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IT活用で
ISO取得維持費用を

大幅に削減

ISO9001／ISO14001認証取得・維持をサーバで管理、
ISO認証取得済みのお客様にも朗報！

提携先　三井情報開発株式会社

　　　　株式会社日本ISOコンサルティング協会

　　　　株式会社ネットスクエア

　　　　株式会社リサイクルワン

サービス内容
取得区分

サービス基本価格表

ネットコンサルティング

サ
ー
ビ
ス
メ
ニ
ュ
ー

スポットコンサルティング

まるごとパック

アフターサービス

ISO認証支援システム「ISO-SQUARE」、

その他コンサルティングサービスに関するお問い合せ・ご注文は

ISO認証取得までの試算表 

企業の環境ブランド向上を目指し、環境格付け機関を意識した作成
支援を行います。

サービス組み合わせ例 サービス価格 審査費用 合　計

料　金概　要

その他環境コンサルティングサービスについて

項　目

環境報告書作成支援

廃棄物だけではなく、エネルギー、コストまでもローエミッションにする
独自のトータルゼロエミッションコンサルティングを実施します。ゼロエミッション化コンサルティング

リサイクルワンの全国的なネットワークを活用し、従来の処理からリサイ
クル、さらに再生加工製品まで循環型ループ構築の支援を致します。循環型ループ構築支援

新規事業としてリサイクルビジネスに参入したい方に事業計画策定
から、廃棄物発生予測、競合事業者動向調査、資金調達までトータ
ルで支援致します。

リサイクル事業化コンサルティング

貴社の土地は大丈夫ですか？ ＩＳＯ１４０１５のサイトアセスメントの規
格に従い、貴社の土地を評価から分析、浄化までトータルで格安にて
サポート致します。

土壌汚染診断サービス

まるごとパックサービスをご利用の場合

様々な環境サービスを提供し、貴社の環境改善の取り組みを支援

貴社に適用される環境関連法律調査を行います。環境法務調査

製品環境宣言（ＥＰＤ、スウェーデン）の適合審査を行います。環境ラベルタイプ　  認証審査 お問い合わせください



「ISO-SQUARE」＋「コンサルティングサービス」のワークフロー

ネットコンサルティング

02 03

訪問によるスポット

コンサルティングが可能です。

　これまでは、認証取得まで何回もお伺

いして一括支援というサービスが一般

的でした。弊社ではこれまでのノウハウ

から、サービスを細分化することにより、

環境影響評価指導を1日だけというよう

なスポットコンサルティングを可能にしま

した。コンサルタントは、全て日本ＩＳＯコ

ンサルティング協会の教育を受けたプロ

フェッショナルです。ネットコンサルテー

ションだけではややご心配なお客様もご

安心ください。貴社のマネジメントシステ

ム構築をスポットコンサルティングサービ

スでサポートします。

■スポットコンサルティング例

ISO9001

１．目標管理導入指導／２．ISO9001：2000移行指

導／３．内部監査員教育／４．内部監査代行／５．

事務局代行／６．実践的改善手法指導、他

ISO14001

１．環境影響評価指導／２．環境法律関連調査／

３．内部監査員教育／４．内部監査代行／５．事務

局代行／６．環境ビジネス事業化支援、他

安心・付加価値
コンサルティング費用激安！

月々10万円～

　インターネットによるコンサルテーション

が可能です。一般的には、コンサルタン

ト費用だけでも、ISO認証取得までに

500万円～1000万円程度かかると認識

されていますが、仮に6ヶ月でISO14001

を認証取得すると仮定すると、コンサル

ティング費用は約60万円+初期導入費5

万円で済みます。貴社のマネジメントシ

ステム構築をネットコンサルティングサー

ビスでサポートします。

経費削減
ISO認証取得後も安心！

面倒な管理業務を代行します。

　ISO9001及びISO14001は取得後も、

維持管理業務が発生します。　「ISO-

SQUARE 」及び環境法令調査等のネッ

トコンサルティングサービスで、貴社のマ

ネジメントシステムの維持管理を強力に

サポートします。

アフターサービス
紙が消える！ 文書管理の

苦労から解放されます。

　マニュアル等や規定などの多くの書

類を電子化し、紙類削減、電子認証、書

類検索、多数サイトの一元管理が可能

になります。また、従来からある稟議書

などを電子決裁するシステムへ拡張が

可能です。類似のソフトもありますが、そ

の多くは初期投資が数百万円で、さら

に別途月々のメンテナンス費用がかかり

ます。ISO認証支援システム　「ISO-

SQUARE 」は初期導入費5万円と大変

お得です。

文書管理

ISO-SQUAREとコンサルティング
サービスがもたらす４つのメリット

ISO-SQUAREとコンサルティング
サービスがもたらす４つのメリット

ISOは認証取得した時点で終わりではなく、

取得後も維持管理費用が発生します。株式会社エコヒルズでは、

ISO認証支援システム「ISO-SQUARE」を活用し、

ISO認証取得前のご相談から取得後の運用管理まで継続して

サポートを行います。ISO認証支援システム「ISO-SQUARE」とは、

ネットスクエアが開発したASPシステムで、

ISO9001及びISO14001のマネジメントシステムを

包括的にサーバで管理するこが可能です。

コンサルティングについては、

日本ISOコンサルティング協会と弊社が共同で実施します。

ISO-SQUARE導入 ISO審査 ISO認証取得 アフターサービス
スポット
コンサルティング

ISO認証取得後の運営、管理に

関するネットコンサルティングです。

スポットコンサルティングも

ご希望に応じて対応いたします。

スポットコンサルティングは

ご希望に応じて随時対応いたします。
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