
㈱日本エイ・ビー・エス・キュイー
221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町 1-1 KDX横浜ビル 10階 

TEL:045-451-1161 / FAX:045-451-2775 
＜お問い合わせ＞ qej@abs-gr.co.jp 

品質、環境、労働安全衛生マネジメントシステムをより有効に活用していただくために、セミナーを用意

いたしましたのでご案内させていただきます。多くの皆様のご参加をお待ちいたしております。 

(日程は変更になる場合がございます。また今後追加開催される講座も含め最新の情報はホームページ等で確認をお願いします。) 

◇ A コース  

1. 主な対象 規格の基礎を学びたい方。社員教育の一環として 

2. 開催時間 13:30-16:30  3時間   時間内休憩あり 

3. 料金 無料 

4. 修了証書 発行無し 

5. 募集人数 各セミナー24名まで（定員になり次第締切ります） 

6. 会場 Microsoft Teams によるリモート形式 

日程 セミナー番号 セミナー名 

4月 4 日（火） 

13:30   16:30

2023-A-01 ISO9001:2015  

品質マネジメントシステム 基礎講座 

4月 6 日（木） 

13:30   16:30 

2023-A-02 ISO14001:2015  

環境マネジメントシステム 基礎講座 

◇ B コース  

 基礎講座 スキルアップ講座 

1. 主な対象 内部監査員になる予定の方。内部監査員の方 内部監査員の方のスキルアップ。管理責任者 

2. 料金 
1名 13,200円  (12,000+税 1,200) 

 （リモート形式の場合も同料金） 

1 名 15,400円 （14,000+税 1,400） 

 （リモート形式の場合も同料金） 

3. 開催時間 
講義3時間+演習 2時間＝計 5時間 

1時間程度の昼食休憩及び時間内休憩あり 

講義 1.5 時間+演習 3.5時間＝計5時間 

1時間程度の昼食休憩及び時間内休憩あり 

4. 修了証書 発行有り。セミナーの全ての時間に出席された場合に限ります。修了証書の再発行はいたしません。 

5. 募集人数 各セミナー24名まで（定員になり次第締切ります） 

6. 会場 
横浜 会議室 

但し新型コロナウイルス感染状況によりMicrosoft Teams によるリモート形式に変更する可能性有 

日程 セミナー番号 セミナー名 料金

 3 月 14日（火） 

10:00   16:00 

2023-B-01 ISO9001:2015 品質マネジメントシステム 

内部監査員基礎講座 

13,200 円 

（リモート形式の場合も同料金） 

 3 月 16日（木） 

10:00   16:00 

2023-B-02 ISO14001:2015 環境マネジメントシステム 

内部監査員基礎講座 

13,200 円 

（リモート形式の場合も同料金）

 4 月 11日（火） 

10:00   16:00 

2023-B-03 ISO45001:2018 労働安全衛生マネジメントシステム 

内部監査員基礎講座 

13,200 円 

（リモート形式の場合も同料金）

 5 月 23日（火） 

10:00   16:00 

2023-B-04 ISO9001:2015 品質マネジメントシステム 

内部監査員スキルアップ講座 

15,400 円 

（リモート形式の場合も同料金）

 5 月 25日（木） 

10:00   16:00 

2023-B-05 ISO14001:2015 環境マネジメントシステム 

内部監査員スキルアップ講座 

15,400 円 

（リモート形式の場合も同料金）

 8 月  1 日（火） 

10:00   16:00 

2023-B-06 ISO9001:2015 品質マネジメントシステム 

内部監査員基礎講座 

13,200 円 

（リモート形式の場合も同料金）

セミナーのご案内 2023 年の予定
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 8 月  3 日（木） 

10:00   16:00 

2023-B-07 ISO14001:2015 環境マネジメントシステム 

内部監査員基礎講座 

13,200 円 

（リモート形式の場合も同料金）

 8 月 22日（火） 

10:00   16:00 

2023-B-08 ISO45001:2018 労働安全衛生マネジメントシステム 

内部監査員スキルアップ講座 

15,400 円 

（リモート形式の場合も同料金）

開催要項 

 会場-横浜 会場-リモート形式 

1. テキスト 当日配布 予め配布 

2. 修了証書 

(B コースのみ) 
セミナー終了時に発行 後日発行（各時間帯において出席点呼実施） 

3. 持ち物 参加証受付提出用 

筆記用具 

セミナー該当規格 

飲み物・Bコース受講時の昼食 

マスク着用等コロナ感染予防対策をお願い

いたします 

事前にお送りするTeamsへの参加メール 

筆記用具 

セミナー該当規格 

飲み物・Bコース受講時の昼食 

リモートの場合：PC等機器類とインターネッ

ト通信設備 

4. 会場 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1   

KDX横浜ビル 

横浜駅より徒歩約5分 

JR ホームから東京寄りの「きた東口 A」へ向

かう階段・改札の利用が便利です 

「きた東口A」出口より階段を上り、国道 1 号

線まで出て、東京方面（左）に進み、ローソ

ン前の信号を渡った左側 

開始時間の 15分前に開場 

会場内禁煙。ビル内喫煙所を利用ください 

詳細は参加証送付時にご案内いたします 

参加者様によりご準備ください。講師は弊

社からリモートにて講義を行います 

Microsoft の Teamsによるリモート 

参加者様のメールアドレスを事前にお伺い

し、そのアドレスに Teams に接続するため

のメールを送ります 

Teams への接続メールが届かない場合に

はご連絡ください。 

1 つのアドレスで複数人が参加される場合

は参加方法を予めお知らせください。参加

される方は予めお申込みをいただいた方

に限ります 

接続設定は貴社にてお願いいたします 

セミナー開始15分前にTeamsへの接続を

開始してください 

参加者様側の音声及び映像を配信してい

ただきます。周囲の音や背景の映り込みな

どへの対応をお願いいたします 

5. 開催にあたり 録音・録画はお断りいたします 

配布資料の当セミナー以外での使用はお断りいたします 

１回のセミナーにつき、お申込が 2 組織を下回り、公平性の確保が懸念される場合は中止とさ

せていただく場合がございます 

セミナーの変更・中止の際は、事前にお申込者様にご連絡をいたします 

講師によるマネジメント適用に関するお客様固有の事項に対する解決策提供はできません 
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- - - - - - - - - 申込書 - - - - - - - - - 

切り取らずにこのまま FAX 又はメールでお送りください。 

FAX：045-451-2775  e-mail:qej@abs-gr.co.jp

ご記入日 年 月 日 

開催日 2023 年     月     日 セミナー番号 2023-      

セミナー名       

フリガナ       （社印）

貴社名       

ご 住 所 
〒      

      都道府県 

ご担当者名       部署名       

TEL       -       -       FAX       -       -       

メール       

 お名前 フリガナ メールアドレス 

ご参加者①                   

ご参加者②                   

ご参加者③                   

希望参加形態 
会議室を会場として予定しているセミナーにつき、新型コロナウイルス感染状況により、リモート形式への変更も考えま

す。すべてのご意見に対応はできませんが、ご希望の参加形態がありましたらお知らせください。 

1. 申込書に必要事項をご記入の上、FAX又はメールでお申し込みください。 

2. メールでお申込みの場合で貴社印の押印が難しい場合には、お申込み時のメール及び申込書をもって押印に代用す

ることも可能ですので、ご相談ください。 

3. お申込を受付後、申込確認書をお送りします。定員（各 24名）になり次第締め切りとさせていただきます。 

4. 各セミナーの約1 ヶ月前から参加証及びBコースの場合は受講料の請求書をお送りいたします。 

領収証は振込票をもって代えさせていただきます。 

*支払期限に関わらず、お申込後は以下のキャンセル料が発生します。 

  セミナー開催日の 14日前～当日のキャンセル：参加費用全額 

ご参加者の変更は当日まで可能です。 

5. 都合によりやむなく日程が変更又は中止となる場合がございます。 

セミナーの変更・中止の際は、事前にご担当者様にご連絡いたします。 

また、弊社の都合で中止となった場合にはBコースの料金は全額返金いたします。 

6. リモート形式でのセミナーの場合、 

弊社の事情でリモート接続ができずセミナーに支障が出た場合＝状況に応じ返金をいたします。 

貴社の事情でリモート接続ができなかった場合＝返金はいたしません。 

7. 席に余裕がある場合には前日まで申し込みを受け付けますので、メールでお問い合わせください。 

8. 申込書の送信・送付後に上記の各種書類が届かない場合にはお手数ですが弊社までご連絡ください。 

9. ご記入いただく個人情報は、参加申込以外の目的には使用しないことを確約いたします。 

10. 会場内でのマスクの着用等、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いいたします。 


