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システム審査登録センター（BL-QE）

ＩＳＯ認証取得は、
新たなスタートライン。

● ISO EYE’S

｢　　力｣とISO MS
（財）ベターリビング システム審査登録センター長  有馬 正子
　・「力」とは、個人あるいは組織が一定の
　  成果を上げるためのキーワード
　・「育成力」と「自育力」の習慣化が成果を引き出す基礎になる
●北から南から
　・新規登録組織　3月度 ： 8件、4月度 ： 3件、5月度 ： 17件
　・認証交付式には、3社にご出席いただき、
　 お喜び、抱負のお言葉をいただきました。
●ＩＳＯで進化する組織紹介 
  株式会社 宮原組
　・ISO認証取得を通じて、顧客満足や環境への意識が向上
　・地域貢献活動にも力を注ぎ、小学校にビオトープを造成
　・ISO9001と1SO14001の複合審査で、社内の管理業務を軽減
●ISO9001（JIS Q 9001）：2008を４回にわたって解説
  品質マネジメントシステム 規格解説シリーズ［2］
   4.1 一般要求事項　 4.2.4 記録の管理
   5.4.1 品質目標　 5.5.2 管理責任者　 6.2.1 一般
   6.2.2 力量、教育・訓練及び認識
●環境の「 ？ 」に答える-2
  省エネについて
   2010年に発行予定のISO50001（エネルギーマネジメントシステム規格）に
   関する疑問や質問にもお答えします。
●BL-QE information
  ISO9001:2008対応
   ・品質内部監査員養成セミナー
   ・品質内部監査員レベルアップ研修【有効性監査技法（初級）】

ISO NET（Center for Better Living）2009年（平成21年）7月17日発行 Vol.80

検 索ベターリビング

写真：株式会社 宮原組が造成した
　　 小学校のビオトープの風景

ISO NET（Center for Better Living）Vol.80 2009年7月17日発行
発行　財団法人 ベターリビング システム審査登録センター
　　　代表者：センター長　有馬正子
　　　担　当：企画管理室
　　　TEL：03-5211-0765　FAX：03-5211-0594
　　　ホームページ：http//www.cbl.or.jp/

本誌は、組織から受領した経営者及び「品質／環境マネジメントシステム審査登録申請書」
に記載されている「申請者」宛に、発行の都度送付しております。送付業務は、効率的に一
日も早くお届けできるように、弊センターから「宛名ラベル」を提供し発送を委託しております。
弊センターは、発送委託業者との間における請書において、再委託業務も含めた機密保持
義務を課す項目を定め管理を徹底するように努めております。今後ともこのような対応をいた
します。

品質内部監査員養成セミナー
新規内部監査要員養成のためのセミナーです。
規格の解説から、内部監査実施方法まで、ロールプレイを中心とした実践的な内容になっています。
●大阪会場

ISO9001:2008対応

日 時
開 催 場 所
交通のご案内

●熊本会場
日 時
開 催 場 所
交通のご案内

同封のお申し込み書に必要事項をご記入のうえ、ファックスでご送付ください。
お問い合わせ先 ： 社団法人 リビングアメニティ協会（ALIA）  担当 ： 杉山、佐川 tel: 03-5211-0540まで

料金等のご案内

社団法人 リビングアメニティ協会（ALIA）開催のセミナーに、
BL登録組織は、割引料金で参加できます。

9月8日（火）・9日（水）〈2日間〉 9：30～17：00
大阪産業 創造館  〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5  TEL：06-6264-9800（代） 
地下鉄「中央線」堺筋本町駅下車徒歩約5分
地下鉄「堺筋線」堺筋本町駅下車徒歩約5分 ※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

11月11日（水）・12日（木）〈2日間〉 9：30～17：00
崇城大学市民ホール（熊本市民会館） 〒860-0805 熊本市桜町1番3号  TEL：096-355-5235
熊本交通センター～崇城大学市民ホール（市民会館）（徒歩2分） ※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

 参加費 ： 46,200円（テキスト料2,000円を含む税込）  BL登録組織割引料金 ： 40,950円
 定員 ： 24名（催行最少人数：8名）

りょく

※定員になり次第締め切らせていただきます。なお、開催１週間前までにお申し込み数が催行最少人数に満たない場合は、催行中止の通知をさせていただきます。

品質内部監査員レベルアップ研修【有効性監査技法（初級）】
・ 経営改善に寄与するQMSにしていきたい。
・ 内部監査の有効性を向上させたい。
・ 内部監査結果から経営改善につながるアウトプットを出したい。
そのためには、内部監査員のレベルアップがポイントです。
●大阪会場

ISO9001:2008対応

日 時
開 催 場 所

交通のご案内

料金等のご案内

10月21日（水） 9：30～17：00
大阪産業 創造館  
〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5  TEL：06-6264-9800（代） 
地下鉄「中央線」堺筋本町駅下車徒歩約5分
地下鉄「堺筋線」堺筋本町駅下車徒歩約5分 ※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

 参加費 ： 24,150円（テキスト料2,500円を含む税込）  BL登録組織割引料金 ： 18,900円
 定員 ： 24名（催行最少人数：7名）
※定員になり次第締め切らせていただきます。なお、開催１週間前までにお申し込み数が催行最少人数に満たない場合は、催行中止の通知をさせていただきます。

関西・九州エリアで
開催！ 

主催：社団法人リビングアメニティ協会（ALIA）

主催：社団法人リビングアメニティ協会（ALIA）

関西エリアで
開催！ 























ISOを知る、伝える、広げる、会報誌

Vol.80

〒102-0071 東京都千代田区富士見2-14-36 FUJIMI WEST TEL:03-5211-0765  FAX:03-5211-0594

システム審査登録センター（BL-QE）

ＩＳＯ認証取得は、
新たなスタートライン。

● ISO EYE’S

｢　　力｣とISO MS
（財）ベターリビング システム審査登録センター長  有馬 正子
　・「力」とは、個人あるいは組織が一定の
　  成果を上げるためのキーワード
　・「育成力」と「自育力」の習慣化が成果を引き出す基礎になる
●北から南から
　・新規登録組織　3月度 ： 8件、4月度 ： 3件、5月度 ： 17件
　・認証交付式には、3社にご出席いただき、
　 お喜び、抱負のお言葉をいただきました。
●ＩＳＯで進化する組織紹介 
  株式会社 宮原組
　・ISO認証取得を通じて、顧客満足や環境への意識が向上
　・地域貢献活動にも力を注ぎ、小学校にビオトープを造成
　・ISO9001と1SO14001の複合審査で、社内の管理業務を軽減
●ISO9001（JIS Q 9001）：2008を４回にわたって解説
  品質マネジメントシステム 規格解説シリーズ［2］
   4.1 一般要求事項　 4.2.4 記録の管理
   5.4.1 品質目標　 5.5.2 管理責任者　 6.2.1 一般
   6.2.2 力量、教育・訓練及び認識
●環境の「 ？ 」に答える-2
  省エネについて
   2010年に発行予定のISO50001（エネルギーマネジメントシステム規格）に
   関する疑問や質問にもお答えします。
●BL-QE information
  ISO9001:2008対応
   ・品質内部監査員養成セミナー
   ・品質内部監査員レベルアップ研修【有効性監査技法（初級）】

ISO NET（Center for Better Living）2009年（平成21年）7月17日発行 Vol.80

検 索ベターリビング

写真：株式会社 宮原組が造成した
　　 小学校のビオトープの風景

ISO NET（Center for Better Living）Vol.80 2009年7月17日発行
発行　財団法人 ベターリビング システム審査登録センター
　　　代表者：センター長　有馬正子
　　　担　当：企画管理室
　　　TEL：03-5211-0765　FAX：03-5211-0594
　　　ホームページ：http//www.cbl.or.jp/

本誌は、組織から受領した経営者及び「品質／環境マネジメントシステム審査登録申請書」
に記載されている「申請者」宛に、発行の都度送付しております。送付業務は、効率的に一
日も早くお届けできるように、弊センターから「宛名ラベル」を提供し発送を委託しております。
弊センターは、発送委託業者との間における請書において、再委託業務も含めた機密保持
義務を課す項目を定め管理を徹底するように努めております。今後ともこのような対応をいた
します。

品質内部監査員養成セミナー
新規内部監査要員養成のためのセミナーです。
規格の解説から、内部監査実施方法まで、ロールプレイを中心とした実践的な内容になっています。
●大阪会場

ISO9001:2008対応

日 時
開 催 場 所
交通のご案内

●熊本会場
日 時
開 催 場 所
交通のご案内

同封のお申し込み書に必要事項をご記入のうえ、ファックスでご送付ください。
お問い合わせ先 ： 社団法人 リビングアメニティ協会（ALIA）  担当 ： 杉山、佐川 tel: 03-5211-0540まで

料金等のご案内

社団法人 リビングアメニティ協会（ALIA）開催のセミナーに、
BL登録組織は、割引料金で参加できます。

9月8日（火）・9日（水）〈2日間〉 9：30～17：00
大阪産業 創造館  〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5  TEL：06-6264-9800（代） 
地下鉄「中央線」堺筋本町駅下車徒歩約5分
地下鉄「堺筋線」堺筋本町駅下車徒歩約5分 ※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

11月11日（水）・12日（木）〈2日間〉 9：30～17：00
崇城大学市民ホール（熊本市民会館） 〒860-0805 熊本市桜町1番3号  TEL：096-355-5235
熊本交通センター～崇城大学市民ホール（市民会館）（徒歩2分） ※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

 参加費 ： 46,200円（テキスト料2,000円を含む税込）  BL登録組織割引料金 ： 40,950円
 定員 ： 24名（催行最少人数：8名）

りょく

※定員になり次第締め切らせていただきます。なお、開催１週間前までにお申し込み数が催行最少人数に満たない場合は、催行中止の通知をさせていただきます。

品質内部監査員レベルアップ研修【有効性監査技法（初級）】
・ 経営改善に寄与するQMSにしていきたい。
・ 内部監査の有効性を向上させたい。
・ 内部監査結果から経営改善につながるアウトプットを出したい。
そのためには、内部監査員のレベルアップがポイントです。
●大阪会場

ISO9001:2008対応

日 時
開 催 場 所

交通のご案内

料金等のご案内

10月21日（水） 9：30～17：00
大阪産業 創造館  
〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5  TEL：06-6264-9800（代） 
地下鉄「中央線」堺筋本町駅下車徒歩約5分
地下鉄「堺筋線」堺筋本町駅下車徒歩約5分 ※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

 参加費 ： 24,150円（テキスト料2,500円を含む税込）  BL登録組織割引料金 ： 18,900円
 定員 ： 24名（催行最少人数：7名）
※定員になり次第締め切らせていただきます。なお、開催１週間前までにお申し込み数が催行最少人数に満たない場合は、催行中止の通知をさせていただきます。

関西・九州エリアで
開催！ 

主催：社団法人リビングアメニティ協会（ALIA）

主催：社団法人リビングアメニティ協会（ALIA）

関西エリアで
開催！ 


