国内認証スキームにもとづく
ISO 29990 学習サービス認証を取得

株式会社日立インフォメーションアカデミー
株式会社日立インフォメーションアカデミー様は、ISO 29990 の規格開発や認証スキームの
開発に当たって、企業研修サービスを行う事業者として積極的に情報提供いただいた学習サービ
ス事業者です。今回、日立インフォメーションアカデミー様がどのような取り組みを経て認証取
得に至ったのかという経緯と、その効果について、社内の ISO 29990 プロジェクトの責任者で
ある取締役の二宮和彦様とプロジェクトリーダーである主管の有間美智子様にお話しを伺いま
した。
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