
株式会社アロートラストシステムズ

区分 種別 販売
形式 商品名／内容 Ver. ﾌｧｲﾙ

形式 商品概要／特徴 価格
（税込）※

■ 外部審査

MS-T005 統合 他 単品 2010/3/1
V1.0 Excel ¥4,400

表紙×１
部門⻑インタビュー×１
プロジェクト活動×１

■ マネジメントレビュー

MS-T004-S1 統合 様式 セット 2020/10/19
V4.0 Word ¥3,960

マネジメントレビュー議事録×１
マネジメントレビュー議事録（記入サンプル）×１

■ マネジメントシステム教育

MS-T003-S1 統合 様式 セット MS教育計画書兼実績報告書 2010/3/1
V1.0 Excel ¥2,619

マネジメントシステム教育計画書兼実績報告書×１
マネジメントシステム教育計画書兼実績報告書
                                                 （記入サンプル）×１

■ 内部監査
MS-T014-S1 統合 様式 セット 2014/7/4

V1.1 Excel ¥6,285
内部監査実施計画書×１
内部監査報告書（白紙）×２
不適合報告書（白紙）×１
是正計画書（項目設定可能）（白紙）×１
オブザベーション報告書（白紙）×１

MS-Q003-S1 QMS 様式 セット 2016/8/26
V2.0 Excel

規格要求事項×１
規格要求事項（記入サンプル）×１
利用手引き×１
内部監査報告書（白紙）×２
内部監査報告書（記入サンプル）×1

¥5,602

商 品 一 覧

内部監査チェックリスト（ISO9001：2015）
充実の設問数。
被監査部門（対象部署）毎の設問や設問の重要度を設定することができ、ムダやムラのな
い内部監査を実現します。
チェックリストの内容に自信がない、チェックリストが使いにくい、チェックリストを作成する時間
がない等、お悩みを抱えている方にオススメです。

★ISO9001 2015年版に対応しました
★当商品には、「内部監査実施計画書・内部監査報告書・不適合報告書・是正計画書・
オブザベーション報告書」の様式は含まれません。
----------
商品構成
 ・規格要求事項（チェックリスト） 167問
 ・利用手引き
 ・内部監査報告書（様式） 組織用・プロジェクト用
 ・記入サンプル1（チェックリスト）
 ・記入サンプル2（内部監査報告書）

商品番号

ISO9001/ISO27001 審査質問例集
（システム開発業務向け）

システム開発企業におけるシステム部門の部門⻑と各プロジェクトの責任者に対する実地審
査の中で、特によく交わされる質問例とその模範解答・解説を簡潔にまとめました。
短い時間で審査事前対策を行いたい方にオススメです。
★ISO9001/ISO27001 統合マネジメントシステム対応版
----------
商品構成
 ・部門⻑インタビュー編 50問（共通11問・QMS11問・ISMS28問）
 ・プロジェクト活動編 50問（共通2問・QMS40問・ISMS8問）

議事録（ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ）
 ※記入サンプル付き

ISO9001、ISO27001、JISQ15001で要求されているマネジメントレビューのインプットとアウト
プットを網羅した議題を設定。議題洩れや記録漏れを防ぎます。
それぞれの議題がどのマネジメントシステムの要求によるものかを明示しているので、自社のマネ
ジメントシステムに併せて構成することも可能です。記入サンプル付で、どういった内容を記載
するか分かりやすく示しています。
★ISO9001/ISO27001/JISQ15001統合マネジメントシステム対応版
----------
商品構成
 ・マネジメントレビュー議事録（様式）
 ・マネジメントレビュー議事録（記入サンプル）

 

マネジメントシステムに関する意識向上および知識習得を目的とした年間教育計画の策定・
実施状況記録・経営者への報告が一枚の様式で行えます。
マネジメントレビューのために別の記録を作成する手間がありません。記入サンプル付で、どう
いった内容を記載するかを分かりやすく示しています。
----------
商品構成
 ・マネジメントシステム教育計画書兼実績報告書（様式）
 ・マネジメントシステム教育計画書兼実績報告書（記入サンプル）

内部監査様式集（全6様式） 内部監査時に用いる様式一式です。内部監査チェックリスト（別売）と組み合わせてご利
用ください。
★ISO9001/ISO27001/JISQ15001 いずれのマネジメントシステムでもご利用いただけます。
★当商品には、内部監査用チェックリストは含まれません。

ISO9001/ISO27001/JISQ15001対応ドキュメント

様式

1,026 円（税込）
※価格に下線がついている商品は、お得なセット販売商品です

***JISQ15001:2017年版に対応しました***
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区分 種別 販売
形式 商品名／内容 Ver. ﾌｧｲﾙ

形式 商品概要／特徴 価格
（税込）※

商品番号

MS-I011-S1 ISMS 様式 セット 2014/7/3
V2.0 Excel ¥5,602

規格要求事項×１
規格要求事項（記入サンプル）×１
ISMS管理策×１
利用手引き×１
内部監査報告書（白紙）×２
内部監査報告書（記入サンプル）×1

MS-P001-S1 PMS 様式 セット 2020/10/19
V2.0 Excel ¥3,850

規格要求事項×１
規格要求事項（記入サンプル）×１
PMS文書審査×１
利用手引き×１
内部監査報告書（白紙）×２
内部監査報告書（記入サンプル）×1

■ リスクアセスメント

MS-P006-S1 PMS 様式 セット 2020/10/19
V3.0 Excel ¥11,000

使用手順書×１
個人情報一覧表（白紙）×１
個人情報グルーピング結果表×１
リスク分析WS×１
リスク分析WS（G化）×１
脅威リスト×１ 脅威レベル×１ 脆弱性レベル×１
リスク受容一覧×１

MS-I002-S1 ISMS 様式 セット 2014/7/4
V1.1 Excel ¥3,666

情報資産台帳（白紙）×１
情報資産台帳（記入サンプル）×２

MS-I002-S2 ISMS 様式 セット 2014/7/4
V1.2 Excel ¥11,000

使用手引き×１
情報資産台帳（白紙）×１
リスク分析WS（白紙）×１
脅威リスト×１ 脅威レベル×１ 脆弱性レベル×１
リスク受容一覧×１

■ 改善活動
MS-I001 ISMS 様式 単品 セキュリティ管理策の有効性測定表(２種) 2014/7/4

V1.1 Excel ¥2,619

JISQ15001 リスク分析ＷＳ
 ※個人情報一覧表付き

個人情報の特定からリスク分析・評価まで、効率的かつ高品質なリスク分析が行えるワーク
シートです。
特定した個人情報について、想定されるリスクを洗い出し、リスクの緊急度と重要度を評価し
ます。
項目はリスト選択式もしくはコメント付きになっていて、簡単に作成できます。
----------
商品構成
 ・使用手順書
 ・個人情報一覧表(様式)
 ・個人情報グルーピング結果表（様式）
 ・リスク分析WS(様式)
 ・リスク分析WS（G化）(様式)
 ・脅威リスト
 ・脅威レベル
 ・脆弱性レベル
 ・リスク受容一覧

情報資産台帳
 ※記入サンプル付き

社内や部門で取扱う情報資産を洗い出し、その資産について、機密性（C）、完全性
（I）、可用性（A）の考え方で資産価値レベルを特定します。
項目はリスト選択式もしくはコメント付きになっていて、作成しやすくなっています。
記入サンプル付で、どういった内容を記載するかを分かりやすく示しています。
----------
商品構成
 ・情報資産台帳（様式）
 ・情報資産台帳（記入サンプル）

ISO27001 リスク分析ＷＳ
 ※情報資産台帳付き

情報資産の特定からリスク分析・評価まで、効率的かつ高品質なリスク分析が行えるワーク
シートです。
特定した情報資産について、機密性・完全性・可用性を脅かすリスクを洗い出し、リスクの緊
急度と重要度を評価します。
項目はリスト選択式もしくはコメント付きになっていて、簡単に作成できます。
----------
商品構成
 ・使用手引き
 ・情報資産台帳（様式）
 ・リスク分析WS（様式）
 ・脅威リスト
 ・脅威レベル
 ・脆弱性レベル
 ・リスク受容一覧

セキュリティ事件・事故は未然防止がなにより大切です。
この様式は、現在行っているセキュリティ対策が有効であるかを、⻑期間監視・測定した結果
を記録紙、且つそれらを評価するのに用います。セキュリティ管理策の有効性測定表（実績欄四半期別）×１

セキュリティ管理策の有効性測定表（実績欄年度別）×１
変更履歴×１

内部監査チェックリスト（ISO27001：2013）
内部監査では、マネジメントシステムが規格要求事項に適合しているか、効果的に実施され、
維持されているかを判定します。このチェックリストで内部監査での確認事項を漏れなく、効果
的に実施することができます。
被監査部門（対象部署）毎の必要なチェック項目の絞り込みができ、使い勝手抜群です。
チェックリストの内容に自信がない、チェックリストの作成に時間がかかる、チェックリストが作れ
ないなどお悩みを抱えている方にオススメです。
★ISO27001マネジメントシステム対応版
★当商品には、「内部監査実施計画書・内部監査報告書・不適合報告書・是正計画書・
オブザベーション報告書」の様式は含まれません。
----------
商品構成
 ・規格要求事項（チェックリスト） 73問
 ・ISMS管理策（チェックリスト） 115問
 ・利用手引き
 ・内部監査報告書（様式） 組織用・プロジェクト用
 ・記入サンプル1（チェックリスト）
 ・記入サンプル2（内部監査報告書）

内部監査チェックリスト（JISQ15001）
内部監査では、マネジメントシステムが規格要求事項に適合しているか、効果的に実施され、
維持されているかを判定します。このチェックリストで内部監査での確認事項を効果的に実施
することができます。
被監査部門（対象部署）毎の必要なチェック項目の絞り込みができ、使い勝手抜群です。
チェックリストの内容に自信がない、チェックリストの作成に時間がかかる、チェックリストが作れ
ないなどお悩みを抱えている方にオススメです。
★JISQ15001マネジメントシステム対応版
★当商品には、「内部監査実施計画書・内部監査報告書・不適合報告書・是正計画書・
オブザベーション報告書」の様式は含まれません。
----------
商品構成
 ・規格要求事項（チェックリスト） 167問
 ・PMS文書審査（チェックリスト） 125問
 ・利用手引き
 ・内部監査報告書（様式） 組織用・プロジェクト用
 ・記入サンプル1（チェックリスト）
 ・記入サンプル2（内部監査報告書）

商品を改善しました

JISQ15001:2017年版に対応
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区分 種別 販売
形式 商品名／内容 Ver. ﾌｧｲﾙ

形式 商品概要／特徴 価格
（税込）※

商品番号

MS-Q001 QMS 様式 単品 プロセスの監視及び測定表（２種） 2010/3/1
V1.0 Excel ¥2,619

プロセスの監視及び測定表（実績欄四半期別）×１
プロセスの監視及び測定表（実績欄年度別）×１
変更履歴×１

MS-I004 ISMS 様式 単品 2010/9/21
V2.0 Excel ¥2,619

情報ｾｷｭﾘﾃｨｲﾍﾞﾝﾄ報告用紙（白紙）×１
ｾｷｭﾘﾃｨｲﾍﾞﾝﾄ管理台帳（白紙）×１

■ 情報取扱に関する取交し文書
MS-I006 ISMS 様式 単品 2010/3/1

V1.0 Excel ¥2,096
機密保持誓約書（白紙）×１

MS-P017 PMS 様式 単品 2012/2/8
V2.0 Word ¥2,619

同意書（採用応募者用）×１

MS-P018 PMS 様式 単品 2012/2/2
V2.0 Word ¥3,143

同意書（社員用）×２ページ
［別表］第三者提供を行う個人情報の
     提供目的・提供先などに関する情報×１

MS-P016 PMS 様式 単品 2020/10/19
V1.0 Excel ¥1,650

個人情報授受記録（白紙）×１

■ 外部委託
MS-P019 PMS 様式 単品 2020/10/19

V1.1 Excel ¥2,619
個人情報保護に係わる委託先評価表×１

■ 個人情報の取扱い
MS-P015 PMS 様式 単品 2012/3/1

V1.1 Excel ¥1,026
個人情報苦情相談レポート（白紙）×１

個人情報苦情相談レポート 個人情報に関する苦情や相談、要望等を受けた場合、その内容の明確化および対応の検
討、記録を行うための様式です。
受付時に得た情報を極力明確にし、対応検討のインプットに活用すると共に社内関係者へ
の報告漏れを防ぎます。

個人データ授受記録 個人データの第三者提供の際に、提供するデータの明確化と授受および返却・廃棄を記録す
るための様式です。
適切かつ確実な個人データの授受にご活用ください。
個人データの提供元となるお客様との間で、あるいは個人データを委託する委託先との間で
利用いただけます。

個人情報保護に係わる委託先評価表 個人情報の取扱いを委託してよいかどうか、適切性を評価するための「評価基準」兼「評価
結果記録書」です。

倉庫業、データセンター、運送業など、当該事業者に取り扱わせる情報に個人情報が含まれ
るかを認識させることなく預ける場合であっても、委託者が委託するものが個人情報であること
を認識している場合は、委託先選定基準による選定が必要です。
当様式では、業種ごとに評価項目を取捨選択し評価基準を設定することができます。
これにより、異なる業務・業者であっても、同じ形式同じイメージで、各委託内容に適した評
価・選定が可能です。

なお、評価は１事業者につき１枚のチェック表を用いて実施します。

機密保持誓約書 従業員となった方が、入社後に取扱う情報の機密保持に関する誓約書（様式）です。

個人情報取扱い同意書（採用応募者用） 採用応募者から、個人情報を受領する前にそれらの取り扱いについて同意を得るための文書
（様式）です。
会社名や責任者名を追加して、そのまま利用できます。

個人情報取扱い同意書（社員用）
正式に登用した社員から、改めて個人情報の取り扱いについて同意を得るために取り交わす
文書（様式）です。
一から作成すると手間のかかる「第三者提供を行う個人情報の提供目的・提供先などに関
する情報」を別表として添付しています。
----------
商品構成
 ・当社の従業員に関する個人情報の取り扱いについて（様式）
 ・第三者提供を行う個人情報の提供目的・提供先などに関する情報（別表）

情報セキュリティイベント報告書
 ※管理台帳付き

セキュリティイベント（情報漏えい、PC等の紛失・盗難、ウィルス感染などの事象・事故）発
生時、当該事象への迅速な対処はもちろん、水平展開・再発防止対策も重要です。
この様式は、記入項目に従って必要情報を記入することにより、迅速・正確な情報整理が行
えるとともに、関係者への速やかな報告・連絡に利用することができます。
また、管理台帳付きなので、発生したｾｷｭﾘﾃｨｲﾍﾞﾝﾄの対処完了管理が行えます。

ISO9001：2008の規格改訂で、監視・測定の対象プロセスは製品実現以外にもあるとされ
ました。
マネジメントシステムは、認証取得後、継続して実行・改善が繰り返されてこそ有意義なものと
となります。
この様式は、普段実行しているマネジメントシステムの個々のプロセスが、正しく機能を果たして
いるか、効果があるか、⻑期間監視・測定した結果を記録し、且つそれらを評価するのに用い
ます。
⻑期間の監視・測定結果によって、再検討・改善が必要な作業・手段などが明確になりま
す。
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区分 種別 販売
形式 商品名／内容 Ver. ﾌｧｲﾙ

形式 商品概要／特徴 価格
（税込）※

商品番号

■ マネジメントシステム教材
MS-T015 統合 教材 単品 2011/7/28

V1.0 Excel ¥5,343

Ａ３版_横型 1頁

MS-T016 統合 教材 単品 2011/7/28
V1.0 PDF ¥3,143

Ａ３版_横型 1頁

MS-T019 統合 教材 単品 2016/8/24
V1.0 Excel

Ａ３版_横型 1頁

MS-T020 統合 教材 単品 2016/8/24
V1.0 PDF

Ａ３版_横型 1頁

¥5,194

¥3,056

10分で読める！入館証の取り扱いと紛失防止対策（Excel
版）

機密情報や個人情報、顧客支給品の紛失事故の発生や被害拡大の主な原因は
 ①日常における取り扱いルールの徹底不足
 ②定期的な取り扱い状況確認の実施不足
 ③エスカレーション体制の整備不足

当教材は入館証（入館カード、IDカード、社員証 等）紛失事故について、①と②をテーマ
に、対策や注意点を1枚にまとめました。
従業員向け・パートナー会社向けの啓発活動や定期教育にオススメです。

■商品のポイント
 日常サイクルに則した表示で分かりやすい！
 自宅を出発してから、勤務先はもちろん、帰路、帰宅後まで、所持者の行動パター
 ンでまとめました。
 具体的な事例や管理方法が満載！
 対策案に加え、様々なヒヤリハットやヒントを図や写真で分かりやすく記載しまし
 た。
 教材はこれ1枚でOK！
 従来のテキスト（冊子）に比べ、印刷コストや受講者の負担感を軽減します。
 ポスターとして掲示も可能。 自社ルールを反映可能！更に使いやすく！
 Excelデータのため、説明補足や不要箇所の削除等の編集が可能です。

■関連商品
  当商品のPDF版
   「10分で読める！入館証の取り扱いと紛失防止対策（PDF版）」

10分で読める！入館証の取り扱いと紛失防止対策（PDF
版）

当教材は、「10分で読める！入館証の取り扱いと紛失防止対策（Excel版）」のPDF版で
す。
従業員向け・パートナー会社向けの啓発活動や定期教育に、このままお使いいただけます。

■関連商品
 当商品のExcel版（自社用にカスタマイズが可能です）
   「10分で読める！入館証の取り扱いと紛失防止対策（Excel版）」

10分で読める！電⼦メールの適切な利用⽅法 〜誤送信・
トラブル防止策（Excel版）

電子メールの誤送信は情報セキュリティ事故の中でも発生確率が高い事象と言われていま
す。
ちょっとした気の緩みや思い込みが情報漏えい事故に発展・・・
誰もが日常的に使用するツールであるからこそ、全社員への利用方法の定期的な徹底が必
要です。

当教材は「利用」「作成」「送信」「受信」のライフサイクル別の注意点や事故事例を1枚にまと
めました。
新入社員はもちろん、従業員向け・パートナー会社向けの啓発活動や定期教育にオススメで
す。

■商品のポイント
 ☆ポイントを簡潔に、押さえどころはキッチリと！
  「〇〇してはいけません」の羅列ではなく、何故してはいけないのか、理由も併
      せて記載しました。受講者のより深い理解と認識向上を促します。
 ☆見やすく親しみやすいデザインで受講者のウンザリ感を軽減！
  文字にメリハリをつけ、図やイラストで分かりやすく記載しました。
 ☆教材はこれ1枚でOK！
  従来のテキスト(冊子)に比べ、印刷コストや受講者の負担感を軽減します。
  ポスターとして掲示も可能。

■関連商品
当商品のPDF版
 「10分で読める！電子メールの適切な利用方法（PDF版）」

10分で読める！電⼦メールの適切な利用⽅法 〜誤送信・
トラブル防止策（PDF版）

当教材は、「10分で読める！電子メールの適切な利用方法 〜誤送信・トラブル防止策
（Excel版）」のPDF版です。
新入社員はもちろん、従業員向け・パートナー会社向けの啓発活動や定期教育に、このままお
使いいただけます。

■関連商品
 当商品のExcel版（自社用にカスタマイズが可能です）
   「10分で読める！入館証の取り扱いと紛失防止対策（Excel版）」

■お問い合わせは

TEL：06-6441-2611（大阪・MS事務局）
TEL：03-6859-3391（東京・MS事務局）
https://www.arrow-trust.co.jp/contact/

■詳しい情報は

https://www.arrow-trust.co.jp/service/choidocu/

■ちょい＊ドキュとは

ISO9001（QMS）/ISO27001（ISMS）/JISQ15001（PMS）及びそれらの
統合マネジメントシステムに準拠した様式、その他ドキュメントです。
いずれも、認証を取得している当社内で、実際に使用しているマネジメント
システム関連ドキュメントを一般向けにアレンジしたものですので、
安⼼してご利用いただけます。
規格要求事項の解釈や改定についても随時アップデートしておりますので、
新たに認証を取得する企業様はもちろんのこと、認証取得済みの企業様にお
いてマネジメントシステムの改善や⾒直しなどを⾏う際にもご利用いただけます。
認証取得時の負荷軽減や認証取得後のスリム化にもお勧めです。

特⻑1︓必要なものを必要なだけ

特⻑2︓⾒やすい、分かりやすい︕

特⻑3︓⼿間を省いて簡単・効率的に

お気軽にお問い合わせください

ちょいドキュ 検索

【対応規格】
■統合マネジメントシステム ■ISO27001(ISMS)
■JISQ15001(PMS・プライバシーマーク)

【対応規格】
■統合マネジメントシステム ■ISO27001(ISMS)
■ISO9001(QMS) ■JISQ15001(PMS・プライバシーマーク)
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