の参加はお断りいたします。 

 

講師：講師：講師：講師： 

 テュフ ラインランド ジャパン所属主任審査員講師 

  第一線で活躍する弊社の経験豊富な審査員です。 

  

    

    

テュフテュフテュフテュフ    ラインランドは、ラインランドは、ラインランドは、ラインランドは、ドイツが本社ドイツが本社ドイツが本社ドイツが本社の国際的なの国際的なの国際的なの国際的な第三者認証機関です。第三者認証機関です。第三者認証機関です。第三者認証機関です。マネジメマネジメマネジメマネジメ

ントシステム、環境、自動車、食品、労働安全、情報セキュリティ等ントシステム、環境、自動車、食品、労働安全、情報セキュリティ等ントシステム、環境、自動車、食品、労働安全、情報セキュリティ等ントシステム、環境、自動車、食品、労働安全、情報セキュリティ等各種各種各種各種第三者第三者第三者第三者

認証、認証、認証、認証、二者サプライヤー監査、二者サプライヤー監査、二者サプライヤー監査、二者サプライヤー監査、製品安全製品安全製品安全製品安全試験を提供しています。試験を提供しています。試験を提供しています。試験を提供しています。    



 

                         

 

日程と会場：日程と会場：日程と会場：日程と会場：    

    

ISO 9001：：：：2015    前期前期前期前期セミナー日程とプログラムセミナー日程とプログラムセミナー日程とプログラムセミナー日程とプログラム 

日時日時日時日時    開催場所開催場所開催場所開催場所    受付受付受付受付状況状況状況状況    

2017 年年年年 1 月月月月 18 日（日（日（日（水水水水））））ISO9001:2015 

        第一第一第一第一部：部：部：部： 9:30-12:30    （規格解説（規格解説（規格解説（規格解説セミナーセミナーセミナーセミナー）））） 

        第二第二第二第二部：部：部：部：13:30-16:30    （（（（参加型参加型参加型参加型セミナーセミナーセミナーセミナー    Q&A を中心に）を中心に）を中心に）を中心に） 

横浜横浜横浜横浜 受講受付中 

2017 年年年年 1 月月月月 26 日（木）日（木）日（木）日（木）  ISO9001:2015 

        第一第一第一第一部：部：部：部： 9:30-12:30    （規格解説（規格解説（規格解説（規格解説セミナーセミナーセミナーセミナー）））） 

        第二第二第二第二部：部：部：部：13:30-16:30    （（（（参加型参加型参加型参加型セミナーセミナーセミナーセミナー    Q&A を中心にを中心にを中心にを中心に）））） 

浜松浜松浜松浜松    受講受付中 

2017 年年年年 1 月月月月 31 日（火）日（火）日（火）日（火）  ISO9001:2015 

        第一第一第一第一部：部：部：部： 9:30-12:30    （規格解説（規格解説（規格解説（規格解説セミナーセミナーセミナーセミナー）））） 

        第二第二第二第二部：部：部：部：13:30-16:30    （（（（参加型参加型参加型参加型セミナーセミナーセミナーセミナー    Q&A を中心に）を中心に）を中心に）を中心に） 

仙台仙台仙台仙台    受講受付中 

2017 年年年年 2 月月月月 16 日（木）日（木）日（木）日（木）  ISO9001:2015 

        第一第一第一第一部：部：部：部： 9:30-12:30    （規格解説（規格解説（規格解説（規格解説セミナーセミナーセミナーセミナー）））） 

        第二第二第二第二部：部：部：部：13:30-16:30    （（（（参加型参加型参加型参加型セミナーセミナーセミナーセミナー    Q&A を中心に）を中心に）を中心に）を中心に） 

名古屋名古屋名古屋名古屋    受講受付中 

2017 年年年年 3 月月月月 17 日（日（日（日（金金金金））））  ISO9001:2015 

        第一第一第一第一部：部：部：部： 9:30-12:30    （規格解説（規格解説（規格解説（規格解説セミナーセミナーセミナーセミナー）））） 

        第二第二第二第二部：部：部：部：13:30-16:30    （（（（参加型参加型参加型参加型セミナーセミナーセミナーセミナー    Q&A を中心に）を中心に）を中心に）を中心に） 

横浜横浜横浜横浜    受講受付中 

2017 年年年年 3 月月月月 23 日（木）日（木）日（木）日（木）  ISO9001:2015 

        第一第一第一第一部：部：部：部： 9:30-12:30    （規格解説（規格解説（規格解説（規格解説セミナーセミナーセミナーセミナー）））） 

        第二第二第二第二部：部：部：部：13:30-16:30    （（（（参加型参加型参加型参加型セミナーセミナーセミナーセミナー    Q&A を中心に）を中心に）を中心に）を中心に） 

大阪大阪大阪大阪    受講受付中 

2017 年年年年 4 月月月月 14 日（日（日（日（金金金金））））  ISO9001:2015 

        第一第一第一第一部：部：部：部： 9:30-12:30    （規格解説（規格解説（規格解説（規格解説セミナーセミナーセミナーセミナー）））） 

        第二第二第二第二部：部：部：部：13:30-16:30    （（（（参加型参加型参加型参加型セミナーセミナーセミナーセミナー    Q&A を中心に）を中心に）を中心に）を中心に） 

仙台仙台仙台仙台    受講受付中 

2017 年年年年 5 月月月月 26 日（金）日（金）日（金）日（金）  ISO9001:2015 

        第一第一第一第一部：部：部：部： 9:30-12:30    （規格解説（規格解説（規格解説（規格解説セミナーセミナーセミナーセミナー）））） 

        第二第二第二第二部：部：部：部：13:30-16:30    （（（（参加型参加型参加型参加型セミナーセミナーセミナーセミナー    Q&A を中心に）を中心に）を中心に）を中心に） 

浜松浜松浜松浜松    受講受付中 

2017 年年年年 5 月月月月 29 日（月）日（月）日（月）日（月）  ISO9001:2015 

        第一第一第一第一部：部：部：部： 9:30-12:30    （規格解説（規格解説（規格解説（規格解説セミナーセミナーセミナーセミナー）））） 

        第二第二第二第二部：部：部：部：13:30-16:30    （（（（参加型参加型参加型参加型セミナーセミナーセミナーセミナー    Q&A を中心に）を中心に）を中心に）を中心に） 

名古屋名古屋名古屋名古屋    受講受付中 

 

 

ISO 14001：：：：2015    前期前期前期前期セミナー日程とプログラムセミナー日程とプログラムセミナー日程とプログラムセミナー日程とプログラム 

2017 年年年年 1 月月月月 19 日（日（日（日（木木木木）））） ISO14001:2015 

   第一部：第一部：第一部：第一部： 9:30-12:30    （規格解説セミナー）（規格解説セミナー）（規格解説セミナー）（規格解説セミナー） 

   第二部：第二部：第二部：第二部：13:30-16:30    （参加型セミナー（参加型セミナー（参加型セミナー（参加型セミナー    Q&A を中心に）を中心に）を中心に）を中心に）    

横浜横浜横浜横浜    受講受付中 

2017 年年年年 1 月月月月 27 日（金）日（金）日（金）日（金）   ISO14001:2015 

   第一部：第一部：第一部：第一部： 9:30-12:30    （規格解説セミナー）（規格解説セミナー）（規格解説セミナー）（規格解説セミナー） 

   第二部：第二部：第二部：第二部：13:30-16:30    （参加型セミナー（参加型セミナー（参加型セミナー（参加型セミナー    Q&A を中心に）を中心に）を中心に）を中心に）    

浜松浜松浜松浜松    受講受付中 



 

                         

 

2017 年年年年 2 月月月月 1 日（水）日（水）日（水）日（水）   ISO14001:2015 

   第一部：第一部：第一部：第一部： 9:30-12:30    （規格解説セミナー）（規格解説セミナー）（規格解説セミナー）（規格解説セミナー） 

   第二部：第二部：第二部：第二部：13:30-16:30    （参加型セミナー（参加型セミナー（参加型セミナー（参加型セミナー    Q&A を中心に）を中心に）を中心に）を中心に） 

仙台仙台仙台仙台 受講受付中 

2017 年年年年 2 月月月月 20 日（日（日（日（月月月月））））   ISO14001:2015 

   第一部：第一部：第一部：第一部： 9:30-12:30    （規格解説セミナー）（規格解説セミナー）（規格解説セミナー）（規格解説セミナー） 

   第二部：第二部：第二部：第二部：13:30-16:30    （参加型セミナー（参加型セミナー（参加型セミナー（参加型セミナー    Q&A を中心に）を中心に）を中心に）を中心に） 

名古屋名古屋名古屋名古屋 受講受付中 

2017 年年年年 3 月月月月 16 日（日（日（日（木木木木））））   ISO14001:2015 

   第一部：第一部：第一部：第一部： 9:30-12:30    （規格解説セミナー）（規格解説セミナー）（規格解説セミナー）（規格解説セミナー） 

   第二部：第二部：第二部：第二部：13:30-16:30    （参加型セミナー（参加型セミナー（参加型セミナー（参加型セミナー    Q&A を中心に）を中心に）を中心に）を中心に） 

横浜横浜横浜横浜 受講受付中 

2017 年年年年 3 月月月月 24 日（金）日（金）日（金）日（金）   ISO14001:2015 

   第一部：第一部：第一部：第一部： 9:30-12:30    （規格解説セミナー）（規格解説セミナー）（規格解説セミナー）（規格解説セミナー） 

   第二部：第二部：第二部：第二部：13:30-16:30    （参加型セミナー（参加型セミナー（参加型セミナー（参加型セミナー    Q&A を中心に）を中心に）を中心に）を中心に） 

大阪大阪大阪大阪 受講受付中 

2017 年年年年 4 月月月月 13 日（日（日（日（木木木木））））   ISO14001:2015 

   第一部：第一部：第一部：第一部： 9:30-12:30    （規格解説セミナー）（規格解説セミナー）（規格解説セミナー）（規格解説セミナー） 

   第二部：第二部：第二部：第二部：13:30-16:30    （参加型セミナー（参加型セミナー（参加型セミナー（参加型セミナー    Q&A を中心に）を中心に）を中心に）を中心に） 

仙台仙台仙台仙台 受講受付中 

2017 年年年年 5 月月月月 25 日（木）日（木）日（木）日（木）   ISO14001:2015 

   第一部：第一部：第一部：第一部： 9:30-12:30    （規格解説セミナー）（規格解説セミナー）（規格解説セミナー）（規格解説セミナー） 

   第二部：第二部：第二部：第二部：13:30-16:30    （参加型セミナー（参加型セミナー（参加型セミナー（参加型セミナー    Q&A を中心に）を中心に）を中心に）を中心に） 

浜松浜松浜松浜松 受講受付中 

2017 年年年年 5 月月月月 30 日（火）日（火）日（火）日（火）   ISO14001:2015 

   第一部：第一部：第一部：第一部： 9:30-12:30    （規格解説セミナー）（規格解説セミナー）（規格解説セミナー）（規格解説セミナー） 

   第二部：第二部：第二部：第二部：13:30-16:30    （参加型セミナー（参加型セミナー（参加型セミナー（参加型セミナー    Q&A を中心に）を中心に）を中心に）を中心に） 

名古屋名古屋名古屋名古屋 受講受付中 

    

セミナー会場：セミナー会場：セミナー会場：セミナー会場：    

東京/横浜：産業貿易センター (横浜市中区山下町 2 番地) 

 浜松：浜松アリーナ 第 1 研修室（浜松市東区和田町 808-1） 

 名古屋：ウインクあいち(会議室は別途申込書でご案内します。)（名古屋市中村区名駅 4-4-38） 

 大阪：若杉センタービル本館 会議室（大阪市北区東天満 2-9-1） 

仙台：仙台市戦災復興記念館 4 階第 4 会議室（仙台市青葉区大町二丁目 12 番 1 号） 

 

受講料：受講料：受講料：受講料： 

第一部のみ：3,000 円（消費税込み） 

第二部のみ：5,000 円（消費税込み） 

第一部と第二部両方：8,000 円（消費税込み） 

受講料は当日現金で会場受付でお支払いください。領収書をお渡しいたします。 

 

 

  

本セミナーに関するご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。本セミナーに関するご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。本セミナーに関するご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。本セミナーに関するご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。    

    

テュフテュフテュフテュフ ラインランドラインランドラインランドラインランド ジャパン株式会社ジャパン株式会社ジャパン株式会社ジャパン株式会社 システム部システム部システム部システム部      担当：有江、担当：有江、担当：有江、担当：有江、高尾高尾高尾高尾 

 

     E mail:  systems-sales@jpn.tuv.com 

   TEL: 045-470-8659, 045-470-1877 or 045-470-1860 (代表) 



 

                         

 

ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 

                        改訂対応のための「新」解説セミナー         

参参参参参参参参加加加加加加加加申申申申申申申申込込込込込込込込書書書書書書書書        

        

申込先：申込先：申込先：申込先：Email  systems-sales@jpn.tuv.com  or  F A X     045-470-2361 

下記３パターンで参加可能です。ご希望の参加プログラムをチェックください。下記３パターンで参加可能です。ご希望の参加プログラムをチェックください。下記３パターンで参加可能です。ご希望の参加プログラムをチェックください。下記３パターンで参加可能です。ご希望の参加プログラムをチェックください。 

□□□□    第第第第一一一一部部部部（午前（午前（午前（午前))))のみ参加のみ参加のみ参加のみ参加                □□□□    第第第第二部二部二部二部((((午後午後午後午後))))のみのみのみのみ参加参加参加参加    

□□□□    第一部第一部第一部第一部((((午前午前午前午前))))とととと第二部第二部第二部第二部((((午後午後午後午後))))のののの両方両方両方両方に参加に参加に参加に参加    

1．．．．お申込者情報お申込者情報お申込者情報お申込者情報    

（フリガナ） 

貴社名 

（                                      ） 

 

部署・役職 

 

氏名 

 

ご住所 

〒 

TEL  FAX  

E メール  

業種 □製造業  □商社  □（具体的に：               ） 

ご参加ご参加ご参加ご参加希望希望希望希望    

セミナーセミナーセミナーセミナー    

開催日開催日開催日開催日：  月月月月＿＿日日日日, セミナー会場セミナー会場セミナー会場セミナー会場：＿_____＿, 規格規格規格規格：ISO__________ 

移行審査 

予定 
□ISO9001 (      月頃)  □ISO14001 (   月頃)   □未定 

 

2．．．．第二部第二部第二部第二部へへへへごごごご参加の方は聞きたいこと、知りたいこと、困っていることを↓参加の方は聞きたいこと、知りたいこと、困っていることを↓参加の方は聞きたいこと、知りたいこと、困っていることを↓参加の方は聞きたいこと、知りたいこと、困っていることを↓ぜひぜひぜひぜひご記入ください。ご記入ください。ご記入ください。ご記入ください。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ご記入いただきましたお客様の情報は適切に管理し、セミナー運営のために使用します。ご記入いただきましたお客様の情報は適切に管理し、セミナー運営のために使用します。ご記入いただきましたお客様の情報は適切に管理し、セミナー運営のために使用します。ご記入いただきましたお客様の情報は適切に管理し、セミナー運営のために使用します。  


