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ご

コミュニケーションと
信頼を大切にします
6月 21日付で社長に就任しました蛭田でございます。

挨

拶

新規事業の多くは、DNVビジネス・アシュアランス・ジ

よろしくお願いいたします。

ャパンとの資本提携をベースとして進めています。DNVの

さて、JACOは本年 11月 16日で設立から 18年となります。

持つ自動車産業向けの機能安全規格ISO 26262やA-SPICE、

1994年に ISO認証事業で、お客様の役に立つ、社会に貢献

主に電機産業向けの EICCサービス、食品産業や電機産業

するという熱い思いで設立、現在もこの思いを引き継いで

向けの 2者監査サービスなど幅広い分野に渡り、協調関係

います。今回は、JACOが心がけている 4つの点について

を築いています。このアライアンスをさらに発展させ、お

紹介します。

客様のニーズに積極的に応えていきたいと考えています

まず第 1は、審査の質へのこだわりです。審査の価値の

3番目は、セミナーの充実です。皆さん、ISOの運用で悩

向上が求められており、審査員のさらなる力量向上に力を

んでいませんか。そういう方は、ぜひパワーアップ講座や

入れています。JACOは元々技術的力量に加え、経営的な

シェイプアップ講座を受講してみてください。JACOでは、

経験を積んできた人を審査員として採用しています。通常

通常の研修コースに加え、内部監査のレベルアップを目指

の教育に加え、さらなる力量の向上を目指す 1つとして、

すコースや出張セミナー、そして
「MSS
（マネジメントシス

今回は「CSアンケート」の活用を紹介します。審査終了後

テム規格）共通化」の最新動向をお伝えするコースなども

にお客様からアンケートをいただいています。ご意見・ご

準備しています。ぜひご活用ください。

要望の他、多くの感謝の言葉もいただいており、これが我々

最後に、お客様と JACO、そしてお客様相互の交流の場

の活力となっています。内容によってはお客様に状況をお

として設立された「ISO友の会」の紹介です。4月の総会や

聞きし、審査員にもヒアリングして問題点を明らかにし、

秋の研修会（東京、大阪）では、JACOからの最新情報発信

次回の審査につなげています。また、どうしてクレームに

とお客様からの事例発表があり、「具体的事例が参考にな

なったか、どこが感謝されたポイントかなど、反省すべき

った」、「今後の改善活動に役立つ」などの感想をいただい

点だけでなく評価いただいた点についても分析し、毎月 1

ています。春（東京）と秋（大阪）には環境研修ツアーも開

回の審査員会議で紹介・情報共有して全員のレベルアップ

催します。今年の春は、かわさきエコ暮らし未来館、太陽

を図っています。審査は生き物です。規格の解釈、順法へ

光発電所、大船スマートハウスを見学しました。また、環

の対応など技術的な問題だけでなく、お客様とのコミュニ

境法規制の制改正情報として「環境法令 MONTHLY」を発

ケーション、課題は何かを見抜く力量の向上にも注力して

行しています。加えて、昨年 10月から、「法令改正通知サ

います。

ービス」を始めました。これは、事前にお客様の関係する

2番目は新規事業の立ち上げ・推進です。最近はお客様
のニーズも多様化してきており、ISO規格を超えた要望も
出てきています。これらに対応するため、昨年 10月に社長
直轄の
「新規事業推進室」を設置し、半年の助走期間を経て、

法令を登録していただくと、法令が改正されたことを月単
位でお知らせするサービスです。ぜひご活用ください。
これからも皆様とのコミュニケーションと信頼を大切に
してまいります。

今年 6月、正式に「新規事業推進部」に昇格させました。大
きな柱は、
「カスタムテイラード監査」です。これは、標準
サービス（ISO規格による審査サービス）に加えて、業界標
準や ISOガイド規格を使うことにより、生産性改善、企業
価値向上、リスク低減など、企業の特性に応じた改善を推
進したいと考えているお客様へのサービスです。この「カ
スタムテイラード監査」の 1つが「オプション審査」です。
ISMSに個人情報保護、EMSに化学物質管理を付加するメ
ニューなどがあります。

株式会社日本環境認証機構
代表取締役社長

蛭田 道夫
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Close-up
NEWS & REPORT

お客様のニーズに対応した
JACOの環境法令情報サービス
技術部

部長

水上 浩
環境に対する社会的な要求が拡大して久しく、その

（ JACOmmunity）ご利用のお客様／無料

内容も多岐にわたっており、昨今では毎月数十件にお

モレ・ヌケなく効率的に、法令の改正があったことを

よぶ大小さまざまな制定・改正が行われています。8

知ることができます。改正の内容については、以下にご

月にも小型家電リサイクル法の公布など大きなトピッ

紹介する別なサービスにより把握することができます。

クがありました。これらの法令情報をいち早く入手す
ることは、順法上の必須事項であるとともに、対応の

◆環境法令 MONTHLY

ための戦略的かつ効果的なリソースの投入にも有用で

環境法規制の制改正があった場合、その内容を

す。JACOではお客様のニーズに応じた6 種の環境法令

JACOのホームページに毎月「環境法令MONTHLY」

情報をご提供しています。以下、詳細にご紹介します。

として掲載するサービスです。JACOのホームページ
の「ISO友の会」もしくは「情報提供サービス」のペー

6種の環境法令情報サービスの詳細

ジからログインし、環境法令MONTHLYをpdfファ

図1にJACOが提供する6種の環境法令情報サービ

イル形式にて閲覧いただけます。また、省エネ事例な

スについて、横軸と縦軸にそれぞれ情報量と検索性を

どを「エコワンポイント」として合わせて紹介してい

とってその位置づけを示しました。

ます。
URL：http://www.jaco.co.jp/kankyouhou_book/

◆法令改正通知サービス

ninsyou.htm

法令が改正されたことを月単位でJACO登録組織様

◉ご利用の対象／利用料：ISO友の会の全会員／無料

へメールでお知
らせします。環境
法を中心に51法

無料

令がリスト化さ
中からお客様が

検索性

れ てお り、そ の

有料

環境法令
検索サービス

環境法令
MONTHLY

選択された法令
に つい て、改 正

環境法令改正
情報サービス

が発生した際に、
毎月1回「法令改
正メール」にて通

法令改正
通知サービス
ネットワーク月報

知します。

すぐ役に立つ
ISO環境法
（CD-ROM）

◉ご利用の対象
／ 利 用 料： 審
査に関わる電

情報量

子帳票の情報
交換ページ
4 

JACO NEWS ︱ OCTOBER ︱ 2012

図1

JACOが提供する環境法令情報サービス

NEWS & REPORT

上述の「法令改正通知サー
ビス」にて、改正された法令
を把握し、本サービスで詳細
な内容を確認するなどのご利
用をお勧めします。

◆ネットワーク月報
JACOネ ッ ト ワ ー ク は、
117,000人に達するJACOセ
ミナーの受講者の皆様を中心
とした、会員制のネットワー
クです。JACOの「研修・セ
ミナー」ホームページ内の専
用ページに毎月掲載される

図 2 ネットワーク月報エクストラ一覧

「ネットワーク月報」及び「ネットワーク月報エクスト

の調査などを行う際に、施設・設備や化学物質などか

ラ」をいつでもご覧いただけます。毎月の法令改正情

ら逆引き的に適用法令を検索できるサービスです。
「法

報に加え、関連法規制の改正検討状況などの解説や、

令一覧」
「 法令体系」
「 環境側面（施設・設備など）
」
「環

現在議論が進められているISO 14001/9001の改正動

境側面（化学物質など）
」の4つの検索メニューから関

向などISO規格に関わる最新情報をいち早く紹介して

連法令を検索できます。検索した法令情報の内容は

います。図2にその一部を紹介します。またJACOの

Excelで加工保存できます。

出版物及びJACO主催のセミナーの特別割引きも実施

URL：http://www.jaco.co.jp/seminar/s_08.htm

しています。

◉ご利用の対象：どなたでも加入可（個人、組織のいず

URL：http://www.jaco.co.jp/seminar/s_04.htm
◉ご利用の対象／利用料：どなたでも加入可／年間
52,500円
ISO規格の最新動向や検討中の法令情報をいち早く
把握できることが最大の特徴です。

◆環境法令改正情報サービス

れも可）
◉利用料：ネットワーク会員 年間33,600円／一般
年間39,900円
検索性、情報量ともに最も充実したサービスです。

◆ JACO Books「すぐ役に立つ

ISO 環境法」

地球環境、典型7公害、循環型社会形成推進、化学

環境関連法規制の改正情報を月2回、一覧表で確認で

物質に関連する法律などに大別して整理した書籍で

きます。改正内容については、新旧対比表でよりわかり

す。法令の背景、目的を含めて解説しています。また

やすく確認できます。検索した法令情報の内容はExcel

｢主要規制化学物質対応一覧表｣、｢主な環境関連法と

で加工保存することができ、環境マネジメントシステム

要求事項一覧｣を収録しています。

などの法令順守・調査情報の資料作成にかかる負担を大

購 入 ペ ー ジ：http://www.jaco.co.jp/seminar/

幅に削減できます。

s_03.htm

URL：http://www.jaco.co.jp/seminar/s_08.htm

◉改訂第9版。CD-ROM版のみの提供となります。

◉ご利用の対象：どなたでも加入可

◉定価：1,260円／ネットワークサービス会員 1,050円

◉利用料：ネットワーク会員 年間12,6 0 0円／一般 年間
18,900円
一覧表はExcelファイルとしてダウンロードできますの
で、検索性が格段に向上します。

◆環境法令検索サービス
設備導入や化学物質の追加などの変化に応じた法令

以上、JACOが提供する6種の環境法令情報につい
てご紹介しました。環境マネジメントシステムの構築
の充実度や環境負荷ポテンシャルの大小（適用される
環境法令の数）に応じて、上述の特徴や図1に示した
検索性、情報量の尺度から、お客様のニーズに応じた
サービスをご活用いただけましたら幸いです。
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エネルギーマネジメントが会社を強くする！
D
改善策の具体計画
と実施
|
効果の検証

主任審査員

主任審査員

星之内 進

浅田 能宏

株式会社 ジェイコマネジメントシステム

エネルギー
P
省エネ目標の設定
|
改善策の立案

C
エネルギー使用実態
の把握（見える化）
|
管理標準の整備

マネジメントシステム
A
省エネ方針
|
管理組織の整備

大震災に伴う原子力発電所の事故により厳しい節電・
省エネが要請され、企業活動にも多大な影響が出まし
た。今夏は、昨年来の企業及び家庭での自主的取組みの
成果と大飯発電所の再稼働により電力需給は相当程度改
善されました。しかしながら、火力発電所のフル操業に

図 1 エネルギーマネジメントのサイクル

伴う電力価格の上昇も想定される、依然として厳しい環

から100兆円の省エネ投資が想定されている点です。内

境下で、今後の日本にとって最も重要な課題の一つは
「エ

需拡大と外貨の獲得が不可欠の我が国にとって、省エネ

ネルギーマネジメント力」のさらなる向上だと考えられ

は持続的成長の必須条件です。エネルギー構造改革の激

ます。

動期にあっては、省エネに果敢に取組み強靭な体質を追

JACOは、
「すぐに役立つサービス」をモットーに、お

求し、その上で省エネ製品やサービスを事業化していく

客様にとって身近なパートナーとなり、お客様と課題を

企業、それこそが事業機会を活かしうる「強い企業」と

共有し、課題解決のお手伝いをさせていただきます。

言えるのではないでしょうか。

省エネに対する自主的取組みが
ますます求められる

省エネはCAPD？ 原単位で仕事を見直す！

政府のエネルギー・環境会議は、2012年6月29日、

エネルギーマネジメントのサイクルは、図1に示すよ
うに、
“ PDCA”というより
“CAPD”で構成されます。

「エネルギー・環境に関する選択肢（案）
」を決定しまし

まずは、
エネルギー使用実態の
「見える化」
が大切です。

た（ 詳 細 はhttp://www.npu.go.jp/policy/policy09/

そのためには、見える化を深堀りできる
「省エネ診断力」

archive01_11.html#haifu）
。①2010年度時点で年間約

が求められます。

17兆円の化石燃料を輸入、②家計は年間9兆円のエネル

次に、経営トップの指揮の下で優先順位をつけて課題

ギーを消費し製造業のエネルギーコストは年間8兆円、

の解決に取組むことになりますが、まずは、不要な照明

（我が国の排
③エネルギー使用に伴うCO 2 は約11億トン

を消すなどの「全員参加の小まめな節約の定着」と「エネ

出する温室効果ガスの約90%）とエネルギー消費の現状

ルギー多消費機器の適正管理」から入ります。ここでも

を分析した上で、原子力発電比率に関して、
「ゼロシナリ

機器の適正管理に関する「設備管理力」が求められます。

オ」
「
、15%シナリオ」
「
、 20 ～ 25%シナリオ」の3つのシナ

現在多くの企業ではこれに留まらず、仕事のなかのムリ・

リオを提起しています。国民的議論を展開した上で、
「政

ムダ・ムラがエネルギー浪費の原因と考えて、生産性向

策資源を総動員し、エネルギー構造改革のための投資や

上＝省エネの活動を展開しています。その際、
“ 原単位で

消費を増進することで、エネルギー・環境制約をバネに

診る”ことが大切です。サービス業であれば対象業務に

成長や雇用の創出、地域活性化に繋げる、グリーン戦略

携わる社員1人当たりのエネルギー消費を診断して仕事

を日本再生の基礎とする」としています。

の仕方を再設計（活人）する、製造業であればプロセス

注目すべきは、いずれのシナリオでも、コストの抑制
と空洞化防止のために2030年度までの累積で約80兆円
6 
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ごとに生産部品1個当たりのエネルギー消費を診断して
当該プロセスを再設計するといった具合です。ここでも、

日付1：生産数
個
65

原単位悪化！

日付2：生産数

kwh/個
4.5

生産数量

52

3.6

39

2.7

26
13
0
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2

3

4

5

6

7

8

9

1.8

原単位

日付2 原単位
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図 2 エネルギー消費実態の見える化の例（ 出典；三菱電機株式会社様 ）

「プロセスに埋もれた3ムを見える化」する「省エネ診断
力」とそれに対して解決策を創り出す「業務・プロセス
のカイゼン力」が必要です。

①“エネルギーマネジメント力向上セミナー”
従来から
“すぐに役立つ節電・省エネセミナー”を各地
で開催し、多くの企業の皆様にご参加いただいてきまし

また、上述した組織の力量を涵養し、社員全員が目

た。今後は、我が国のエネルギーマネジメントに主導的

標を共有し、CAPDサイクルを回し改善を継続するツ

な役割を担っておられる省エネ実務の経験豊富な専門家

ールとして、
「パフォーマンス重視のマネジメントシステ

との協力関係をさらに強め、
「ソリューション力」と「マ

ム」も重要です。

ネジメントシステム力」の両輪を同時に向上できる“エ

エネルギーマネジメントは、①節電・省エネの課題を

ネルギーマネジメント力向上セミナー”を提供してまい

発掘し解決する技術力（ソリューション力）と②ソリュ

ります。例えば、ソリューション力の基礎知識として、

ーションを定着させ継続的に改善する管理力（マネジメ

省エネ法の「判断基準に基づく管理標準」をしっかり身

ントシステム力）
の両輪が足並みを揃えてまわってこそ、

に着けていただきます。また、Best Practiceとして他

本来の力を発揮します。この2つを併せ持つことがエネ

組織の成功事例を紹介し、
「省エネのツボ」を実感してい

ルギーマネジメント成功の鍵と考えてよいのではないで

ただきます。

しょうか。

エネルギーマネジメント力の両輪に対応した
“ワンストップサービス”を提供します

②“エネルギーマネジメントシステムの認証 ”
周囲の経営環境や事業内容は時々刻々変化し、それに
伴ってエネルギー負荷も変化します。省エネは繰り返し

エネルギーマネジメントを喫緊の課題と認識され

チューニングする必要があります。省エネを一過性のも

CAPDの垂直立上げを意図されている企業の皆様に、

のとせず継続的改善を追及するには、エネルギーに特化

①“エネルギーマネジメント力向上セミナー”
、②ISO

したマネジメントシステムISO 50001が有効です。エネ

50001規格に基づくエネルギーマネジメントシステムの

ルギーマネジメントの経験豊かな審査員による認証サー

認証等よりなるワンストップサービスを提供させていた

ビスを提供させていただきます。

だきます。
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オプション審査サービス「ISO認証plus」のお勧め
お客様のニーズに添って、
ISOマネジメントシステムの有効性をレベルアップする
新規事業推進部

山本 富夫

部長

オプション審査サービスの概要

■オプション審査サービスのメニュー

環境 CSR

ISO26000 社会的責任で要請されてい
る次の 7 つの中核主題（人権、労働慣行、
環境、公正な事業慣行、消費者課題、コ
ミュニティへの参画及びコミュニティの発
展）に対するマネジメントを EMS のオプ
ションとしてお客様のニーズに添って重要
な部分を選択して、オプション審査を行
い、お客様に対し効果的な CSR マネジメ
ントを支援します。

環境
化学物質管理
品質

製品に含有される有害性物質に関するマ
ネジメント基準（例：JEITA 製品含有化
学物質管理監査シート）への適合性を、
EMS のオプション審査として行い、お客
様に対し効率的な化学物質管理を支援し
ます。

オプション審査サービス「ISO認証plus」は現在、運
用されているISOマネジメントシステムの有効度を高
め、さらにレベルアップするためのサービスです。
◉現在、運用されているISOマネジメントシステムに磨
きをかけ有効度を維持したままスリム化をします。
◉これに加え、お客様の業界にとって必要なISO以外の
業界固有な基準に従い、その適合性を確認します。
◉ご要望に応じ、組織能力について成熟度評価を行い、
業界での位置を認識し、業界平均以上のレベルを達成
するための土台となるアセスメントを行います。

オプション審査サービスの必要性
ISO 14001（ 環境分野）
、ISO 9001（ 品質分野）
、ISO
27001（ 情報セキュリティ分野）などのISO認証サービ
スは、従来からお客様の経営に貢献するサービスとして
役割を果たしてきました。しかし、企業を取り巻く経営
環境の変化より、競争力強化と社会的責任への対応がさ
らに必要になってきています。
◉グローバル化による競争力の低下
◉安全安心への国民・社会の意識の高まり

成熟度評価
品質

ISO9004 準拠：
組織の持続的成功の
ための運営管理
―品質マネジメント
アプローチ

個人情報保護
マネジメント
情報 システム
JISQ15001
準拠

このため、次の分野で業界の平均レベルを超えたレベ
ルに組織能力を高めることが事業存続のために不可欠と
なってきています。
◉事業のグローバルな競争力強化
◉安全安心に対する国民・社会の期待への対応
オプション審査サービス「ISO認証plus」は、お客様
のニーズに寄り添い、お客様の事業の競争力を高め、安
全安心に関するリスクマネジメント力の強化活動を支援
します。品質、環境、情報セキュリティの分野では既に
実績があります。
今後もお客様の声をお聞きし、適用分野の拡大のため
の開発を継続いたします。
8 
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金融機関等の
コンピュータ
情報
システム安全
対策基準

製品実現プロセス、マネジメントプロセ
スの各段階に対して ISO9004 に基づい
て成熟度評価（レベル 1 から5）を行いま
す。これを QMS のオプション審査として
行い、お客様に対しQMS をより活用し、
有効度を高めるために支援します。
個 人 情 報 保 護 マ ネ ジメントシ ス テ ム
（JISQ15001）に基づく審査を ISMS の
オプション審査として実施します。これに
より、お客様に対しISMS を運営する一
環として個人情報保護対策の強化を支援
します。
金融機関業務・取引決済機能などを扱う
情報システムに対する安全対策基準が
FISC（金融情報センター）で制定されて
います。この基準を使って適合性のチェ
ックを行います。これを ISMS のオプシ
ョン審査として行い、お客様に対し、金
融機関が要求する基準を ISMS 運営の一
環として実現することを支援します。

クラウドサービスに対する情報セキュリテ
クラウドサービス ィに関するリスクを低減するためのガイ
ドラインを利用して ISMS の中でオプシ
利用のための
情報セキュリティ ョン審査として行うサービスです。1）ク
情報
ラウドサービス利用者、2）クラウド事業
マネジメント
者の両方のお客様に対して安心なクラウ
ガイドライン
ド利用、サービス供給を実現することを
（経済産業省）
支援します。

品質、環境、情報セキュリティ事件・事
故の多くは取引先で発生しています。こ
の た め、 お 客 様 が 定 めた 取 引 先 品 質、
環 境、 情 報セキュリティ基 準を使って、
QMS、EMS、ISMS などのオプション審
査として適合性をチェックするサービスで
す。お客様に対し、ISO 審査の中で効率
的に取引作基準への適合性を支援するサ
ービスです。

取引先基準に
共通
よる審査

になりました。
カスタムテイラード監査サービスはISO認証基準だけ
ではなく、次の基準にも対応できる監査サービスが可能
になり、企業の経営全体を支援することができるように
なりました。
◉ISO 26000（ 社会的責任）
、ISO 9004（ 成熟度評価）な
どのようなガイド規格
◉化学物質管理、FISC（金融情報センター）セキュリテ
ィ基準などのような業界基準

オプション審査と
カスタムテイラード監査の関係

■事例1：CSR分野のEIMS

標準サービス（ISO認証規格ISO 140001、9001など
による審査サービス）からオプション審査部分を独立さ

EIMS：Enterprise Integrated Management system
CTAF：Custom Tailored Audit Framework
CSV：Creating Shared Value

せ、単独の監査サービスとして提供します。これがカス

EIMSへのCTAFの適用

タムテイラード監査サービスです。
生産性改善、企業価値向上、リスク低減のため、業界
標準、ISOガイド規格などを使うことにより、企業の特
性に応じた改善を推進したいと考えているお客様へのサ
ービスです。

A

是正・予防・継続的改善

C

内部監査など

D

リスク対応（改善計画）

EIMS
環境 品質

カスタムテイラード監査はオプション審査よりもお客

P

様のニーズに基づき、監査基準、監査方法などをカスタ

公正
コミュ
セキュ
労働 な
人権
消費者
ニティ
リティ
慣行 事業
慣行

リスクアセスメント

マイズできます。

プロセス

次の図の第一象限がカスタムテイラード監査サービス
の領域です。
カスタム
サービス

標準
サービス

適用 CSVによる顧客にフィットしたテイラリングと監査の適用
第 2 象限

第 1 象限

オプション審査サービス
（第 3 象限＋第 4 象限）

カスタムテイラード
監査サービス

第 3 象限

第 4 象限

個別分野審査サービス
（ISO 14001, 9001 など）

エコアクション 21
Ｐマーク

ISO 認証規格

ISO ガイド規格（26000、
26262 等）
業界基準・省庁基準

第三者認定制度
（認定マーク）

審査機関ブランド認証
（認定マーク無関係）

マネジメントシステム審査

マネジメントシステム監査＋
パフォーマンス監査

CTAF

ましたが、カスタムテイラード監査、オプション審査の
サービスの開発により、一層その効果が期待できるよう

ISO認証基準
ISOガイド規格、セクター基準（業界基準、省庁基準）

■事例2：品質分野のEIMS
EIMSへのCTAFの適用
A

是正・予防・継続的改善

C

内部監査など

D

リスク対応（改善計画）

EIMS
品質

P

ISO
9004 ……

……

リスクアセスメント
プロセス

エンタープライズ統合マネジメントシステム
（EIMS）
とオプション審査との関係
EIMSは当初はISO認証審査の統合の視点で設計され

監査
基準

適用 CSVによる顧客にフィットしたテイラリングと監査の適用
CTAF

監査
基準

ISO認証基準
ISOガイド規格、セクター基準（業界基準、省庁基準）

JACO NEWS ︱ OCTOBER ︱ 2012 

9

NEWS & REPORT 3

CSセンタについて
総務部副部長（ 兼 ）CSセンタ参事

古川 哲朗

CSセンタの業務を紹介させていただきます。

JACO NEWS、会社案内

CSセンタには、主に次の3つの役割があります。
審査が終了した後に送付させていただく「CSアンケー

JACO NEWSは2000年10月に第1号を創刊、その

ト 」の取扱い、この「 JACO NEWS 」ならびに「 会社

後原則年2回（春号、秋号）発刊し、お陰さまで23号

案内 」の編集、
「外部コミュニケーション
（ご意見、ご不

を迎えるまでになりました。JACO NEWSは、JACO

満や苦情など）
」受付業務の3つです。直接的な事業活動

からの情報提供や外部有識者による寄稿と同時に、

を行う部門から独立し、公平な立場でお客様の声などを

「CUSTOMER VOICE」としてお客様の取組み事例を

直接お聞きし、その解決に向けて施策を行っています。

紹介させていただき、情報交流としての役割も果たして
います。JACOホームページの
「登録組織の皆様へ
（ダウ

CSアンケート

ンロードサービス）
」をクリックいただきますと1号から

CSアンケートは、CSセンタの役割の中核を成すもの
で、2 0 0 4 年11月に創立10周年を機としてスタートし、
その後2009年11月から
「経営者の満足度」を追加しまし
た。

23号までのJACO NEWSと最新の会社案内をご覧いた
だけます。ぜひご活用ください。

外部コミュニケーション

アンケートでいただいたご意見・ご要望・疑問点など

JACOホームページの「ご意見・ご質問」をクリック

は、内容により担当部門である審査部や営業部から直接

していただきますと、直接書き込んでいただけるページ

対応させていただくとともに、社長を含めた経営幹部で

が開きます。JACOの認証活動及び審査員研修活動、ま

共有した上で、JACO全体の審査やサービスの向上なら

たJACOで認証された組織への外部コミュニケーション
（ご意見、ご不満や苦情など）を受付しております。その

びに施策などに反映させていただいております。
なお皆様からのご回答は、私どもCSセンタが直接管

取扱いをCSセンタで行っています。

理し、このアンケートによって、お客様に対する審査に
影響を生じることは一切ありませんので、安心してご協

皆様から良い評価を多くいただけるようになってきた
とありがたく感じております。と同時に時代の急激な変

力くださるようお願いいたします。
表はアンケートの受付状況と平均ポイント（5段階評

化に対応しながら、皆様のお役に立つためにはまだ多く

価）の推移です。ややご提出率が下がってきております

の課題があると認識しております。引き続きご指導よろ

ので、ぜひ皆様のさらなるご協力をお願いいたします。

しくお願いいたします。

■アンケートの受付状況と平均ポイント
（ 5 段階評価 ）
2009 年度

2010 年度

2011年度

2012 年度

2009 年 4 月～ 2010 年 3 月

2010 年 4 月～ 2011年 3 月

2011年 4 月～ 2012 年 3 月

2012 年 4 月～ 2012 年 9 月

アンケートご提出率

73.5%

68.8%

68.6%

61.7%

アンケート平均点数
（審査関係）

3.9

4.0

4.1

4.1
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CUSTOMER VOICE 1

株式会社 富士通ITプロダクツ

3MS同時認証と本業に
密着したISO活動
総務部

専任部長

山本 義則

様

社屋▶

弊社は、2002 年 4 月に富士通グル

メントレビューの統合、2005 年には

であれば、障害切り分けの為の分解作

ープの 4 つの工場機能を統合して石川

3MS の管理責任者の一本化、2006

業が減るので、品質と安全の両方に寄

県に設立した製造会社で、本社工場よ

年には内部監査の統合を行い合理化し

与する等、一つの施策が、どのマネジ

り国内外に、富士通製サーバ、ストレ

ました。しかしながら、我々の最終的

メントシステムに寄与するのか関連付

ージおよびソフトウェア製品を出荷し

な目標は、各々のマネジメントシステ

ける方式をとっています。今では、こ

ております。2011 年に世界一になっ

ムの相乗効果を最大限にすることであ

れが社内の常識になっています。
「ISO

た次世代スーパーコンピュータ「京」

り、統合マネジメントシステムを構築

は業務で利用するもので認証取得が

も弊社で製造出荷したものです。

することで 2009 年 11 月の更新審査

目的ではない。頭ではなく、身体で理

にて統合マネジメントシステムの認証

解出来るようになるのが、ゴールで

2002 年会社設立時に遡ります。当時

取得を目指すと全社に宣言しました。

ある。
」これは、同時認証を目指して

は、それぞれの工場独自のやり方を継

新マニュアルは、コアエレメントから

いた時の社長の言葉です。言い換えれ

続していたため、一つの会社に異種

構成される共通編と、パフォーマンス

ば、ISO を本業に密着した活動にする

文化が集合する状態になっておりまし

を中心とした品質、環境、労働安全

という方針が示されたわけで、今そし

た。そのため、QCD+ES ともに決し

衛生編の 4 つで構成することにしまし

てこれからもいかに本業に密着した活

て満足のいく結果を導き出すことがで

た。共通編を編さんする中で、品質も

動を展開できるかを念頭に推進してい

きず、お客様にご迷惑をお掛けするこ

環境も安全も、各々の一面を切り取っ

ます。

とも多々ありました。

た事に過ぎず、一つの業務改善は全て

さ て、 弊 社 と ISO と の 関 わ り は、

3MS同時認証から
統合マネジメントシステム構築

の側面に繋がっている事が、改めて認
識させられました。

日本でのものづくり
弊社では、QCD（不良率、加工費、

当初より、統合に向けた活動を進め

製造手番）半減を目標に掲げ、生産革

そこで、当時の社長から製造会社と

てきたおかげもあり、こうして出来上

新活動を進めております。この活動を

して必要不可欠な品質、環境、労働

がった新マネジメントシステムは各部

スタートしてから数年が経過しました

安全衛生の 3 つのマネジメントシステ

門にも違和感なく受入れられ、スムー

が、リードタイム・スペースの半減や

ムを早期に複合的に構築することによ

ズに運用開始することが出来ました。

着荷障害も激減することができ、大き

り、新しい企業文化の醸成を図ってい

統合審査の日、JACO 審査員の方々に

な成果を達成することができました。

こうということになりました。会社

も多大な協力を頂き感謝するととも

これらの活動がここまで順調に進んで

設立から 9 ケ月目の 2002 年12 月に

に、統合マニュアルについて
「非常に分

いるのも、基本となる品質、環境、安

3MS の同時審査を受け、翌年 2 月に

かり易く、完成度が高い」とお褒め頂

全といった事柄が、この ISO の仕組み

認証登録を完了しました。JACO で

いたことが強く印象に残っております。

を利用して広く社員に浸透していたか

も 3 つの同時認証の経験がないと言わ
れましたが、快く依頼を受けて頂きま

本業に密着した活動

らではないかと思っております。社員
のベクトルが同じ方向に向いているこ

当社では、事業計画そのものを方針

とが強みになっています。これから

同時認証当初から、規格書に品質、

展開しています。目的・目標を立案す

も日本の製造業にとって厳しい状況が

環境、安全の 3 つの要素を盛り込み、

る際も、品質、環境、安全それぞれ個

続くとは思いますが、弊社は、今後も

各々のマネジメントシステムを乖離さ

別に立案するのでは無く、例えば「試

「日本でのものづくり」に拘って、日々

せない工夫や、方針の一本化などを行

験時間適正化」であれば、品質、環境

PDCA サイクルを廻しながら改善を

ってきました。翌 2003 年にはマネジ

の両方の側面に寄与し、
「直行率向上」

進めていきます。

した。
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CUSTOMER VOICE 2

中日本高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ中日本 ）

エコロード（自然環境に配慮した道）
づくりの取組み
環境・技術部 環境チーム

大岩 春仁

中日本高速道路株式会社（NEXCO 中日本）ホームページ

様

事業概要
NEXCO 中日本グループは、高速道

http://www.c-nexco.co.jp/

「地域環境への配慮」のホームページ
http://www.c-nexco.co.jp/corporate/csr/environmental_report/
ecological_sensitivity/index.html

路事業（新東名や首都圏央道などの新

中間支援

規高速道路ネットワークの早期完成、

環境省中部環境パートナーシップオフィス

営業中の高速道路を24時間365日
「安
全・安心・快適」に提供するための管理・
運営など）と関連事業（サービスエリ
アの創造や海外事業の展開など）を行

NPO・市民

なごや東山の森づくりの会
戸田川みどりの夢くらぶ
なごやの森づくりパートナーシップ連絡会

名古屋市

緑政土木局
財団法人名古屋みどりの協会

っています。

NEXCO中日本

生物多様性への配慮
高速道路事業において、生物多様性
に配慮したエコロード ( 自然環境に配

図 2 【 郷土種子を活用した なごやの緑化及び生物多様性保全推進協議会 】の構成

慮した道 ) づくりに取り組み、地域性

した道づくりを目指して―162km、

古屋市内の緑地整備に使用するもので

苗木を使った緑化などにより、生物多

新東名の“環境”に挑戦」としてまとめ

す。活動の構成は図 2 のとおりです。

様性の保全に努めています。

ました（詳細は、ページ上部に記載の

エコロードの理念は図 1 のとおりで
す。
1996 年から地域性苗木の使用を開
始し、2011 年までに約 55 万本を高
速道路に植樹しました。
2012 年 4 月に営業を開始した、新

ホームページをご参照ください）
。

新たな取組み

今後の展開
当社は常に変革と向上を求め、安全・
安心・快適で、時代をリードする高速

「生態系保全」
「地域性苗木育成」の

道路空間を創出し、地域社会の発展と

当社保有技術を、高速道路以外でも利

暮らしの向上、日本経済全体の活性化、

用する活動を行っています。

そして世界の持続可能な成長に貢献し

東名（御殿場 JCT ～三ヶ日 JCT 間）で

その中の一つの活動内容は、名古屋

も、生物多様性に配慮したエコロード

市内の公園などで採取した郷土種樹木

当社の事業は、多くの方々のご協力

に取組み、小冊子「地域の自然に配慮

のタネなどから地域性苗木を育て、名

とお客さまにご利用をいただき、広く

ます。

環境と関わりを持っています。このた
エコロードの理念・目標

◉マイナスの軽減
道路建設による影響の軽減
①生息・生育基盤の消失・縮小を少なくする
②移動経路の分断を防ぐ
③生息・生育環境の質的変化を少なくする

め、当社の事業活動を通じて地球温暖
化の抑制や、
資源の 3R
（リデュース
（発
生抑制）
・リユース（再使用）
・リサイ
クル（再生利用）
）の推進、地域環境へ
の配慮に取組みます。
地域環境への配慮では、動植物の生

◉プラスの付加
④道路空間を活用して生息・生育環境を創出する

息・生育環境への負荷を低減する「エ
コロード（自然環境に配慮した道）
」づ
くりを引続き推進します。

図 1 エコロードの取組み
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CUSTOMER VOICE 3

株式会社スカイアーチネットワークス

クラウド活用法

～いま、気になるクラウドの最新事情～
コンサルティング部 シニアコンサルタント 兼 ISO運営委員長

松田 昭穂 様
成否がわかれたクラウド導入

使えるメリットです。逆に、利用が安

ることができました。

定的で、長期的なプロビジョニングが

（1）適用範囲を限定し、課題を明確

2011 年 3 月 11 日以降クラウドが

可能な場合、内製したほうが安価なケ

にする、
（2）クラウド事業者ごとの特

注目され、既に導入済みの企業が増

ースが多く、また重複投資になる場合

長やリスクを積極的に把握し、管理す

えました。成果は各社で差があり、例

もあります。提供内容と自社のリソー

る、この 2 点が成功事例から読み取れ

えば「ハードウェアコストは下がった

スを適切に見極める必要があります。

る導入のポイントです。

が、運用コストに関しては成否が分か

「セキュリティが不安」…実際には

れる」といった調査結果が出ています。

クラウド事業者は、専門事業者として

クラウドで期待できる効果は何か、そ

セキュリティには多大な投資をしてい

れを得るにはどうしたらいいのか。ス

ます。堅牢かつ安全なデータセンター

先進的な企業では、仮想化技術を利

カイアーチは、クラウド事業者である

を準備し、データを分散・暗号化して

用して全社の IT 基盤をハイブリッド

と同時に、クラウドの運用代行を提供

保管するなど技術的な対策を施し、各

クラウド化し、オンプレミス環境と各

するユーザ企業です。複数の立場で得

種認証を取得しています。しかし、事

種クラウドサービスを一元管理する動

た知見から、ご紹介します。

件・事故がゼロになるわけではありま

きがあります。

クラウドの実際

せん。これまで述べたようなクラウド

これからの情報システム
部門の役割

（1）業務の単純化・標準化を進める、

の特長、
（1）データの分散、
（2）共有、

（2）クラウドコントローラーやアウト

（3）仮想化、
（4）アウトソーシング、

ソーシングを活用、といったステップ

期待する効果や懸念点を検証します。

には当然にリスクも存在します。リス

を経て、運用管理の省力化を図り、よ

「利便性が高まる」…クラウド事業

クの把握には、経済産業省が発行する

り機動的な IT の活用を目指していま

者がハードウェアの調達や運用保守を

「クラウドサービスレベルのチェック

提供する、といったアウトソーシング

リスト」等が活用できます。またクラ

業務の再構築にあたっては、IT をサ

の側面と、仮想化技術でサーバの作成・

ウド事業者側も以前に比べ、ホワイト

ービスとして取り扱うITILがリファレ

運用が簡便になる、といった仮想化の

ペーパーの発行や、営業担当を置くな

ンスとして活躍します。サービスデス

側面のメリットがあります。この 2 点

ど情報提供には積極的です。

クを置き、サービスメニューと SLA

ユーザ企業が検討時に、クラウドに

の特性を見極めて活用できないと、逆
に不便を感じるケースが出ます。
「コストが安くなる」…必要なとき
に必要なだけ共有のリソース（回線、
ラック、ハードウェア、要員 etc.）を

▲クラウドを活用するため、
オフィスにサーバーはない

同じようなサービスでも、各事業者、

す。

を設定、管理し、コスト管理を行い

提供内容、仕組み、サービスレベルに

ます。更に全社最適を図る観点から、

差があり、これを把握することが重要

ISO 20000 の活用も有効です。

です。

導入のポイント

今後、情報システム部門は、運用管
理のルーティンワークから解放される
こととなります。そして新たに、経営

現状、成功事例で多いのはノンコア

サイドからは情報戦略室として、ユー

業務への導入です。事例として、あ

ザ部門からはサービスプロバイダーと

る中堅企業様では、グループウェア型

して、また複数のクラウド事業者を束

SaaS の数ある機能のうち、メールに

ねるクラウドブローカーとしての役割

利用機能を絞り、
（1）コスト削減、
（2）

が求められます。新しい役割を確立す

専門知識なく運用管理が可能、
（3）拠

るパートナーとして、スカイアーチを

点統合、といった十分な導入効果を得

ぜひご活用ください。
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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。
第一弾として以下の緊急セミナーを開催

２０１５年のＩＳＯ規格改正に向けて

します。
JACOでは既に3月に緊急セミナー

～JACOセミナーにご期待ください～

ISOの マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム 規 格

を開催し、最新動向についてお伝えしま
したが、今回は2部構成とし、第1部で

統合に向けた再構築がこれまでよりも容

は3月の緊急セミナーにご参加できなか

（MSS）
関係委員会が共同開発した
「MSS

易になると考えられます。マネジメント

った皆様向けに「MSS共通要求事項」の

共通要求事項」
（ Annex SL）を採用した

システムの効率化などにより経営への貢

逐条解説を、第2部では、ISO 1 4 0 0 1

ISO 1 4 0 0 1の改正作業が今年2月に開

献度もタイプ1より高くなることが期待

改正のその後の進捗状況及びISO 9001

始され、既に3回の作業会合を終えまし

されます。3つめは新規格に準拠し成熟

改正の設計仕様書などに関する最新情報

た。ISO 9 0 0 1改正については7月に

度・有効性を向上するというものです。

を解説します。EMS、QMS関係者は

改正の設計仕様書が回付され、いよいよ

事業経営のプロセスへのEMS、QMSの

もとより、ISMS、FSMSなどすべての

11月に改正作業がスタートします。

反映というAnnex SLの趣旨に鑑みて、

MSS関係者に必須の情報です。

Annex SLでは、MSSの共通構成が

これまで以上にパフォーマンスの向上が

JACOは今後もこれら規格改正への

示されており、今後策定、改正される

必要となり、いわゆる成熟度や有効性を

対応のためのセミナーを逐次ご提供して
まいります。

高めていくことに重点をおくという考え
方です。4つ目は ISOへの準拠にこだ

適用と事業プロセスへの組み込みが志向

わらず、パフォーマンス向上に主眼

され、事業経営のマネジメントシステム

をおく場合です。JACOではカスタ

に環境や品質などのマネジメントシステ

ムテイラード監査（ CTAF ）や2者

ムを固有要素として統合化することが求

監査などの新規事業でこれらの要望

められており、今後はより経営に直結し

にお応えしています。

たEMSやQMSの構築が必要となります。

以上のように、お客様のニーズが

ISO 14001の改正版は2014年末か

多様化することが予想されますが、

ら2015年初頭にかけて、その数ヵ月後

JACOはこれらすべてのニーズに対

にISO 9 0 0 1の改正版がそれぞれ公表

応した肌理の細かいセミナーをタイ

される予定で改正作業が進められていま

ムリーに提供してまいります。その

JACOセミナーにご期待ください。
CTAF
2者監査
Ⅳ
タイプ

ISO規格は基本的に同じ構成を持つこと
になります。また組織の戦略レベルでの

経
営
へ
の
貢
献
度
現

非ISO

タイプ
タイプ
タイプ
タイプ

Ⅰ
：
Ⅱ
：
Ⅲ：
Ⅳ：

Ⅲ
プ
タイ
プⅡ
タイ
移行可
状

タイプⅠ

マネジメントシステムの充実度

ISO

EMS、QMS各々で新規格へ移行
Annex SLの特徴を活かし 、EMS、QMSを統合
新規格に準拠し成熟度・有効性を向上
ISO準拠にこだわらず 、
パフォーマンス向上
（CTAF、
2者監査等）

図１ 規格改正で多様化するお客様のニーズ

すが、上述のように今回は大幅な改正内
容であり、図1に示すようにお客様のニ
ーズは多様化するものと予想されます。
図1は原点に現在の状況をとり、横軸は

マネジメントシステム規格共通要求事項を採用した
緊急
セミナー ISO 14001/ISO 9001改正の最新状況
【開催日】

原点から右方向にISO規格に基づいたマ

東京会場：2012 年 10 月 29 日（月）、11 月 22 日（木）
大阪会場：2012 年 11 月 7 日（水）、11 月 29 日（木）

ネジメントシステムの充実度が向上する

【開催時刻】 第 1 部 10:00 ～ 11:30

ことを示しています。一方原点から左方

【開催場所】 東京会場：東京都港区赤坂 2-2-19 アドレスビル 4 階 JACO セミナーセンター

向にはISO以外の基準などに基づくシス
テムの充実度が向上します。縦軸は経営
への貢献度を示しています。
まずお客様のニーズの1つめは、EMS、
QMS各々で新規格へ移行する場合で
す。現状のマネジメントシステムを大き
く変えずに移行する方向性です。2つめ
はAnnex SLの特徴を活かし、EMS、
QMSを統合する場合です。MSSの構成
がISO 1 4 0 0 1と9 0 0 1とで基本的に
同じになりますので、マニュアルなどの

14 
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第 2 部 12:30 ～ 14:30

大阪会場：大阪市北区堂島 2-1-7 日販堂島ビル 8F JACO 関西支社
【プログラム】
第1部

MSS 共通要求事項の解説とISO 14001/9001 改正の経緯

第2部

ISO 14001 改訂の最新状況（第３回作業会合結果速報）と
ISO 9001 改正に向けての最新状況および質疑

【講師紹介】 吉田

敬史

合同会社グリーンフューチャーズ 社長

ISO/TC207/SC1（環境マネジメントシステム）日本代表委員、国内委員会 委員長、
同 WG3（ISO 14005 対応）国内委員会 委員長、
ISO/TC176（品質マネジメントシステム）国内委員会 委員

【受講料】 第 1 部、第 2 部とも：8,400 円（税込）/ 第 2 部のみ：5,250 円（税込）
福岡（11月 28 日）、名古屋（12月17日）、金沢（12 月18日）でも開催します。
※セミナーの詳細は→ http://www.jaco.co.jp/seminar

2012 年下期スケジュール
コース
【CEAR承認】ISO 14001環境
審査員研修コース 5日
【CEAR承認】審査員資格更新

内部環境監査員
養成コース 2日

環境マネジメントシステム

EMSパワーアップ講座

EMSリニューアル講座

【2012年度】
環境審査員
CPD

東京

5時間コース

11月

12月

15〜19

12〜16

10〜14

大阪
東京

東京

大阪

日
1月

11

29〜30
15〜16

19〜20
8〜9
26〜27

17〜18

17〜18

28〜3/1

20〜21 22〜23 12〜13
4

大阪

5

21〜22
4〜5
25〜26

26
11

31

4

大阪

4
17

12

大阪

23

10

18
8

27

東京

8〜9

7〜8

大阪

19〜20

18〜19

環境側面と環境影響評価研修 ＊）

8

7

大阪

19

18

東京

9

8

20

19

東京

8

25

大阪

12

21

コース 1日（構築基礎2日目と共同） 大阪
経営者・管理者
コース 半日 ＊）

名古屋
エネルギー
マネジメント
システム

18

【CEMSAR承認】 東京
審査員特定研修
大阪
コース ３日

地球温暖化対策ダイジェスト入門 １日
（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

労働安全衛生
システム

6

東京

12

東京

養成コース 2日

大阪

構築実務

東京

コース 2日

大阪

審査員/主任審査員
トレーニングコース 5日

食品安全MS

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
FSSC 22000内部監査員

12〜14

東京

内部監査員
マネジメント

27〜3/1

17〜19

20〜21

21〜22
29〜30

東京

養成コース 2日

大阪

内部品質監査員レベルアップコース

東京

1日
（プロセスアプローチ活用）

大阪

ISO 9001：2008

東京

規格要求事項解説コース 2日

大阪

ISO 9001：2008

東京

規格の解説コース 1日

大阪

ISO 9001 経営者・管理者

東京

コース 半日

大阪

ISO 9001 シェイプアップ講座

東京

1日

大阪

研修コース 5日

M
S

29

東京

最新状況セミナー

大阪

29

10〜11
15

18
10
24
24
3
8

東京

26〜30

11〜15
18〜22

東京

ISMS構築
基礎コース 2日

大阪

【JRCA承認】ISMS審査員
リフレッシュコース 1日
ISMS審査員 CPD 5hr①

東京
東京

ISMS運用活用セミナー

東京

ISMS内部監査員レベルアップ

東京

審査員コンバージョン
トレーニングコース 3日
マネジメント
システム

内部監査員

22〜23 15〜16

10〜11

28〜29

6
12
24

30

8
14

27

東京

28〜30

20〜21

東京

19

ISO 22301：2012

東京

20

規格解説コース 1日

大阪

内部監査員

東京

規格要求事項の

21〜22
31〜2/1

9

東京

養成コース 2日

24〜25 25〜26 25〜26

14〜15

東京

ISMS審査員 CPD 5hr③

ITサービス

5

31

5〜6

21

18〜19

大阪

● 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。

（株 ）日本環境認証機構 技術部
【お問合せ先 】

東京

18〜19

東京

1〜2

養成コース 2日＆1日
ISO 14001/ISO 9001規格改正

15
15〜16

12〜13

養成コース 2日

東京

11〜12

19

大阪

システム

28

21〜22

養成コース 2日

マネジメント
5〜6

東京

3月

17〜18

大阪

事業継続

大阪
東京

2月

20〜21 21〜22
1〜2

東京

解説 1日

26〜30

25〜26

ISMS内部監査員

3〜4

東京

日
1月

3〜7

資格拡大研修コース 3日

31〜2/1

5〜6

催

12月

大阪

【JRCA承認】ISMS審査員
情報セキュリティ

（構築基礎1日目と共同）＊）

東京

内部品質監査員

【JRCA承認】ISMS審査員

名古屋
規格要求事項の解説コース 1日

11月

東京

【JRCA承認】ISO 9000

22
15

開
10月

審査員研修コース 5日

14

名古屋

構築基礎コース ２日 ＊）

11〜15

7

4〜5

開催
場所

コース

3月

21〜25 18〜22

22
9〜10

2月

25〜3/1

東京

東京

催

26〜30

大阪

東京
1日コース及び

開
10月

品質マネジメントシステム

リフレッシュコース 1日

開催
場所

２０１２年10月２日現在
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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

7 29

注1）上記 ＊）マークの日程については、変更される場合があります。
お申込みの際には、JACO 研修ホームページ http://www.jaco.co.jp/seminar/ にてご確認ください。
◆下記のコースにつきましては、開催日程のご希望をお伺いしております。
JACO 研修ホームページ http://www.jaco.co.jp/seminar/ からご受講希望フォームをお送りください。
【CEAR 承認】EMS審査員資格拡大研修コース ３日
（東京、大阪）
環境

内部環境監査員養成コース ２日
（札幌、仙台、金沢、名古屋、福岡）注 2）
環境マネジメントシステム入門コース １日
（東京、大阪）
環境法と関連地方条例の解説 １日
（東京、仙台、金沢、名古屋、福岡）

品質

エネルギー

【JRCA 承認】ＱＭＳ審査員資格拡大研修コース ３日
（東京、大阪）
内部品質監査員養成コース ２日
（札幌、仙台、金沢、名古屋、福岡）注 2）
エネルギー審査員研修コース ５日
（東京、大阪）
エネルギー審査員資格拡大コース ３日
（東京、大阪）

注 2）ご希望の会場につきましては、info-g@jaco.co.jpまでご連絡ください。
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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

今年は残暑が厳しく10月に入っても日中は汗ばむ陽気が続いていまし
たが、あっという間に時間は過ぎ、2012年も残すところあと2ヵ月と
なりました。CS 担当になりまだ日が浅いですが、執筆者の方をはじ
め、たくさんの方々のご協力のおかげで、この23号を無事にお届けで
きたことを嬉しく思います。これからも皆様のお役に立てるよう取組

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）

んでまいりますので、よろしくお願いいたします。
（しい えす子）

● 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。

