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沖縄本島本部町にある備瀬（ビセ）のフクギ並木を
訪れました。人気観光スポットである美ら海水族館の
すぐ近くですが、ほとんどの観光客は素通りするのか
大変静かなところです。防風林としてフクギで屋敷の
周りを囲んでいる住宅地です。道は掃き清められてい
てとても清々しい気分になりました。近くの備瀬岬で
は熱帯魚が泳いでいるのを見ることもできますので、
華やかな観光地に飽きた方にお勧めの場所です。
■表紙の写真は、（株）日本環境認証機構グループ各
社社員の写真愛好家による投稿写真から作品を選
んで掲載いたしました。

ご挨拶

もう一つのＪＡＣＯの利用・活用法

株式会社日本環境認証機構
代表取締役社長

下井 泰典

JACOは 1994年創立以来 18年目に入っています。

】
【情報交換ページ：JACOmmunity（ジェイコミュニティー）

これまでに、ISOマネジメントシステムの審査で約 7千

これまで、調査書、日程確認書、審査員承諾書などの

の組織様の審査をさせていただくとともに、ISO関連セ

審査に係る帳票につきましては、郵送、FAXでお受け取

ミナーでは 115千人を越える方々に受講していただきまし

り、ご回答いただいておりましたが、情報交換ページにて、

た。と同時に、私共が提供する皆様方へのサービスもご

便利で安全な帳票のやり取りが可能となっています。

利用・ご活用いただいてきました。
さらなるサービス向上を目指し、ここ数年いくつかのシ
ステム・仕組みを開発・変更してきました。そこで、これ

主な機能は次のとおりです。
（受信日、返信日な
①お客様と JACOとの帳票のやり取り
ど）の進捗が HP上で確認ができます。

らを紹介しますので、単なる審査・セミナーのみではなく、

②受信データを自 PCへ保存できます。

私共の機関をより上手に使っていただけますようご提案

③したがって、毎年の事前送付データは変更点のみ更新

いたします。また、ご要望などもお待ちします。
先ずは、ここ数年に提供した新しいサービス・変更した
サービスについてご紹介します。
【 ISO友の会】

JACOと認証契約を結ばせていただいたお客様へ ISO関
連の最新情報をお届けするほか、お客様と JACO、また
お客様相互の意見交換や交流の場を提供しています。
主な活動として、春に総会を東京にて開催し、総会、
基調講演、最新情報の紹介、分科会、ご要望承り会など
終日使って開催します。また、秋には、東京と大阪で研
修会を半日単位で開催し、お客様の事例発表を中心に研
修しています。さらには、現場研修として、お客様の先

し送信することが可能です。
④同時に、送受信した帳票の履歴、及び内容が確認でき
ます。
また、複数ファイル送信機能を最近追加し、1回の送信
で、5ファイルまで同時に送ることが可能となっています。
このシステムの利用は無料公開しておりますので、営
業部門にお申込みください。なお、詳しい説明は
https://www.jaco2-mypg.com/guide.htmlをご覧ください。
【法令改正通知サービス】
毎月・毎年多くの法律が改正され、該当する法律のメン
テナンスに多大の労力を使っておられることでしょう。

JACOでは昨年 10月より、「法令が改正されたことを、

行事例を見学する日帰りコースと、自治体の取組む事例

月単位で JACO登録組織様にメールでお知らせするサー

や自然環境を勉強する宿泊コースがあります。宿泊コー

ビス」を開始しました。通知サービス申込み方法は至っ

スとしては、豊島、宮古島、屋久島、琵琶湖などを視察

て簡単でして、①お客様との専用ホームページ（ JACO

してきました。

mmunity）を利用して、メール送付先を 5人まで登録して

（現在は環
また、数年前からは
「 ISO友の会 MONTHLY

いただき、続いて、②該当する法律を選択・登録していた

境法令 MONTHLY）
」を毎月発行し、会員のマネジメント

だければ手続きは完了です。登録翌月から改正サービス

システムへの応用・展開や会員相互の情報交換、意見交換

が受けられます。勿論、料金は不要です。

ができるメディアを目指して役立つ情報を提供しています。
なお、従来は年会費制で運営していましたが、昨年 9
月の総会において、会費の無料化が承認されましたので、

最後に、これまでのサービスについて項目のみ紹介し
ます。

JACOと認証契約を結んでいただいているお客様は自由に

【 10年継続賞】【複合証明書
（現在は統合証明書）
】

参加することができますので、多くの方々の参加をお待

【創立記念講演会】【創立記念事業】

ちします。

詳しくは、営業部門にお問合せください。
JACO NEWS ︱ MARCH ︱ 2012 

3

Close-up
NEWS & REPORT

お客様に
「価値ある新しいサービス」
を！
新規事業推進室

室長

星之内 進
2012年度を迎える今、ユーロ危機、円高などを契機

ます。このような経営環境に対応して、組織のマネジ

とする新たな規制や業界固有の管理強化が動き始めて

メントの全領域を対象にしたサービス（アセスメント

います。マネジメントシステムを活用して事業を力強

サービス軸）と、組織を取り巻くサプライチェーンの

く推進されるお客様と課題を共有し、私どもが新しい

全領域を対象にしたサービス（サプライチェーン軸）

サービスをご提供することで、マネジメントシステム

の両軸をカバーする真の One Stop Shopping をお客

の価値をお客様と共創してまいります。

様に提供してまいります。

急速に進む“SCM”
の奔流の下で、
先駆けて対応されようとされる組織の
皆様に、
「 真のOne Stop Shopping」
を提供してまいります！
グローバル企業による新たなサプライチェーン・マ
ネジメント（SCM）が、グローバル企業と取引のある
多くの組織に「経営品質の革新」を求めようとしてい

アセスメント軸

カスタムテイラード
監査

ISO審査

このサービスを支える強固な基盤が、JACO/DNV
の提携です。2 0 1 0年1 0月1日に提携事業を開始し、
図1のさまざまなサービスを提供しています。次に、
3つの代表的な新しいサービスをご紹介します。
（1）CSR調達に対するアセスメント・トレーニング・
      監査サービス
CSR調達の典型的な要求事項として、電子機器業

ＣＳＲ監査サービス
（1）
ＣＳＲ調達監査：電子機器産業基準Ｅ
ＩＣＣなど
（2）
ＣＳＲカスタムテイラード二者監査：
ISO 26000 準拠監査、
セキュリティレベル監査など
各種セクター規格認証サービス
（3）
自動車機能安全 ISO 26262 監査
その他自動車、医療、食品など
ISO 国際統合ＭＳ認証サービス
（EMS、
Ｉ
ＳＭＳで実績）

日本本社

国内子会社
関連会社
サプライヤー
サプライチェーン軸

図１ JACO/DNVで提供できる新しいサービスとカバー範囲
4 

JACO NEWS ︱ MARCH ︱ 2012

海外子会社
関連会社
サプライヤー

NEWS & REPORT

界行動規範（ EICC ; The Electronic
Industry Code of Conduct ）があり
ます。グローバルに事業展開している
電子機器業界は、
サプライチェーン
（調
達先）において、①高い倫理基準を維
持していること、②労働者が敬意と尊
厳を持って扱われていること、③労働
環境が安全であること、④環境負荷に
対して責任を持っていることの4側面
を確実にするための基準を制定し、調
達先がこの基準に適合することを求め
ています。EICCは基準への適合とと
もに継続的改善を担保するマネジメン
トシステムの構築・運用を求めていま
す。これらの業界で優良な調達先とし
て勝ち残るために、ISO 1 4 0 0 1、ISO
9001、OHSAS 18000などのマネジメ
ントシステムを、今まで以上に有効に
運用することが求められます。

図 2 JACO/DNVの資本提携

JACO/DNVは、組織内及び調達先
のEICCに対する取組みを、実状のギャップ分析、人々
のトレーニング及び模擬監査などの分野でサービスを
提供します。

（3）自動車の機能安全規格「ISO 26262」に関する評価・  
   トレーニング・認証サービス
自動車における電子制御の急速な増加を受けて、自
動車の電子制御系の安全規格「ISO 26262」が発行さ

（2）カスタム・テーラード二者監査サービス
JACOはDNVと連携して、カスタム・テーラード
二者監査を提供しています。これは、
「組織の要求事項」

れました。自動車産業の広範なサプライチェーンに大
きなインパクトを与えています。
この分野で先駆的な位置にいるDNVは、既に欧州

に基づいて、外部機関であるJACO/DNVが行う監査

やアジアで活動をスタートしています。JACOの抱え

サービスです。①自社の想定するリスクに特化した評

る豊富な電子制御技術者がDNVと一体となって、リ

価を行える、②具体的な基準に対する順守状況（パフ

スクアセスメントから認証取得まで、お客様の機能安

ォーマンス）が分かる、③複数の拠点や調達先を横並

全対応をサポートしてまいります。

びで評価できるなどのメリットがあります。対象分野
としては既存のISO認証分野の枠を超え、CSR分野
の幅広い領域をカバーします。
◉ISO 26000準拠監査サービス
◉パフォーマンスレベル評価監査サービス

「新規事業推進室」
が
お客様をサポートします！
JACOとDNVの連携のシナジーを活かし、お客様
へのサービスを充実させるために、
「新規事業推進室」

▶環境分野、規制化学物質管理の二者監査など

を設置しました。推進室では、新しいサービスの開発

▶情報セキュリティ分野

から実行まで、JACOとDNVが一体となって推進し、

▶品質分野（ISO 9004に基づく成熟度評価を含む）

まさしく「真のOne Stop Shopping」のサービスを推

◉労働安全衛生分野の監査サービス
▶具体的な自主基準に基づく監査サービス
▶労働慣行など労働基準法分野もカバーした労働分
野全般の監査サービス

進してまいります。お客様のニーズをお待ちしており
ます。
■新しいサービスついての課題や疑問などがございましたら
新規事業推進室をご活用ください。
電話 03-5572-1722 FAX 03-5572-1733 竹熊
JACO NEWS ︱ MARCH ︱ 2012 
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お客様とのさらなる
コミュニケーションを実行します
営業部

次長

森川 繁

聴講。

はじめに

◉ベストプラクティスをつぶさに体験できる国内環境研修

今年の冬は例年になく寒い日々が続き、またインフル
エンザも猛威を奮いました。天候のみならず我々を取り
巻く経済事情も厳しさが続いています。そのような環境

ツアー
（6月、11月）
＊環境保護や環境管理のベストプラクティスの現場を訪問
する視察研修。

下、お客様の経営に役に立つ審査を実現すべく、年に一
度の審査時期を問わず継続的にお客様とのコミュニケー
ションを実行します。その結果、お客様と課題、価値を

■2011年  秋の環境研修ツアー報告
1 1月3 0日に品川のソニー本社様と川崎の東芝科学館

共有し、経営に役立ち、付加価値を生む審査を目指します。

様を訪問しました。総勢3 8名にご参加いただき、環境・

JACOはお客様への情報の提供やお客様同士の相互啓

エネルギーに関わる最新事情を学びました。ソニー様は

発の場の提供を目的として、
“ISO友の会”を設立し、運営

持続可能な社会の実現を目指し、2050年までに環境負荷

しています。この活動のなかで特にマネジメントシステム

ゼロを達成することを長期ビジョンと掲げ、培われた省

の継続的改善や課題解決の糸口を見出す場として総会、研

エネ技術を新本社に展開し、CO 2 を48％削減した最先端

修会、及び国内環境研修ツアーを実施しています。

の環境配慮型オフィスを建設されました。

今回は“ISO友の会”活動のなかから、昨年の国内環境

東芝科学館様では創業以来1 3 0年以上にわたる企業活

研修ツアー概要と来年度の活動予定、及びJACOでスタ

動のあゆみ、さまざまな技術革新の軌跡をご紹介いただ

ートした新認証業務について紹介します。

くと共に、環境、エネルギー、情報通信、社会インフラ、

“ISO友の会 ”の活動について

デジタルプロダクツの先端技術を体験できる設備を見学
しました。

以下年間活動の狙いと概要について説明します。
◉マネジメントシステムの運用に関する生の情報と接する
ことができる総会（4月）と研修会（9 ～ 10月）
＊著名な講師による基調講演の聴講、認証組織様からの活

■2012年度  総会
本年4月5日、経団連会館にて第1 4回ISO友の会総会
を開催します。基調講演は財団法人省エネルギーセン

動事例のご紹介と質疑応答、ISOや審査の最新情報の

▲ソニー本社前
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▲東芝科学館前

エネ法や、地球温暖化ガ
スの排出権取引などへの
対応につながります。ま
たQMS、EMSなどのマ
ネジメントシステムとの
親和性が高く、特にISO
14001とは共通部分が多
く効率的にシステムを構
築することができます。
■FSSC 22000
JACOはUKASより日
本で最初にISO 22000を
認定取得し、豊富な経
験と知識を持つ専門ス
▲ISO友の会

タッフで認証審査を行っ

総会

ています。この度、ISO

ター常務理事の谷口裕一様が「省エネから見た企業経営

2 2 0 0 0と食品安全に関する前提条件プログラムと統合

（仮）
」についてご講演されます。JACOから最新情報の

した新しいリスク管理スキームである、FSSC 2 2 0 0 0の

説明後、統合マネジメントシステム（MS）
、個別MS、

認証業務をスタートさせます。FSSC 2 2 0 0 0はフードチ

及びBCMS/ISMS各分科会にてISO 14001/9001改訂版

ェーンに関わる組織に必要な要件として一般衛生管理

最新状況、新規事業の取組み、及び経営に役立つ情報セキ

に関する具体的な要求事項を満たすMSであり、FSSC

ュリティ強化の鉄則を説明します。その後震災後の復興活

22000取得を取引条件とする動きが国内外で展開されて

動にQMSを活用されている相馬市役所様などお客様から

います。JACOはJAB、
UKASの認定取得を進めており、

それぞれの分科会にて取組み事例のご紹介をしていただき

FSSCの仮ライセンスを取得して、認証受付を開始して

ます。皆様においてはぜひ奮ってご参加願います。

います。JACOの審査の特徴は、FSSCとしても現場確
認を重要視した環境、品質、情報セキュリティ、労働安

■“ISO友の会MONTHLY”
2月から月間Web情報であるISO友の会MONTHLY
が 環 境 法 令MONTHLYと 一 本 化 さ れ、 新 環 境 法 令
MONTHLYとしてスタートしました。また同時に会

全マネジメントシステム審査のノウハウを活用します。

おわりに
お客様の幅広いニーズにお応えするために審査商品の

員拡大に伴いISO友の会ホームページも一新しました。

充実を継続的に行うと共にお客様の経営に役立つ審査を提

2012年も引き続き、よろしくお願いいたします。

供すべく、お客様との
「face to face」ミーティングのさら

新認証業務開始

なる実施及び、スピード重視の対応に励みます。これから
も“ISO友の会”活動を中心に電子情報の充実や地域での

■ISO 50001エネルギーマネジメントシステム
（EnMS）

相互啓発の場の提供など、お客様と一体感を持った活動に

JACOはISO 5 0 0 0 1の認証審査について JAB認定を

取組みますので、引き続きご支援のほど、よろしくお願い

取得しました。ISO 5 0 0 0 1は事業者が体系的なエネル

いたします。

ギー管理を行うための必要事項やその手引きを規定し
ている国際規格で、2 0 1 1年6月に発行され、国内にお
いてもJIS Q 5 0 0 0 1として2 0 1 1年1 0月に発行されまし
た。EnMSの導入により、データに基づくエネルギー効
率の改善を進めることでエネルギーコスト削減の他、省

■ISOの運用についての課題や疑問などがございましたら営業部
門をご活用ください。
営 業 部 ／電話 03-5572-1722 FAX 03-5572-1733
西日本営業部／電話 06-6345-1731 FAX 06-6345-1730
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災害に備える事業継続への取組み

事業継続マネジメントシステム
（ＢＣＭＳ）への挑戦
審査部

部長付

村井 清

JACOは2 0 0 9年8月より
『プライベート認証』により

大変重要なテーマとなっています。

BCMS（Business Continuity Management System）

当然に、各企業・組織様においては今後発生する可能

の認証規格であるBS25999 - 2 : 2007の審査を実施してき

性のある災害や大事故に対する「危機管理への取組み」

ましたが、この度、BS25999に関する審査登録機関とし

と、実際の「備え」については喫緊の課題として鋭意検

てJIPDEC（一般財団法人「日本情報経済社会推進協会」
）

討し準備に着手している状況です。

より認定（認定番号BCR007:2011.12.19）を受けました。

企業・組織間の災害・大事故に対する「危機管理に対

JACOは審査登録機関として、現在、2企業様のBCMS

する取組み」と「備え」の格差は、直接的に企業イメージ

の認証登録を実施済です。

にも大きく影響した事例が、東日本大震災において多数
みられました。

「危機管理」
と「備え」
昨年は東日本大震災と巨大津波で福島第一原発事故に
よる放射能汚染という未曾有の大災害が発生し、昨年末
には東日本大震災のデータなどから東海・東南海・南海

ＢＣＭＳへの取組み
（1）BCMSの取組み方
BCMSは企業・組織様における守るべき最重要な対象

の3巨大地震の震源域想定が従前の2倍に引き上げられ、

（人、事業など）を決定し、災害発生時は、その最重要な

直近ではM7以上の首都圏直下型地震発生確立が大幅に

対象に対してBCP（Business Continuity Plan:事業継

高まったことが報道され、震災に対する「備え」は一般

続計画）を作成し、それに基づく訓練を継続的に実施し、

家庭においても飲料水や簡易トイレなどを準備するなど

見直し・改善を行っていくマネジメントシステムです。

最も重要な事業継続対象の
決定と現状の分析・評価

BCMS 及び BCP の
評価と見直し

事業継続計画（BCP）の
策定

事業継続に関する
訓練の繰返しの実施

図１ BCPと訓練の関連図
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BCMSに取組む場合は、
「備え」が確実なものであるた
めに、ステップアップしていくことをお薦めします。
企業・組織様を襲うリスクは多様化していますが、直
近の大地震発生の想定を踏まえ、地震対策から始めるの
も有効な選択肢です。
BCPと訓練に関するイメージは前ページの図１のよう

を強固なものにすることができます。
▶事業環境の変化に対応して事業継続計画を最新な状
態に維持し、常に有効な計画とすることができます。

ＪＡＣＯによるＢＣＭＳ審査について
（1）審査を受けるメリット
①お客様にとって有益な審査を追求

になります。

▶お客様にとって真に有益な審査とは、画一的なお仕
（2）事業継続検討のポイント

着せの審査ではありません。お客様の経営層の意図

①まず、従業員・家族の安全を確保することが最優先で

を理解し、その目的に合った適切な審査計画を組み

す。
従業員の安全確保なくして事業継続はありません。

立て、経営状況や文化が異なるそれぞれの企業に対

従業員・家族などの安否や自宅の状況が確認できれば、

してBS2 5 9 9 9-2（ BCMS）の規格を適切に適用して

安心して事業継続処理に入れます。

まいります。

東日本大震災の経験から、いかに連絡手段を確保する

②改善の機会を利用したマネジメントシステム及び事業
継続のレベルアップに貢献

かが重要なポイントとなります。
②従業員・家族などの安全を確保できたら迅速に事業の

▶規格の適合性のみならずマネジメントシステムが経
営・事業に貢献しているかの視点で審査をいたしま

継続処理に入ります。

す。

従業員の安全確保

事業継続対策

▶マネジメントシステムを形骸化させることなく、そ
の有効性を追求いたします。
（2）審査の方法について

③「備え」を確実なものにするための『訓練』の繰り返し
の実施は、大変重要なものとなります。

①BCMS 認証審査（ 規格 BS2 5 9 9 9-2 : 2 0 0 7適用）は、
ISMS（ISO/IEC27001: 2005）と同様に第一段階審査
（文書レビュー＋初動審査）と第二段階審査（本審査）

（3）BCMSを認証取得するメリット
①お客様に対して事業継続の信頼性をアピール
▶BCMSはどの業種にも適用できる事業継続マネジ

の形態で実施いたします。
②BCMSは単独認証審査の他に、特にISMSとの複合
審査をお奨めしています。

メントのフレームワークです。適切な事業継続マネ

特にISMSを認証取得した企業はISMSの中でITに

ジメントの導入によって、導入していない企業・組

関わる「A. 14の事業継続」は実施済みであり、それ

織との差別化を図り、取引先から大きな信頼を得る

をリスクマネジメントの観点から膨らませることで

ことができます。

BCMSも比較的容易に取り込めるものと考えます。

▶BCMSの導入により事業継続の中断が起きた場合
の復元力とその改善を行うことができます。
②事業継続計画（BCP）による製品とサービスの継続的

③BCMSに関してJIPDEC認定の認証登録までは必要
ないと思われている企業・組織様においても、事業継
続の取組みは避けて通れない状況にあります。JACO

提供力を強化

はISMSを認証取得されているお客様に対して、お客

▶事業中断の場合のインシデントマネジメント体制と

様のニーズによりISMSの定期審査に合わせて、全社

事業継続と事業復旧に必要な活動・経営資源を予

的な事業継続計画の内容や訓練状況などの「備え」に

め明示した事業継続計画を策定することにより、緊

ついて、より深く確認させていただくBCMSオプシ

急時に関係者全員で迅速な活動を行うことができま

ョン審査（概算＋1人日程度）も可能ですのでぜひご

す。また、事業継続計画の訓練により計画実行の確

利用ください。

実性を担保とすると同時に、計画内容の見直し・改
善を行うことで、製品とサービスの継続的な提供力
JACO NEWS ︱ MARCH ︱ 2012 
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グローバル化に対応する
JACOのISO認証
国際審査センタ

一杉 敦

センタ長

図1

海外工場と洪水、
BCM（事業継続マネジメント）と環境ISO
洪水被害が甚大であったタイのRojana工業団地を2月初

タイの洪水写真

り、環境ISOで日頃から実践していることです。

JACOの海外審査
JACOは前述のような環境経営に役立つISO審査を、

めに訪問しました。半数以上が日系企業のタイ最大の工業

国内だけでなく海外においても行います。記録的な円高

団地は、まさに復旧の真最中でした。
水に浸かり汚れた設

のなか、海外展開を検討される方も多いなかでそれらの

備を敷地内に放置したまま手がつかない会社、外観はきれ

ニーズに対応します。

いに戻っているがシーンとしている会社、既に通常どおりに

1. グローバル統合組織（図2）

戻っているのではと活気を感じさせる会社とさまざまでし
た。
この復旧スピードの差は、BCMの違いかと思われます。
立寄らせていただいたOKIグループのプリンタ製造

JACOとDNVは、グローバルなサイト統合に対応する
審査スキーム
「 合同審査 」を共同開発し、JABとUKAS
の認定の下で認証登録をしています。日本本社を核にマネ

拠点、OKI Data Manufacturing（Thailand）では、水

ジメントシステムのグ

が引いた直後から復旧を始め、今では2Fでの生産が始

ローバル統合を目指

まり、近々復旧工事の終了する1Fでも生産を再開し、3

す組織の皆様に、両

月下旬には完全復旧の予定です。工業団地のなかで最も

機関が一体となった

迅速に復旧している会社の一つです。また、浸水時には、

ベストミックス認証サ

同社社員が工場2Fに泊まり込み、書類、設備、備品な

ービスを提供します。

どの工場資産を守ったそうです。

これから海外展開し

環境ISOは、取引先管理、コミュニケーション、文書

海外拠点で認証取得

管理、緊急時対応システムなどを通じてBCMに大いに

される組織の皆様に

役立っているのではないでしょうか。

は、DNVの 持 つ 世

CSV
（Creating Shared Value –
共有価値の創造）
―世界基準の環境経営
タイ、中国、アジア、欧米、日本、どの国にあっても、
今、企業に求められている経営スタイルは変わりません。
CSV

共有価値の創造型経営です。これは「社会課題の

（＊）

海外認証体制
お客様
グローバルサイト
合同審査
JACO

DNV

日本国内 海外審査
審査

統合EMS
登録証

図2

海外認証体制の図

図3

アジアの提携先図

界トップレベルのグ
ローバル展開力を活
用し、現地の生の情
報を提供します。

2. 進出国が限定されている組織（図3）
各国提携審査機関とJACOが共同審査を実施して、

解決と企業の利益や競争力を両立させ、社会と企業の両

JACOの認証登録証を発行いたします。現地事情や法律

方に価値を生み出す経営」
です。攻めのCSR（Corporate

に詳しい現地審査員とJACO審査員で審査チームを編成

Social Responsibility）経営とも言われます。
「エネルギ

し、
「 日本国内と同じ品質の審査と認証」を提供します。

ーとロジスティックス」
「資源利用」
「プロキュアメント」
「ディストリビューション」
「従業員生産性」
「ロケーショ
ン」の問題を企業と社会それぞれで価値を共有できる解
決をしていくことです。まさに求められる環境経営であ
10 

JACO NEWS ︱ MARCH ︱ 2012

海外においてもJACOの審査認証サービスを活用願い
ます。
（＊）CSV：Michael E. Porter and Mark R. Kramer, Harvard Business
Review, 1-2 2011

CUSTOMER VOICE 1

宮田工業株式会社

環境・品質の統合マネジメントへの
全社員参加の取組み
品質センター

品質保証課

木村 好範

様

はじめに

ISO 推進担当

課長

はとても苦労いたしました。
立上げ当初は組織の一員として参加

宮田工業株式会社は、1890 年日本

しました私は、こうして先輩方が築い

▲社屋

で初めて安全型自転車を製造し、また

てくれた ISO を 2009 年に事務局とし

ど共通にできるところは帳票を統合

1952 年には日本で初めて粉末消火器

て引継ぎ、これらの業務の効率化を図

し、改善に努めました。

の製造を開始しました。2010 年 6 月

り、1 年後の審査では「統合」としての

③ 体制づくりの教育

には企画販売部門を株式会社ミヤタサ

受審できるような準備を始めました。

人事異動もあり、組織も変化してい

イクルとして分社しましたが、ISO の

そして 2010 年 10 月には、統合審

きます。よって ISO の責任者も代わり

取組み活動は両社の合同組織で継続を

査を実施し、その後環境負荷低減の継

ます。その都度教育をして、組織ごと

しています。

続的改善をするしくみと、お客様満足

の体制づくりを行なうようにしまし

度を向上させるシステムを推進して

た。また営業所も同じで、従業員全員

当社の ISO は「かけがえのない地球
環境を健全な状態で次世代に引き継

います。おかげをもちまして、昨年

参加の活動のため、日々教育をしてい

ぐ」という環境理念のもと活動してお

2011 年で 10 年が経ち JACO 様より

ます。

り、2011年度は
「創」をスローガンに

10 年継続賞をいただきました。

掲げ、全社をあげて取り組んでいます。

統合審査の判定委員会で「合格」を

統合審査に至る経緯

品質と環境の認識範囲の
違いと統合による効果

いただいた後、その報告を全社員に伝

2001年12 月にISO 14001
（環境）

統合を宣言し、審査を受審するに

ISO 担当者の皆さんごくろうさまでし

を取得し、茅ヶ崎サイトの活動から

は、まず認証範囲を同じにする必要が

た。ISO はメーカーの基本綱領で認知

ス タ ー ト し、2006 年 1 月 に は ISO

ありました。営業所は従来からの品質

されており、お客様の信頼、及び会社

9001（品質）を取得し、営業所を含め

活動のほか、新たに環境側面を抽出し

業務の礎です。今後とも、自信をもっ

た全組織を対象に活動をしています。

目的目標を設定する。その施策を周知

て業務に邁進するように。
』とのコメ

させる活動が課せられました。現在統

ントをいただき、推進担当として大変

組織体制を別々に運用し、マネジメン

合 2 年目に入りますが、組織の末端ま

有難く、喜んだことを覚えております。

トレビュー、内部監査、認証審査を行

で ISO の意識を高め、共有化させる為

2011 年 10 月には統合 1 年目のサー

ってきました。マニュアル作成とそれ

の問題が山積している中、まず 3 つの

ベイランスも終了し、無事「統合元年」

を活用するシステム運用の意識改革か

課題を重点項目とし実施しました。

を締めくくることができました。

らはじめ、現場を巻き込んでの取組み

① システムの効率化

環境、品質のマネジメントは事務局、

マニュアルは従来までの品質と環境

▲ショールームに登録証の展示

えたところ、社長より『営業所を含め、

目指すところ

のものを改訂し、別々に運用していま

宮田工業の商品は環境に深く関わる

したが、マネジメントレビュー、内部

ものであり、あらゆる環境への負荷の

監査、認証審査は同時に実施するよう

低減に努めることにより、社会の発展

な効率化を図りました。

に貢献していきます。そして ISO の活

② 帳票の統合化

動を通して、
お客様視点で『安心・安全・

環境と品質を統合にするのは、内部

快適』を目指し、これからも信頼性の

監査員の負担も大きくなりますが、そ

向上と経営改善に役立つシステムを育

の負担を軽減するため目標や力量表な

てていきたいと考えています。
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ＪＯＨＮＡＮ株式会社

事業継続（ＢＣＰ）
により
お客様の事業を守る
管理本部

総務部

澤田 俊哉

部長

JOHNAN 株式会社ホームページ

様

当社の事業
JOHNAN グループは電子部品の受

http://www.johnan.com/ja/

カーからの受託業務をBCP上の重要
事業と位置づけ、被災時にいち早い復
旧のためのプロセスをBCPで策定し、

▲本社

今後の展開及び課題
日本列島は自然災害の活動期に入っ

託生産、お客様の構内における工程

それを全部門で実施している多能工

たとも言われ、また厳しい経営環境の

請負や人材派遣、FA 機器の開発・設

化の推進で実行可能なものにしてい

中、業務の変動も激しい状況で、より

計・製作など「モノづくり」支援から、

ます。

スピードを上げた、事業環境に適合す

それに関わる安全衛生、環境保全や事
業継続などの「モノづくり周辺」まで、
「製造支援ソリューション」ビジネスを
行っております。

サプライチェーンの一角を
守るためBCPを展開

また、地域との共存共栄、被災時の

る事業継続（BCP）の整備が求められ

相互支援を目的として、産学官共同で

ます。弊社も EMS や QMS 等 ISO の

推進する活動も地域と共に進めようと

マネジメントシステムがありますが、

しているところです。この地域連携の

この BCMS は実行性・有効性を確認

発想から、本社では備蓄食糧品・日用

する「日頃の訓練」が特に重要になり

品の倉庫に従業員120名が60日間会

ます。被災時にお客様より委託されて

社で過ごすための各種備蓄を行ってお

いる重要事業の立ち上げを、早期に、

痛ましい東日本大震災などの自然災

りますが、この備蓄品は東日本大震災

より確実に実施するために、教育・訓

害や新型インフルエンザ等の不測の事

で被災された地域へ、お客様を通じて

練にさらに力を入れていきたいと考え

態に遭遇した折、企業としては従業員

提供致しました。

ております。BCPによるお客様への

とその家族の安全の確保とともに、事
業の中断を最小限にとどめ、早期に事

BS-25999取得の取り組み

安心の提供は、弊社の持つ各経営資源
を整理し、各部門の業務プロセス改善

業の復旧することが望まれます。その

実際に事業継続（BCP）を企業とし

のきっかけにもなり、また従業員の多

対策として事業継続計画（BCP）を策

て運用・展開するには当社の脆弱性は

能工化を促進することにもつながって

定しておくことが企業にとって極めて

どこにあるか、優れている点はどこか

おります。

重要です。各種報道によりますと新潟

など、第三者である専門機関の目で点

また、当社の立地する工業団地京都

県中越沖地震や阪神淡路大震災等で

検していただくと同時に、システムの

フェニックスパークにおいて、立地す

も、BCP策定の有無がその後の企業

PDCAの定期実施を自らに課すため

る企業が助け合う地域連携の防災体制

存続に大きな影響を与えました。

に、 今 回、JACO様 の「BS-25999」

を立地企業とともに研究機関・行政の

認証取得審査を受審しました。

協力も得て実践しているところですが

JOHNAN株式会社では2008年初
頭より、まずインフルエンザ対策とし

また「製造支援ソリューション」に

今後もより地域・行政・企業が一体と

てのBCPを策定し、続いて地震対策

おけるお客様情報のセキュリティ確

なった防災観点での地域との結びつき

のBCPを策定して参りました。従業

保のため「IEC/ISO 27001」も併せ取

を強化したいと考えます。

員とその家族の命を守ること、そして

得することと致しました。社内では両

当社は、2008年より社会に向け

JOHNANグループとしてサプライチ

規格とも先行して取り組んでおりま

てBCPやその取り組みのノウハウを

ェーンを守るため、災害への備えと対

したので、
10ヵ月の準備期間の中で

広げる活動をしており、継続的に当社

応策を具体化し、被災時にはいち早く

「経営に役立つ仕組みづくり」をキー

BCPの公開・普及を実施しております。

事業を再開できる体制をつくる事業継

ワードに、
主管となる総務部の少人数

これから取り組みを始められる会社に

続（BCP）の策定が、お客様にとって

の事務局で事業部門をリードしながら

対して、導入方法、対策等のご支援は

当社が提供できる非常に重要な付加価

「BCMS/ISMS統合審査」として認定取

可能ですので、ご連絡いただければと

値だと考えます。当社では、大手メー
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得をすることができました。

思います。

CUSTOMER VOICE 3

有限会社みやけ食品

ISO 22000認証取得と
今後の展望
常務取締役

名水工場長

土田 敏行 様

得可能なのか不安なスタートでした。

会社概要

コンサルタントの方から、構造（ハ

することができました。

ード面）ではなく内容（ソフト面）が重

また、ハード面での取り組みは、古

玉子どうふ、茶碗蒸しなど鶏卵加工品

要であるとのことから、食品安全チー

い工場のため異物の混入防止対策や

を製造しているメーカーです。

ムは、工場長、生産課長、生産係長、

5S について、工夫が必要で食品安全

品質管理、商品開発のラインを熟知し

チームを中心に外部の工場検査やコン

ているメンバーで構成しました。

サルタントの意見を取り入れ一つ一つ

みやけ食品は、厚焼玉子、オムレツ、

工場は、新潟県内に 2 工場、石川県、
青森県の計 4 工場あり、冷蔵日配品を
中心に、冷凍、常温の三温度帯の商品

取得までの時間が 1 年と決められて

クリアして行きました。

おり、ISO 9001 を取得しているとは

教 育 は、 全 従 業 員 を 対 象 に ISO

創業は、昭和 15 年に魚肉練製品か

いえ、QMS と FSMS の内容の違いを

22000 の 考 え 方、 食 品 安 全 方 針 や

らスタートし、昭和 40 年代から鶏卵加

理解すること、全ラインのフローダイ

PRP、O-PRP、CCP の意味等をじっ

工品の製造をスタートいたしました。

ヤグラムの作成、危害分析、HACCP

くりと時間をかけて行いました。特に

全国の量販店や、業務用商材など幅

プランの作成、教育まで定期的に毎月

CCP については、金属探知機等のメ

広い取引様よりご愛顧をいただいてお

1 回の終日会議で検討しました。1 か

ーカーを招いて講習会を行う等理解を

ります。

月の中で課題をこなし次の会議に臨む

深めました。

を製造しています。

ISO 22000
認証取得までの道のり
2008 年に ISO 9001：2008 の認

ことで約半年で体系が完成し実践へ移
りました。
当社は、連続ラインによる生産が少
なくバッチ方式での生産が多いのが特

さらに次のステップとして 2012 年
1 月に新潟のもう一つの工場の拡大審
査を行い、2 工場目の認証取得となり
ました。
ISO 22000：2005 の取得に当た

証を取得し、次に ISO 22000 の取り

徴です。さらに商品数が 500 を超え、

組みを検討していました。取引先様か

ラインが複雑に跨るため、全製品の危

って、ISO 9001：2008 と同じ審査

らの強い要望もあり、2010 年 2 月に

害分析を行うのに取った手法が、各工

機関と考えていましたが、今回は実績

ISO 22000 へのキックオフとなりま

程をピースに分け、ピースごとにフロ

のある JACO に審査をお願いしまし

した。

ーダイヤグラム、危害分析、管理表の

た。審査は丁寧で詳しく当社の足りな

ISO 22000 の取得は、4 工場中最

作成を行いました。そのピースを組み

い部分を的確に指摘していただき、今

も古い新潟工場で行うこととなり、取

合わせることで全製品を短期間で分析

後のこのシステムの構築に大変役立っ
ています。

今後に向けて
2 工場の認証取得が終了し、残りの
2工場についても全工場が同じ手法の
下で安心・安全に向けて取り組みを続
けて行きたいと考えています。また、
ISO 9001：2008 と ISO 22000：
2005 の運用方法に違いがあり、両者
を融合して体系づけることが今後の課
▲社屋（みやけ食品名水工場 ）

題であると考えています。
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SEMINAR

JACOセミナー詳細情報は
『JACOホームページ教育・研修
（セミナ−）』
http://www.jaco.co.jp/seminar/ をご覧ください。

QMSパフォーマンス
向上プログラム

～JACOセミナーをご活用ください～
野から選択受診できます。Web トレー

はじめに
好評を得ていますEMSパフォーマン
ス向上プログラムのQMS版【QMSパフ
ォーマンス向上プログラム 】ができまし
※

ベースに見直し、システムを重くしてい
る不要不急な要素をそぎ取り、一層効果
がでるシステムに甦らせることを学びま
す。講座は演習を中心に実践的内容で組
まれていますので、自社への活用が容易
になります。
JACO では環境、エネルギー、品質、

ニングと合わせご利用されますとさらに

情報セキュリティ、労働安全衛生、食品

よい効果が期待できます。

安全など皆様のご要望にお応えしたさま

Webトレーニング

ざまなコースをご提供しております。
次ページの 2012年度上期セミナース

新人教育の基礎力の醸成を狙った「ベ

ケジュールをご覧いただき、スキルアッ

ーシック 」と実践応用力を強化するため

プに向けて各セミナーをぜひご活用くだ

システム（ QMS ）がよりよい成果を出せ

の「アドバンス 」のメニューがあります。

さい。

るよう、今般 JACO では QMS パフォ

力量診断の受診後のフォローアップ教育

ーマンス向上プログラムを準備しまし

としてもご利用できます。交通費と時間

た。システムが重い、長い間に垢が積も

を掛けてのセミナー参加ができない方に

っている、マンネリ化し効果がでない、

はうってつけの手段でもあります。

たので紹介します。
皆様が運用している品質マネジメント

※パフォーマンス向上プログラムとは
学ぶ・測る・知る、つまり既得知識・
スキル の 復 習からスタートし、診 断を

学習期間を3週間設けてありますの

受け、その報告を踏まえ不足している

弊社のQMSパフォーマンス向上プロ

で、ご都合に合わせ、また繰り返し、何

分野の補強研修をする、この一連の活

グラムに参加され、皆様のQMSの総点

度でも学ぶことができます。最後には自

検をしてみてはいかがでしょうか。この

己評価としての理解度テストがあり、こ

プログラムは人材の強化育成、システム

れをクリアするとトレーニングを終了す

のスリム化、運用の効率化を狙い、次の

ることができます。

などのお悩みはないでしょうか。

３つのメニューから構成されています。
①内部監査員の力量を測る「 力量診断
サービス 」

シェープアップ講座
運用されている QMS を、プロセスを

動を繰り返し、組織の監査力を向上さ
せ、費 用に見合った活動に変えていく
ことを狙っています。
EMS パフォーマンス向上プログラム
は既に実施中（前号でご紹介）。

■本教育・研修プログラムのお問合せ先
E-mail：info-g@jaco.co.jp

② Web を使った人材強化トレーニン
グ
「 Web トレーニング 」
③マネジメントシステムのスリム化と
運用の効率化を学ぶ「シェープアッ
プ講座 」

力量診断サービス
ネットを使って内部監査員の力量を測

エネルギーマネジメントシステム審査員養成講座の
3コースCEMSAR 承認
ISO 5 0 0 0 1（エネルギーマネジメントシステム、EnMS ）審査員養成
講座の審査が「エネルギーマネジメントシステム審査員評価登録センター
（ CEMSAR ）
」により行われ、2012 年 3 月 1 日をもってすべてのコース
が承認されました。

りレポートを提供します。新人の育成、

①新たに審査員資格を取得希望者向けの
「フォーマルコース
（ 5 日間 ）
」

フォローアップ教育あるいは監査員のフ

② EMS あるいは QMS の審査員資格の取得者向けの「 資格拡大コース

ィルタリング、監査チームの編成に活用
できます。
また、監査員のモチベーションにも効
果が期待できます。新人の基礎力をチェ
ックする「ベーシック 」と現有監査員の
実践応用力を問う「アドバンス 」からな
り、アドバンスは自社業務に合わせ 3 分
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（ 3 日間 ）
」
③エネルギー管理士または技術士や電気主任技術者の資格取得者向け
の
「 特定コース
（ 3 日間 ）
」
（コースを修了し、力量試験に合格しますと CEMSAR の EnMS 審査
員登録に必要な要件の一つを得ることができます。
）

2012 年上期スケジュール
コース
【CEAR承認】ISO 14001環境
審査員研修コース 5日
【CEAR承認】EMS審査員
資格拡大研修コース 3日

開催
場所
東京

4月
5月
16〜20 14〜18

大阪
東京
大阪
東京

【CEAR承認】
審査員資格更新
リフレッシュコース 1日

開

催

6月
11〜15

日
7月
9〜13

21〜25

8月
9月
27〜31 24〜28
6〜10

4〜6
18〜20
4

大阪
仙台

開催
場所

コース
【JRCA承認】ISO 9000
審査員研修コース 5日

東京

【JRCA承認】QMS審査員
資格拡大研修コース 3日

東京
大阪
東京

3

大阪

30

仙台
金沢

内部品質監査員
養成コース 2日

名古屋
福岡
東京

5〜6
16〜17

8〜9
21〜22

大阪

9〜10 14〜15 14〜15 12〜13 9〜10 13〜14
23〜24 28〜29 28〜29 23〜24 20〜21 25〜26

仙台

実務コース 3日

17〜18
17〜18

大阪
仙台

8〜9

名古屋
福岡

31〜6/1
9〜11
18〜20

東京

10〜11

6〜8
25〜27

大阪 19〜20
名古屋

7〜8
23〜24

22
16

仙台
金沢

環境法と関連
地方条例の解説 1日

17
12

11
24

【2012年度】 1日コース 及び
5時間コース
環境審査員
CPD

中小規模
組織が
取り組み易い

１日コース
ISO 14005 EMS
解説コース 半日
ISO 14005 HOPコース
1日（全６回コース）
ISO 14005 STEPコース
1日（全5回コース）

25
11

30
11
27

23

東京

1〜3
2〜3

7〜8

7〜8

9〜10

9〜10

24

5〜6

19〜20
12〜13

10
27

金沢
名古屋
福岡

11
12
20
18

27

29

30

10

18

28
1

12

29
5〜6

25〜26

20〜21
12〜13
25

5

16

20
11

17

21

計 画 中

28

18
10

24

東京
東京

計 画 中

東京

東京 26〜27
大阪
5〜6
仙台
名古屋
労働安全衛生
東京
2〜3
マネジメント
システム
大阪
構築実務
（OHSMS）
コース 2日
仙台
名古屋
OHSAS 18001：2007
東京
23
規格要求事項の解説 1日 大阪
［OHSMS］設備安全リスクマネジメントコース 1日 東京

25〜26

9〜10
25〜26

内部監査員
養成コース 2日

18〜19
23〜24
6〜7

27

10

20
12

東京

9

大阪
東京

26
27

25

30

大阪

25

19

東京
大阪
東京

13

11

大阪
東京
大阪

21
24

12

4

31

15

1

28〜6/1

20〜24

名古屋
東京
金沢

内部監査員
養成コース 2日
ISO 22000の規格解説 1日
管理手法からのFSMS構築 1日

ISMS内部監査員
養成コース 2日

24〜25

東京
金沢
東京

23

東京
東京

25

24
11〜15

10〜14

大阪
東京
大阪
東京

27〜31
5〜7
19〜20 21〜22 25〜26 26〜27 27〜28 24〜25

大阪
東京

ISMS構築
基礎コース 2日

30〜31

4〜5
14〜15

3〜4
27〜28

9〜10

大阪

【JRCA承認】ISMS審査員
リフレッシュコース 1日
M ISMS審査員 CPD 5hr①
S ISMS審査員 CPD 5hr③
ISMS強化10則〔2012年版 〕
ISMS運用活用セミナー
ISMS内部監査員レベルアップ
ITサービス
内部監査員
マネジメント
養成コース 2日
システム
規格要求事項の
解説 1日

7〜8

東京

23

1

東京

1

東京
東京
東京

20

26

31
17

6

東京

23〜25

東京

28〜29

東京

27

東京
事業継続
大阪
マネジメント
東京
内部監査員
システム
養成コース 2日
大阪
【CEMSAR承認申請中】 東京
審査員研修コース 5日 大阪
【CEMSAR承認】審査員 東京
ISO 50001 資格拡大研修コース 3日 大阪
エネルギー
【CEMSAR承認】審査員 東京
マネジメント
特定研修コース 3日
大阪
システム
内部監査員養成コース 2日 東京
構築コース 1日
東京
規格要求事項の解説 1日 東京
東京
SRガイドライン ISO 26000
経営者管理者コース半日
大阪
東京
統合マネジメントシステム
構築Q/Eコース 1日
大阪
地球温暖化対策ダイジェスト入門1日
東京
（GHG、クレジット、カーボンオフセット）コース
ISO 14064規格解説コース1日

21

11

東京

入門及び規格
解説コース 1日

12

4
23
27〜28

10〜11

東京

審査員/主任審査員
トレーニングコース 5日

審査員コンバージョン
トレーニングコース 3日

30

10〜11
2〜3

仙台
金沢

【JRCA承認】ISMS審査員
資格拡大研修コース 3日

1

12

24〜25

16〜17 17〜18 21〜22 17〜18

大阪

ISO 9001：2008
規格の解説コース 1日

【JRCA承認】ISMS審査員
研修コース 5日

17
30

大阪
東京

9月
10〜14

11〜13

福岡
東京

金沢
東京

役立つ食品関連法の解説 1日

仙台

仙台
名古屋
広島
福岡
東京
大阪
仙台
名古屋
広島
福岡
東京
大阪
仙台
名古屋
福岡
金沢

8月

仙台

ISO 9001 シェイプアップ講座
1日

18
8

大阪

EMS シェイプアップ講座

29

30

東京
大阪

東京
EMS パワーアップ講座

20
1

仙台
金沢
名古屋

大阪
名古屋
東京

日
7月
2〜6

大阪

今だからこそISO QMS継続改善
プロセスアプローチの有効活用 1日

29
27

ISO 9001：2008
規格要求事項の
解説コース 2日

QMS
審査員/ CPD④
審査員補
CPD⑤
レベル
＊＊新設
アップ

情報セキュリティ

経営者・管理者
コース 半日

6〜8
22〜24

7〜8

内部品質監査員レベルアップコース
1日
（プロセスアプローチ活用）

ISO 9001 経営者・管理者
コース 半日

5〜6

4

福岡
環境側面と環境影響
評価研修コース 1日

18〜19
27〜28

26〜27

名古屋
福岡

ISO 14001: 2004
規格要求事項の
解説コース 1日

23〜24
19〜20

2〜3

東京
大阪

東京
大阪

6〜7

27〜28

大阪
入門コース 1日

1〜2
9〜10

25〜26

福岡
東京

東京

2〜3
2〜3
3〜4
18〜19 23〜24 20〜21

食品安全ＭＳ

環境マネジメントシステム

環境マネジメント
システム構築

基礎コース 2日

4〜5
18〜19

6〜7

金沢
名古屋 16〜17

内部環境監査員
レベルアップコース 2日

催

6月
4〜8

名古屋
品質マネジメントシステム

内部環境監査員
養成コース 2日

5月

大阪

26
31

開
4月

計 画 中
2〜6
7〜11
28〜30
12〜14
18〜20

23〜25

24〜28
18〜20

18〜20
6〜8
9〜11
計 画 中

24

31
3
23

東京

3
6

（株 ）日本環境認証機構 技術部

27〜28
12
20

概要、詳細内容、申込などは http://www.jaco.co.jp/seminar/ をご覧ください。

【お問合せ先 】

E-mail : info-g@jaco.co.jp

TEL 03-5572-1723 FAX 03-5572-1988
〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル

（株 ）日本環境認証機構

関西支社

TEL 06-6345-1731 FAX 06-6345-1730
〒530-0003 大阪市北区堂島2-1-7 日販堂島ビル

● JACOセミナーは JACO による第三者認証とは直接関係ありません。
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各種お問い合わせ・お申し込み

事業所の所在地
■本社（東京）

■新規にISOの認証取得をご検討のお客様は
■サーベイランス・更新審査の見積りや登録情報のご変更などに関することは

〒107-0052

■営業部・西日本営業部

東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル

TEL. 03-5572-1721
FAX. 03-5572-1730

山王パークタワー

交通案内
● 地下鉄

銀座線・南北線 溜池山王駅
下車 8 番出口前
● 地下鉄 千代田線・丸ノ内線
国会議事堂前下車 徒歩6分

東京

0 1 20-248 152
TEL.03-5572- 1 722
TEL.06-6345-1 73 1
TEL.0 1 1- 232-1 722
TEL.052-587-2294
TEL.076-268-9375

関西
札幌営業所
名古屋営業所
金沢営業所

国際赤坂
ビル
コマツビル

FAX.03-5572- 1 733
FAX.06-6345-1 730
FAX.0 1 1-232-1 733
FAX.052-587-2297
FAX.076-268-9374

■審査日程調整にかかわる事項に関することは
■審査部

■関西支社（大阪）
〒530-0003
大阪市北区堂島2-1-7 日販堂島ビル

審査管理グループ

TEL. 06-6345-1731
FAX. 06-6345-1730

交通案内
● JR大阪駅下車

徒歩10分
● JR東西線 北新地駅下車 徒歩6分
● 地下鉄 御堂筋線 梅田駅下車
徒歩10分
● 地下鉄 四ッ橋線 西梅田駅下車
徒歩6分
●京阪電車 中之島線 渡辺橋駅下車
徒歩4分

TEL.03-5572- 1 748 FAX.03-5572- 1388
TEL.06-6345-1 732 FAX.06-6345-1 730

■審査に関することは

東京三菱UFJ銀行

審査部
堂島ホテル

堂島川

TEL.03-5572- 1 725
TEL.03-5572- 1 727
TEL.03-5572- 1 745
審査部（関西）
TEL.06-6345-1732
労働安全衛生審査センタ TEL.06-6345-1732
食品安全審査センタ TEL.03-5572- 1 727
国際審査センタ
TEL.03-5572- 1 725

阪神高速環状線

京阪電車中之島線
渡辺橋駅

■札幌営業所

FAX.03-5572- 1 73 1

FAX.06-6345-1730
FAX.06-6345- 1 730
FAX.03-5572- 1 73 1
FAX.03-5572- 1 73 1

北口

〒060-0004
札幌市中央区北4条西 5-1
北海道林業会館 7 階

JR札幌駅

札幌駅

毎日新聞

読売新聞

札幌西武

三井生命

交通案内

みずほ銀行

第一生命

徒歩 5 分
● 地下鉄 南北線 札幌駅下車 徒歩 4分

道庁
イチョウ並木

JTB
イチョウ並木

■ ISO 14005検査に関することは
ISO 14005検査センタ TEL.03-5572-1722

TEL.03-5572-1722 FAX.03-5572- 1733

■セミナー、書籍、
ネットワークに関することは
技術部
技術部（関西）

■名古屋営業所
〒450-0002
名古屋市中村区名駅3-22-8
大東海ビル6階

徒歩 7分

TEL.03-5572-1723
TEL.06-6345-173 1

FAX.03-5572-1988
FAX.06-6345-1730

■苦情やご要望に関することは
CSセンタ

TEL. 052-587-2294
FAX. 052-587-2297

交通案内

FAX.03-5572- 1733

■登録証発行に関することは
営業部

地下鉄南北線

●JR 札幌駅下車

エスタ

南口
アスティ45

TEL. 011-232-1722
FAX. 011-232-1733

●JR 名古屋駅下車

東京
関西

TEL.03-5572-1 741

FAX.03-5572-1 756

■関連会社へのお問い合わせは

中部経済新聞社
ミッドランドスクエア

株式会社ジェイコ マネジメントシステム

TEL.03-3585-8931 FAX.03-3585-8910
株式会社JACO CDM

TEL.03-5572-1753

■金沢営業所

編集
後記

〒920-8203
石川県金沢市鞍月2-3
石川県鉄工会館3階

TEL. 076-268-9375
FAX. 076-268-9374

FAX.03-5572-1 757

春の訪れを今か今かと待ちわびる今日この頃ですが、この
「 JACO
NEWS 22 号」が皆様のお手元に届く頃には、桜が咲く頃かと思いま
す。今回の表紙写真は、今までの表紙写真の構図とはまた一味違うも
ので新鮮さを感じます。この表紙のどこまでもまっすぐ続く道のように、
「JACO N E WS」も継続的に新鮮な情報をお届けしたいと思います。

交通案内
西口より
タクシー約10分
● JR 金沢駅下車 西口より バス約20
分（北鉄バス金沢駅西口経由「工業
試験場」行き）

今後とも、よろしくお願いいたします。

● JR 金沢駅下車

金

JR

駅

沢

JACOではホームページで各種情報をお届けしています。

掲載記事に対するご意見をお聞かせください。

E-mail:cs-center @jaco.co.jp
http://www.jaco.co.jp/

●この印刷物はエコマーク認定の再生紙を使用しています。●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。

