
マネジメントシステム
パフォーマンス講座

特徴②

主任審査員による
オリジナルプログラム

特徴①

経営に役立ち、お取引先からも
評価されるマネジメントシステム

現在、日本国内における組織のマネジメントシステム運用姿勢は、二極化しています。「登録証さえあればいい」
という組織と、「登録証だけでなく、事業のパフォーマンス向上という運用成果もほしい」という組織です。

私たちペリージョンソン ホールディングは、あるべき姿のマネジメントシステムを追求し、有効性を高めてよりよ
いパフォーマンスを発揮するために、みなさまと共に学びを深める活動をしています。

ペリージョンソン レジストラーの主任審査員として豊富な審査経験を持ち、かつ、ビジネスコンサルタントとして
も活躍する講師陣が、本プログラムを開発しました。

過去4年間の修了生はすでに300名を超え、2016年からは東京だけでなく大阪でも講座をスタート。全国から受講
者が集っています。単に規格の要求事項を学ぶにとどまらず、体系的にマネジメントシステムを修得することができ
るオリジナルプログラムです。

・すでに認証取得済みのマネジメントシステムを、企業活動のパフォーマンス向上に生かしたいとお考えの方
・ISOの認証取得を検討中の企業にお勤めの方
・定年退職後に審査員やコンサルタントとして活動したい方
・コンサルティングファームにお勤めの営業担当の方
・コンサルタントとして活動している方
・マネジメントシステムパフォーマンス講座（旧コンサルタント育成プログラム）を修了された方

対象 業種、年齢、これまでのご経験に関係なく、マネジメントシステムを有効に活用したい意欲のある
方に最適の講座です。

※認証機関がPJR以外の方も歓迎いたします　※再受講は何回でも可能です

会場は選べる2カ所 東京／大阪
＊お問合せ先＊

ペリージョンソン ホールディング 株式会社　セールスサポートスペシャリスト
東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー9F

　TEL：03-5774-9805　E-mail：seminar@pjr.jp
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プログラム 講師陣

第1講
・入校式
・マネジメントシステムパフォーマンス講座の概要、講師紹介
・ISO 9001：2015の概要

第2講 組織の状況
4.1　組織及びその状況の理解
4.2　利害関係者のニーズ及び期待の理解
4.3　品質マネジメントシステム適用範囲の決定

第3講 プロセスアプローチ 4.4　品質マネジメントシステム及びそのプロセス

第4講
リーダーシップ 5.1　リーダーシップ及びコミットメント

事業プロセスへの統合
5.2　方針
5.3　組織の役割，責任及び権限

第5講 リスクに基づく考え方
6.1　リスク及び機会への取組み
6.2　品質目標及びそれを達成するための計画策定
6.3　変更の計画

第6講 支援

7.1　資源
7.2　力量
7.3　認識
7.4　コミュニケーション

第7講
文書化した情報 7.5　文書化した情報

効果測定

第8講
運用の計画 8.1 　運用の計画及び管理

顧客要求事項の明確化および設計・
開発プロセス 

8.2 　製品及びサービスに関する要求事項
8.3　 製品及びサービスの設計・開発

第9講 購買管理・委託先管理 8.4 　外部から提供されるプロセス，製品及びサービスの管理

第10講
製造およびサービス提供の管理

8.5 　製造及びサービス提供
8.6 　製造及びサービスのリリース

不適合なアウトプットの管理方法 8.7 　不適合なアウトプットの管理

第11講
パフォーマンス評価　 9.1　 監視，測定，分析及び評価

効果測定

第12講 内部監査支援実施
9.2 　内部監査
9.3 　マネジメントレビュー

第13講
改善 10.1 　一般

是正処置 
【ステージ1・ステージ2対応】　

10.2　不適合及び是正処置
10.3　継続的改善

第14講 ・コース全体のまとめ
・習得した知識の活用法（指導と助言の具体的手法、注意点）

第15講
・コーポレートメンバーとしての今後と注意事項
・マネジメントシステムパフォーマンス研究会のご案内
・最終効果測定
・判定試験

お申し込み概要

新谷 雅年
ペリージョンソン ホールディング 株式会社
取締役　営業統括本部長

内部統制システム構築支援のエキスパートとして、多く
のプロジェクトチームを統括。その実績をもとに多岐にわ
たる業種、分野でのビジネスコンサルティングを行い、経
営層から高く評価されている。事業戦略のヒアリングや的
確なリスク抽出による最適なガバナンスに基づいたコンプ
ライアンス体制構築支援にも定評があり、必要とされる解
決策の具現化に向けて顧客の実情に合わせた柔軟かつ実効
性のある指導力を発揮し、深い信頼をいただいている。

現在は、取締役営業統括本部長として営業部門を率い、
新たな事業分野の開拓にも注力している。

白相 雅巳
ペリージョンソン ホールディング 株式会社
取締役　教育事業統括本部長

上場企業を中心にERM（全社的リスクマネジメント）、内部統
制（会社法/J-SOX）、BCP（事業継続計画）などのコンサルティン
グを幅広く実施。ペリージョンソン アカデミー学長として、規
格改正対応、内部監査員育成、コンプライアンス、個人情報保護
等に関する実践的な教育プログラム開発および実践を指揮し、
品質、情報セキュリティの主任審査員として審査活動も行う。

前職では、国際宇宙ステーション日本側実験モジュールのマ
ンマシンインターフェース設計評価プロジェクトに長年携わ
り、NASA国際会議などで発表。現在は、取締役教育事業統括本
部長として、審査員・コンサルタントの育成・指導にも携わる。

佐藤 哲郎
ペリージョンソン ホールディング 株式会社
ペリージョンソン レジストラー
品質・環境プログラムマネージャー

電子部品メーカー、半導体ソフトウ
ェア開発会社、コンサルティング会社
を経て、PJR入社。品質マネジメント
システム（ISO 9001）、環境マネジメ
ントシステム（ISO 14001）の主任審
査員としてこれまでに約1,600件の審
査活動を行ってきたかたわら、2015年
以降は毎年10件以上のセミナー・講
演を行い、経営ツールとしてのISOマ
ネジメントシステムの普及・発展に取
り組んでいる。

篠田 鎮嗣
ペリージョンソン ホールディング 株式会社
ペリージョンソン コンサルティング
シニアコンサルタント

産業機械・航空機部品製造業におけ
る内部統制システム構築などで培われ
た客観的かつ論理的思考法に加え、社
員教育、事業計画策定などの豊富な経
験による分析・理解力、コミュニケー
ション能力や行動力には定評があり、
特に試験・研究分野においては顧客か
らの厚い信頼をいただいている。

主任審査員としての経験も豊富で
ISO 9001、ISO 14001など幅広い分野
の認証審査に携わった経験を持つ。

牧村 祐二
ペリージョンソン ホールディング 株式会社
ペリージョンソン コンサルティング
アソシエイトコンサルタント

流通関連分野での経験を生かしたリ
スクアセスメント、利益改善、多元管
理、業務改善など現場に重点をおいた
ビジネスコンサルティングに高い評価
があり、その姿勢は人柄とともに常に
顧客より深い信頼をいただいている。
中でも食品製造業においては内部統制
システム構築、危害分析などに豊富な
実績がある。

ISO 9001、ISO 14001主任審査員と
しても幅広い分野で実績を持つ。

受講に際してご用意いただくもの
● 規格書 2 種

1）JIS Q 9000:2015　品質マネジメントシステム－基本及び用語
定価￥4,000（税抜）

2）JIS Q 9001:2015　品質マネジメントシステム－要求事項
定価￥3,600（税抜）

受講確定者は、定価の40％割引でご購入いただけます。
● 受講証用の顔写真データ

データサイズ、形式等は、受講確定後に別途ご案内いたします。

ご希望のコース・会場を選び、お申し込みフォームからご連絡ください

通学コース 録画コース
全15回を東京もしくは
大阪の会場に通学して
学習するコースです。
［各会場定員20名］
※定員を超える場合は抽選

全15回のうち、第1講と
第15講のみを東京もしく
は大阪の会場に通学し、
残りはインターネット通信
で学習するコースです。

東京 大阪 東京 大阪

お申し込みフォーム　https://www.pjr.jp/msp

※録画コース視聴用のID・パスワード管理は、受講者の責任となります。ID・パスワードを他者へ教えることは禁止です。
※録画コース用の撮影やSNSへの投稿に際し、万が一、撮影掲載を希望されない場合には、個別にお申し出ください。

©2017 Perry Johnson Holding, Inc.©2017 Perry Johnson Holding, Inc.



特典① 録画動画による復習・SNSグループでの交流
● 欠席時の補講や復習に「録画コース」もご用意。ご自宅や職場のPC・タブレットなどで、何度でも繰り返し受講で

きます。遠方で毎月の通学が難しい方も、第1講と第15講のみの通学で講座を修了できる仕組みです
● SNSグループへの参加で、受講者間の情報交換やペリージョンソンからの最新情報が配信されます

活用例 さまざまな動機・目的に講座をご活用いただけます

・マネジメントシステム認証を事業のパフォーマンス向上に生かせていないという問題意識をもつ方
→企業内コンサルタントとして学んだことを実践し、不良率改善や経費適正化に貢献。 

経営層からの評価もアップ！？

・「あるべき姿のマネジメントシステム」は理解できるが、その具体的なイメージがわかない方
→改めて講義で「あるべき姿のマネジメントシステム」を理解し、講師の姿勢からペリージョンソン レジストラー

の審査方針を身をもって感じることで、納得して審査機関を変更。審査から多くの気づきを得て改善が進む！？

・第二の人生として、ISOコンサルタントになることを考えている方
→講義で順序立ててスキルを身につけ、「マネジメントシステム運用スペシャリスト」となった後、マネジメント

システムパフォーマンス研究会にも参加。業界動向など情報交換しあう場をもて顧客との会話もスムーズに！？

・航空宇宙産業に身をおいた経験を生かし、AS9100シリーズ審査員になることを考えている方
→審査を受けているときには聞けない審査員の実際を垣間見て挑戦することを決意。ISO 9001主任審査員資格取得に

際しては、受講料30％割引特典を活用！！

規格要求事項の解説にとどまらず、担当講師の豊富な経験を生かし、さまざまな業界の事例をもとにマネジメントシ
ステムの実践運用手法をレクチャーします。その優れた講師力により、「勉強して満足」ではなく、「ビジネスに使
ってみたくなる」効果的な実践学習が可能になります。

主な習得スキル
・ビジネスに役立つマネジメントシステム運用スキル
・結果だけに着目せず業務プロセスに焦点を当てた改善実践スキル

特典② 年 1 回の交流会「コーポレートメンバーデイ」参加
過去にマネジメントシステムパフォーマンス講座を修了された方やコンサルタントのみなさまが、年に 1 回、一堂に
会する交流会「コーポレートメンバーデイ」に参加できます。

※録画コース受講者も第1講と第15講は会場受講が必須です

特典③ 判定試験合格で
「マネジメントシステム運用スペシャリスト」資格取得
第15講の判定試験に合格すると、次の特典がある「マネジメントシステム運用スペシャリスト」資格が取得できます。
● 入会費・年会費制の勉強会「マネジメントシステムパフォーマンス研究会」に参加できます。第15講終了後のマネ

ジメントシステムパフォーマンス研究会［特別回］へは無料でお試し参加できますので、ぜひご活用ください
● 主任審査員を目指す方向けの「審査員/主任審査員研修コース（IRCA認定）」を30％割引価格で受講できます
● コンサルタントを目指す方には、優良コンサルティングファームへの推薦も可能です

＊お問合せ先＊
ペリージョンソン ホールディング 株式会社　セールスサポートスペシャリスト

東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー9F
　TEL：03-5774-9805　E-mail：seminar@pjr.jp
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