
CSO Training Course based on IMO Model 開催のお知らせ 

 

 

 

 

CSO(Company Security Officer) には受講歴が求められます。また、会社の
保安要員・スタッフ、内部監査要員にも適切な知識、訓練を受けることが求め
られています。最近では、船主、チャータラー、サーべィヤー、警備会社、港
湾関係者様等、利害関係者様も多数受講されております。 

また、弊社 Training 受講の方の約半数は、過去、他の機関で受講された方々
で、Skill Up に活用されておられます。 
 

弊社では海運業界様のニーズに合わせ、定期的に CSO 養成コース（based 
on IMO model）を開催しております。また、一社複数名で、各社様ご希
望の日程（土日を含む。）での開催も承っております。さらに、毎平日開
催の夜間コース(1800～2100)なども併せて開設し、半日、
または、各章ごとの受講により、全カリキュラムを修了
することも可能となりました。登録 CSO 一人当たり
の管理船舶隻数を減らすことが、危機管理上急務です。 

少人数制で各社様ごとの疑問にもお答えいたします
ので、セキュリティスタッフの知識・技能の向上、育
成を含め、CSO 機能強化等に是非ご利用下さい。現

CSO の方々も最新の情報入手、社内対策検討、復習等で続々受講されて
おります。 ※写真内の武器はモデルガンです。 

 

 弊社の養成コースでは、IMO モデルコースに則り、弊社独自のカリキ 

ュラムとして 

１．最新の警備情勢 

２．最低限の武器の取り扱い（モデルガン、模擬爆弾使用による主要な

武器の状態判断または安全化策） 

３．USCG,PSC 等取締り側の取り締まり状況、考え、方針、動向等 

４．具合的な自主警備方策 

５．演習の企画・立案、調整、実施、評価手法（シナリオを設定した机上演習） 

６．海賊被害事例、取り締まりにおける処分事例等を踏まえた対策 

６．船社様の実態ごとの問題点抽出及びその対策 

７．総合質疑 

等、実務面重視の内容も盛り込み、裏面にカリキュラムを記載したコース修了証を即日お

渡しいたします。 

 

日本籍船のみならず、外国籍船乗組員スキルアップ
に役立つサポートもいたしております。CSO 機能強
化を検討されておられる会社、組織、皆様は、この
機会を逃されることのないよう、ふるってご参加く
ださい。お申し込み、お問い合わせ、詳細は、お電
話または弊社ホームページお問い合わせフォーム

よりどうぞ。 

多忙の方には、任意の回数・日時で開催の個別講習も好評です。 

 

また、多数のご要望により、英語によるコース「CSO Training Course based on IMO model 
in English」を 2009 年８月(26～28 日)から開催。以後、原則、偶数月に開催予定です。 

 

 

IMOS は IMO（国際海事機関）Model Course(3.20)に準拠した
CSO 講習養成機関です。 



◆開催日程 （日本人、日本語が理解可能な外国人対象：毎月開催） 

 

第 157 回 ７月 17 日（水）～19 日（金） 終了しました。 会社毎 
準夜、 
夜間コース 
個別講習あり 
 
随時開催あり 

第 158 回 ８月７日（水）～９日（金） 終了しました。 

第 159 回 ９月 11 日（水）～13 日（金） 各日 09:30～17:00 

第 160 回 10 月 16 日（水）～18 日（金） 各日 09:30～17:00 

第 161 回 11 月 13 日（水）～15 日（金） 各日 09:30～17:00 

第 162 回 12 月 11 日（水）～13 日（金） 各日 09:30～17:00 

2020 年第 163 回 １月 22 日（水）～24 日（金） 各日 09:30～17:00 

第 164 回 ２月 12 日（水）～14 日（金） 各日 09:30～17:00 

第 165 回 ３月 12 日（水）～13 日（金） 各日 09:30～17:00 

第 166 回 ４月 15 日（水）～17 日（金） 各日 09:30～17:00 

第 167 回 ５月 13 日（水）～15 日（金） 各日 09:30～17:00 

第 168 回 ６月 10 日（水）～12 日（金） 各日 09:30～17:00 

第 169 回 ７月 15 日（水）～17 日（金） 各日 09:30～17:00 

第 170 回 ８月５日（水）～７日（金） 各日 09:30～17:00 

第 171 回 ９月 16 日（水）～18 日（金） 各日 09:30～17:00 

第 172 回 10 月 14 日（水）～16 日（金） 各日 09:30～17:00 

 

◆開催日程 （外国人対象、隔月開催、in English） 

 

 

 

 

◆開催日程 （外国人対象：隔月開催）CSO Training Course based on IMO model in English 

 

◆会  場 株式会社 IMOS 社内セミナー室 

◆参 加 費   ５４，０００円／人（日本語による） 

       １０８，０００円／人（英語による）  

IMOSでは、ご多忙の皆様のスケジュールに極力合わせ、様々なスケ

ジュールで上記トレーニングを開催しております。 

「このようなスケジュールで受講したい」 

第 62 回 ８月 21 日(火) ～23 日(木) 各日 09:30～17:00 会社毎 
準夜、 
夜間コース 
個別講習あり 
 
随時開催あり 
 

第 63 回 10 月 23 日(火) ～25 日(木) 各日 09:30～17:00 

第 64 回 12 月 18 日(火) ～20 日(木) 各日 09:30～17:00 

2020 年第 65 回 ２月 26 日(火) ～28 日(木) 各日 09:30～17:00 

   

   

   

   

   

   

   



「不規則になるが、出張してもらえないか？」 

「過去に、SSO トレーニングは受けているが、新たに短時間で CSO

トレーニングも受けたい（CSO ステップアップコース：一日：32,400

円/人）」（随時開催：お問い合わせください。） 

「５年前に受講したが、復習等で再び受講したい（CSO リニューア

ル（更新）コース：一日：32,400円/人）」（随時開催：お問い合わせください。） 

「現 CSO/SSO であるが、技能向上の目的で受講したい（CSO/SSO ス

キルアップコース：二日：54,000円/人）」（随時開催：お問い合わせください。） 

など・・・ 

様々なスタイルで、ご希望の日程で実施しておりますので、お気軽

にお問い合わせ下さい。 


