
２０１８年４月

ＩＳＯ認証取得組織の皆様へ

KHK-ISO審査センター

2018年度
ＫＨＫ-ＩＳＯ情報交換会

開催のご案内
－皆様方の経営・事業運営により役立てていただくために－

今年度の情報交換会では、“皆様方の経営・事業運営により役立てていただくために”

をテーマに『マネジメントシステム規格の運用を通じた経営への貢献・役立ち』と『成果

を得るマネジメントシステムの運用事例』を演目として、経営者・管理者向けも意識した

講演を行う予定です。

加えて、2015年版への移行が完了していないお客様向けの『2015年版への移行円滑化措

置』、運用による成果の創出の観点から『環境マネジメントシステムの運用成果を生み出

す視点』、お客様の選択肢及び利便性向上を図るための『審査料金の平準化と契約形態の

変更』などをご提案させて頂くとともに、複数サイト組織を有するマネジメントシステム

の審査工数及び労働安全に係るISO 45001に対するKHK-ISOの対応を説明させて頂きます。

マネジメントシステムの運用に有益な情報入手を図っていただくため、皆様方の担当審

査員の参加も推進しておりますので、是非ご参加ください。

１．開催地（開催日順）

開催地 開催日 開催場所(最寄り駅) 定員

東 京 ５月３１日(木) 中央大学駿河台記念館（ＪＲ御茶ノ水駅） ２４０名

広 島 ６月 ７日(木) ＲＣＣ文化センター（ＪＲ広島駅） １２０名

名古屋 ６月１３日(水) 名古屋商工会議所（地下鉄伏見駅） １７０名

大 阪 ６月１５日(金) 天満研修センター（ＪＲ天満駅） １００名

福 岡 ６月２８日(木) 福岡県中小企業振興センター（ＪＲ吉塚駅） １００名

２．参加費 無 料



３．講演内容（各会場共通）

13:00 受付開始

13:30～13:35 開会挨拶
13:35～14:35 マネジメントシステム規格の運用を通じた経営への貢献・役立ち

（KHK-ISO審査センター）
14:35～15:35 成果を得るマネジメントシステムの運用事例

（登録組織様）
15:35～15:50 <休憩>
15:50～16:55 ①2015年版への移行円滑化措置

②環境マネジメントシステムの運用成果を生み出す視点
③改訂IAF MD1（複数サイト組織が運用するマネジメントシステ
ムの審査と認証の為のIAF基準文書）の内容及びKHK-ISOの対応

④審査料金の平準化と契約形態の変更
⑤ISO 45001の発行とKHK-ISOの対応

（KHK-ISO審査センター）
16:55～17:00 閉会挨拶
17:00～ 懇親会

※各会場の資料は、当日配布します。

※講演内容及び時間割は、変更になる場合があります。

※担当審査員やお客様同士の懇談、個別のご質問などを気軽にしていただくため、終了後

に懇親会（立食パーティ形式）を開催いたします。

4．お申込方法

添付の参加申込書に必要事項を記入の上、2018年4月27日（金）を目処にＦＡＸで

お申込ください。

◇なお、恐縮ですがお申込は１認証につき２名までとさせていただきます。

（2名を超えるご希望の場合は、下記までご相談下さい。）

◇定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。

５．会場案内図

添付の地図をご参照下さい。

６．お問い合せ先

KHK－ISO審査センター：田中（陽一郎）、南

TEL.03-5405-1160 FAX.03-5405-4890

＜個人情報の取扱いについて＞

・ＫＨＫでは、いただいた個人情報は、この情報交換会の受付のために使用するほか、当センターが開催する ＩＳＯ関連

セミナー等の案内に使用する場合があります。

・ＫＨＫでは、いただいた個人情報は、ご本人の許可なく意図的に外部に公表・提供することなく適切に管理いたします。

（法令により開示しなければならない場合を除きます。）



KHK-ISO審査センター 申込日：      年　　　月　　　日
ISO推進グループ 宛

FAX:03-5405-4890

□東京会場　５月３１日  　 

□広島会場　６月７日

□名古屋会場　６月１３日 　　　　 

□大阪会場　６月１５日 　

□福岡会場　６月２８日

貴社名（貴組織名）

登録番号 ※登録番号は登録証に記載されています。

所属部署名 所属部署名

電話番号 　　　（ 　　） 電話番号 　　　（ 　　）

懇親会への参加
（○を付けてください）

参加票送付ＦＡＸ番号 （ ）

※本申込書到着後に受付処理を行い、受付番号を記載して「参加票」としてＦＡＸでご返送いたします。

※下欄の受付番号はＫＨＫで記入しますので記載しないで下さい。

＜ＫＨＫ使用欄＞
お申込、ありがとうございました。次の番号で受付いたしました。

本紙が「参加票」となりますので、当日ご持参下さい。

受付番号
参加者① 参加者②

2018年度　KHK-ISO情報交換会

参加申込書／参加票

連絡先

参加者氏名

(ﾌﾘｶﾞﾅ) (ﾌﾘｶﾞﾅ)

参加者① 参加者②

申込会場名
(ご希望会場をチェックしてください）

参加する　・　参加しない 参加する　・　参加しない



 
 

KHK-ISO 情報交換会  
東京会場 ご案内  

５月３１日（木） 

受付開始 １３：００ 講 演 １３：３０～１７：００（2F ２８１）

           懇親会 １７：００～１９：００（3F ３７０）

会場：中央大学駿河台記念館 
東京都千代田区神田駿河台 3－11－5 TEL：03-3292-3111 

 

JR 中央・総武線 御茶ノ水駅 車、徒歩約 3 分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅下車、徒歩約 6 分 

東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅下車（B1 出口）徒歩約 3 分  

都営地下鉄新宿線 小川町駅下車（B5 出口）徒歩約 5 分 

お問い合わせ先 

KHK－ISO 審査センター 

〒1058447 東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 11F 

TEL 03-5405-1160   FAX 03-5405-4890 
 



 
 

KHK-ISO 情報交換会  
広島会場 ご案内 

６月７日（木） 

受付開始 １３：００ 講 演 １３：３０～１７：００（7F ７１２）

           懇親会 １７：００～１９：００（７F ７０３）

会場：RCC 文化センター  
広島県広島市中区橋本町 5-11 TEL：082-222-2277 

 

広島駅（南口・在来線口）から徒歩 10 分 ※駅西高架橋の西側に歩道橋があります。 

あるいは銀山町から徒歩 5 分です。 

お問い合わせ先 

KHK－ISO 審査センター 

〒1058447 東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 11F 

TEL 03-5405-1160   FAX 03-5405-4890 
 

RCC 文化センター 



 
 

KHK-ISO 情報交換会 
名古屋会場 ご案内 

 ６月１３日（水） 

受付開始 １３：００ 講 演  １３：３０～１７：００(2F 大ホール) 

           懇親会  １７：００～１９：００（2F 名商グリル）

会場：名古屋商工会議所ビル 
名古屋市中区栄 2-10-19  電話 ０５２－２２３－５９８５ 

地下鉄伏見駅（東山線・鶴舞線）下車、5 番出口より南へ徒歩 5 分です。 

（名古屋駅より東山線で 1 区間） 

お問い合わせ先 

KHK－ISO 審査センター 

〒1058447 東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 11F 

TEL 03-5405-1160   FAX 03-5405-4890 

 

お気をつけてお越し下さい。 

お問 合わせ先



 
 
 

KHK-ISO 情報交換会 
大阪会場 ご案内 

 

６月１５日（金） 
受付開始 １３：００ 講 演 １３：３０～１７：００ 

                      （１０１ホール） 

           懇親会 １７：００～１９：００ 

                        （研修室Ｃ） 

会場：天満研修センター 
大阪府大阪市北区錦町２丁目２１ TEL０６－６３５４－１９２７ 

JR 天満駅から徒歩２分、地下鉄堺筋線 扇町駅から徒歩７分です。 

お問い合わせ先 

KHK－ISO 審査センター 

〒1058447 東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 11F 

TEL 03-5405-1160   FAX 03-5405-4890 
 



 

 

KHK-ISO 情報交換会 
福岡会場 ご案内 

６月２８日（木） 

 
受付開始 １３：００ 講 演 １３：３０～１７：００（4F ４０１） 

           懇親会 １７：００～１９：００（5F ５０１） 

会場：福岡県中小企業振興センター 
福岡市博多区吉塚本町９-１５ TEL:092-622-0011 

 

JR 吉塚駅（東口徒歩１分） 

お問い合わせ先 

KHK－ISO 審査センター 

〒1058447 東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 11F 

TEL 03-5405-1160   FAX 03-5405-4890 
 


