
裏面の申込書でお申し込みください。 

特別認定講習実施機関 情報システム監査株式会社 

公認システム監査人特別認定講習ご案内 
  

● システム監査業務を行う上でも圧倒的な優位性を保ちます 

 公認システム監査人の資格は、システム監査業務を行う者として、実務に従事できることを証明します。 システム監査業務を実施

するにあたっては、業務担当者として資格を求められることがあります。公認システム監査人の資格はこのような場合にも活用すること

ができます。 
  

● システム監査人の資格を取得するための近道です 

 特別認定講習では、システム監査に必要な知識を習得します。また、修了資格は、研修直後に試験を受けるため、比較的容易

に取得できます。 
  

● 複数の資格所有者は受講が免除されることがあります 

 特別認定講習は、情報処理技術者等の特定の資格所有者を対象とした研修です。複数の資格を所有している方は受講を免除

されるコースがあり、より少ない研修を受講することで資格を取得できます。 
  

開催予定日 

締め切りを過ぎた場合でも、申し込みを受け付けることができる場合があります。一度ご連絡ください。 

また、開催予定日に参加の都合が合わない場合、2 名以上から申し込みがあれば、ご希望の日程に開催を調整することが可能です。ご相談ください。 

情報システムに関する知識コース 

東

京 

2017年秋 2017年 8月 21日(月)～2017年 8月 22日(火) （締め切り：8月 7日） 

2018年春 2017年 12月 11日(月)～2017年 12月 12日(火) （締め切り：11月 27日） 

大

阪 

2017年秋 2017年 7月 24日(月)～2017年 7月 25日(火) （締め切り：7月 10日） 

2018年春 2017年 11月 27日(月)～2017年 11月 28日 (火) （締め切り：11月 13日） 

 

システム監査に関する知識コース 

東

京 

2017年秋 2017年 8月 23日(水)～2017年 8月 24日(木) （締め切り：8月 7日） 

2018年春 2017年 12月 13日(水)～2017年 12月 14日(木) （締め切り：11月 27日） 

大

阪 

2017年秋 2017年 7月 26日(水)～2017年 7月 27日(木) （締め切り：7月 10日） 

2018年春 2017年 11月 29日(水)～2017年 11月 30日(木) （締め切り：11月 13日） 

 

論文およびプレゼンテーションコース 

東

京 

2017年秋 2017年 8月 25日（金） （締め切り：7月 28日） 

2018年春 2017年 12月 15日（金） （締め切り：11月 17日） 

大

阪 

2017年秋 2017年 7月 28日（金） （締め切り：6月 30日） 

2018年春 2017年 12月 1日（金） （締め切り：11月 2日） 

詳細な情報は弊社ホームページ http://www.isanet.co.jp/_edu/s4/index.htm をご覧ください。

http://www.isanet.co.jp/_edu/s4/index.htm


 

2017 年度秋期 特別認定講習申込書 
 

 情報システム監査株式会社  申し込みは FAX: 

03-5783-8679 
または左記 e-mail まで 

 （東京）〒108-0075 東京都港区港南 2-12-27 イケダヤ品川ビル 8 階  

 TEL：03-5783-8680（代） FAX：03-5783-8679  

 Web：http://www.isanet.co.jp  e-mail：tokunin@isanet.co.jp  

 

希望 

コース 

コース名 東京 開催 大阪 開催 

情報システムに関する知識コース 

 

2017 年 8月 21日(月) 

～2017年 8 月 22 日(火) 

 

2017 年 7月 24日(月) 

～2017年 7 月 25 日(火) 

申込締め切り ※2：8 月 7日 申込締め切り ※2：7 月 10 日 

システム監査に関する知識コース 

 

2017 年 8月 23日(水) 

～2017年 8 月 24 日(木) 

 

2017 年 7月 26日(水) 

～2017年 7 月 27 日(木) 

申込締め切り ※2：8 月 7日 申込締め切り ※2：7 月 10 日 

論文およびプレゼンテーションコース 

 

2017 年 8月 25日(金) 

 

2017 年 7月 28日(金) 

申込締め切り ※2：7 月 28 日 申込締め切り ※2：6 月 30 日 

会社名 

・部署 ※会社からのお申し込みの場合のみご記入ください。 

フリガナ  生年月日 所有資格 ※3 

氏名 
 

年      月     日  

連絡先 

※4 

メール 

アドレス 
  @ 

電話番号 -         -            （会社 ・ 自宅 ・携帯） 

住所 
〒      - 

 

 

注意事項  個人情報のお取り扱いについて 

※1申し込み人数が開催人数に満たない場合、開催を中止することがあります。開催可否決定

は開催日の 2週間前を予定しております。 

※2締め切りを過ぎた場合でも、申し込みを受け付けることができる場合があります。一度ご連絡

ください。 

※3特別認定講習の受講に当たり必要な受講対象資格をご記入ください。（複数ある場合

は、複数を記入してください。） 

※4確認のため、お電話もしくはメールで連絡を差し上げることがありますので、必ず連絡先の電

話番号、メールアドレスはご記入ください。 

また、ご利用の端末の受信設定の状況を確認のうえ、［@isanet.co.jp］を受信可能なド

メインとして設定してください。 

  本申込書において取得した個人情報につきましては、以下の利用目的で使用いたします。 

・ 請求処理 ・ 受講簿等の資料の送付 ・ 成績管理  

・ 講習会の運営 等 

法令で定める場合を除き、他の利用目的では一切使用いたしません。 

 この情報を第三者に提供することはありません。なお登録された内容についてのお問い合わ

せ、訂正、削除等がございましたら、弊社までご連絡ください。 

 詳細は弊社ウェブサイトより「「プライバシーポリシー」をご覧ください。 

 

申込書

送付

（FAX等）

申込み

確認

開催通知

振込案内

※1

受講料

入金

入金確認

受講案内
研修受講

http://www.isanet.co.jp/
mailto:tokunin@isanet.co.jp


 

2018 年度春期 特別認定講習申込書 
 

 情報システム監査株式会社  申し込みは FAX: 

03-5783-8679 
または左記 e-mail まで 

 （東京）〒108-0075 東京都港区港南 2-12-27 イケダヤ品川ビル 8 階  

 TEL：03-5783-8680（代） FAX：03-5783-8679  

 Web：http://www.isanet.co.jp  e-mail：tokunin@isanet.co.jp  

 

希望 

コース 

コース名 東京 開催 大阪 開催 

情報システムに関する知識コース 

 

2017 年 12月 11 日(月) 

～2017年 12月 12日(火) 

 

2017 年 11月 27 日(月) 

～2017年 11月 28日(火) 

申込締め切り ※2：11月 27 日 申込締め切り ※2：11月 13 日 

システム監査に関する知識コース 

 

2017 年 12月 13 日(水) 

～2016年 12月 14日(木) 

 

2017 年 11月 29 日(水) 

～2017年 11月 30日(木) 

申込締め切り ※2：11月 27 日 申込締め切り ※2：11月 13 日 

論文およびプレゼンテーションコース 

 

2017 年 12月 15 日(金) 

 

2017 年 12月 1日(金) 

申込締め切り ※2：11月 17 日 申込締め切り ※2：11月 2 日 

会社名 

・部署 ※会社からのお申し込みの場合のみご記入ください。 

フリガナ  生年月日 所有資格 ※3 

氏名 
 

年      月     日  

連絡先 

※4 

メール 

アドレス 
  @ 

電話番号 -         -            （会社 ・ 自宅 ・携帯） 

住所 
〒      - 

 

 

注意事項  個人情報のお取り扱いについて 

※1申し込み人数が開催人数に満たない場合、開催を中止することがあります。開催可否決定

は開催日の 2週間前を予定しております。 

※2締め切りを過ぎた場合でも、申し込みを受け付けることができる場合があります。一度ご連絡

ください。 

※3特別認定講習の受講に当たり必要な受講対象資格をご記入ください。（複数ある場合

は、複数を記入してください。） 

※4確認のため、お電話もしくはメールで連絡を差し上げることがありますので、必ず連絡先の電

話番号、メールアドレスはご記入ください。 

また、ご利用の端末の受信設定の状況を確認のうえ、［@isanet.co.jp］を受信可能なド

メインとして設定してください。 

  本申込書において取得した個人情報につきましては、以下の利用目的で使用いたします。 

・ 請求処理 ・ 受講簿等の資料の送付 ・ 成績管理  

・ 講習会の運営 等 

法令で定める場合を除き、他の利用目的では一切使用いたしません。 

 この情報を第三者に提供することはありません。なお登録された内容についてのお問い合わ

せ、訂正、削除等がございましたら、弊社までご連絡ください。 

 詳細は弊社ウェブサイトより「「プライバシーポリシー」をご覧ください。 

 

申込書

送付

（FAX等）

申込み

確認

開催通知

振込案内

※1

受講料

入金

入金確認

受講案内
研修受講

http://www.isanet.co.jp/
mailto:tokunin@isanet.co.jp

