
※URLは、変更になっている場合がありますので、ご自身でご確認ください。

支部共通

国内

全支部

東京

支部

1 Q.入会方法について教えてください。 ● ●

A.

（１）ISACAへの入会は、まず国際本部HPからのお手続きとなります。

【東京支部会員の方】

（１）国際本部HPからのお手続きの際、お申込の際に最寄支部に東京を選択して入会頂き、国際本部および東

京支部の会費をお支払頂きますようお願いいたします。（東京支部だけの入会はできません）

（２）国際本部IDをもとに、東京支部に情報をメールにてご連絡ください。 月例会案内等を今後定期的にご連絡さ

せて頂きます。

　(3)　東京支部への入会には、さらに以下のURLの「ISACA東京支部への入会連絡」にある事前登録必要事項

（項目）を明記の上、東京支部事務局へメール（tky-jimukyoku@isaca.gr.jp）でご連絡ください。

https://www.isaca.gr.jp/membership/index.html#men1

2 Q.法人での会員登録はできますか。 ● A.ISACAには、法人会員はありません。それぞれの個人でご登録ください。

3 Q.学生会員の登録方法を教えてください。 ●
A.学生会員にて入会を希望される方は、まず在学証明書（英語のもの）を取り寄せいただき、東京支部のメンバー

シップ委員会へメール（tkmembership@isaca.gr.jp）等でお問合せください。個別にご対応させていただきます。

なお、社会人大学生等の方につきましては、学生会員での入会は認められておりませんので、ご了承ください。

国内

全支部

東京

支部

4 Q.東京支部の会員番号を教えてください。 ●
A.月例会のご案内メール最上部に記載されます4桁または5桁の数字です。

または、東京支部事務局へメール（tky-jimukyoku@isaca.gr.jp）にてお問合せください。

5 Q.国際本部のIDは、東京支部の会員番号は同じものですか。 ●
A.異なります。

国際本部の会員番号は「MYISACA」に登録されている6桁また7桁の番号で、東京支部の会員番号は4桁または5

桁の番号になります。

6
Q.東京支部の会員限定ページのログインIDとパスワードを教えてくださ

い。
●

最新情報については、隔月（奇数月）で配信しております「Control Community」メール本文の最下部をご確認く

ださい。

なお、 それでも分からない場合は、以下の3点を広報委員会へメール（tkpub@isaca.gr.jp）でお問合せください。

・東京支部に登録しているメールアドレス

・東京支部会員番号

・国際本部ID

※本ログインID/パスワードについては、不定期で変更されます。 予めご了承ください。

7
Q.国際本部の「MYISACA」のログインIDとパスワードを教えてくださ

い。
●

A.国際本部の「MYISACA」のログインIDとパスワードは東京支部では管理していません。お手数ですが、以下のURL

からお問合せください。

https://support.isaca.org/

8 Q.所属支部を変更する方法を教えてください。 ●

A.国際本部、支部転出、支部転入について、それぞれ手続きが必要です。

・国際本部へは、「MYISACA」より、所属支部を変更ください。その際登録内容（住所やメールアドレスlなど）に変

更がある場合は、合わせてご変更ください。国際本部の会員資格、会員番号は変更になりません。

・東京支部を転出する場合は、東京支部事務局へメール（tky-jimukyoku@isaca.gr.jp）で転出の旨および転

出日をご連絡下さい。

・東京支部への転入には、以下のURLにある「支部事前登録申込書」に必要記載事項に加え、余白に「●●支部か

らの転入」とコメントを添えて、メールで記載事項をご連絡ください。

https://www.isaca.gr.jp/membership/img/jizentoroku.pdf

・東京支部以外の支部の転入手続き、転出手続きにつきましては、その支部にお問合せください。

国内

全支部

東京

支部

9
Q.登録済みのメールアドレスや住所等の情報を変更する場合はどのよ

うにすればよいですか。
●

A.まず、ISACA国際本部ホームページ右端のメニューの「MYISACA」から変更手続きを行ってください。

【東京支部会員の方】

お手数ですが、東京支部宛には、『会員番号』、『変更前のメールアドレス』、『変更後のメールアドレス』を別途東京支

部事務局へメール（tky-jimukyoku@isaca.gr.jp）でご連絡ください。

https://www.isaca.org/

回答

【FAQ：よくあるご質問：2022年2月時点】

対象

入会について

会員番号／ログインID／パスワードについて

登録済みのメールアドレス、住所情報等の変更について

№ 質問
支部固有
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支部共通

回答

【FAQ：よくあるご質問：2022年2月時点】

対象

№ 質問
支部固有

国内

全支部

東京

支部

10 Q.年会費について教えてください。 ● ●

A.年会費については、$135になります。

・国際本部年間費： $135

【東京支部会員の方】

上記の他に以下の支部年会費が掛かります。

・東京支部年間費： $0

※上記の金額は、2021年10月1日現在のものです。

※東京支部のみへの入会はできません。

11 Q.会員の更新方法を教えてください。 ●

A.会費のお支払につきましては、ISACA国際本部ホームページ右端のメニューの「MYISACA」からログイン頂き、

Renew Now（更新）という項目からお手続きください。

クレジットカードでのお支払が可能です。

https://www.isaca.org/myisaca/

なお、国際本部よりINVOICEの記入用紙が届いているようでしたら、そちらでお支払い手続き頂いても結構です。安

全上、FAXにてお送り頂くことをお勧めいたします。

12 Q.会費支払いの停止方法を教えてください。 ● ●

A.ISACA国際本部および東京支部の会員は、更新をせず年会費を支払わなければ、期限の日（毎年12月末

日）に自動的に終了となります。

会員を更新していない方のCISA等の資格更新は、非会員価格でのお支払いになります。

再度に会員になる場合には、通常の入会手続きが必要となります。

国内

全支部

東京

支部

13 Q.資格維持手数料について教えてください。 ●

A. CISA/CISM/CGEIT/CRISCの維持手数料は、以下の通りです。

ISACA会員：US$45

非会員　　　：US$80

※金額は、 2019年現在のもので、各資格ごとに必要です。

3つ以上の資格を更新される場合は、割引があります。

資格維持に関する詳細は国際本部の「Maintain CISA（CISM/CGEIT/CRISC）CERTIFICATION 」の以下

のURLをご参照ください。

◆CISA

https://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-

Auditor/Pages/Maintain-Your-CISA.aspx

◆CISM

https://www.isaca.org/Certification/CISM-Certified-Information-Security-Manager/Maintain-

Your-CISM/Pages/default.aspx

◆CGEIT

https://www.isaca.org/Certification/CGEIT-Certified-in-the-Governance-of-Enterprise-

IT/Pages/Maintain-Your-CGEIT.aspx

◆CRISC

https://www.isaca.org/Certification/CRISC-Certified-in-Risk-and-Information-Systems-

Control/Pages/Maintain-Your-CRISC.aspx

14 Q.維持手数料の支払い義務について教えてください。 ●
A.試験に合格した段階では、CISA維持手数料を支払う必要はございません。

所定の業務経験を経て、資格認定された後に、CISA維持手数料をISACA国際本部にお支払頂くことになります。

15 Q.資格の更新方法を教えてください。 ●

A. 維持手数料およびISACA会費の支払い、およびCPEの登録が必要です。いずれもISACA国際本部HPにログイ

ンし、「MYISACA」から手続きをします。

https://www.isaca.org/myisaca/

＜維持手数料およびISACA会費の支払い（会員以外の方は維持手数料のみの支払い）＞

(1)MYISACA の RENEWをクリック

(2)Personal / Professional の内容を確認し、最下段のポリシーへの同意をチェックしてContinueをクリック

(3)Renewal Agreements で内容を確認し、対象資格名をチェックして Continueをクリック

(4)Chapter Selection でTokyo Chapterが選択されていることを確認してContinueをクリック

(5)Reviewで国際会費、資格更新手数料、東京支部会費とその合計額を確認してAdd to Cartをクリック

(6)ORDER SUMMARYが表示されるので、内容を確認しCheckoutをクリック

(7)請求書送付先(Billing Address)を確認しContinueをクリック

(8)再度ORDER SUMMARYが表示されるので、内容を確認しPayをクリック

(9)PAYMENTが表示されますので、クレジット番号等を入力してPurchaseをクリックするとThank you画面が表示

され、支払いが完了します。

(10) My ISACAの 「DASHBOAD」でMembershipとTokyo Chapter、 所有資格のそれぞれが「Paid」になって

いることを確認します。

(2020年3月現在）

＜CPE登録＞

※CPE登録については、下記の「CPEの報告はどのように行うのですか。」をご参照ください。

資格維持手数料について

年会費について
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支部共通

回答

【FAQ：よくあるご質問：2022年2月時点】

対象

№ 質問
支部固有

国内

全支部

東京

支部

16 Q.退会方法を教えてください。 ● ●

A.ISACAでは、特に退会手続きをご用意しておりません。

会員更新（Renewal）の手続きをされなければ、そのまま退会という扱いとなります。

（「MYISACA」のデータの更新は、毎年3月頃実施されるため、メール等の連絡は、翌年3月頃に終了となります。）

期限前に退会をご希望の場合、国際本部の退会については、恐れ入りますが、直接、ISACA国際本部へ、国際本

部会員番号を記載して、退会（withdrawal）の旨をご連絡くださいますようお願いいたします。

また、退会後、ISACA JOURNALがお手元に届く事がありますが、ISACA JOURNALは、3ヶ月前に米国本部にて

郵送手続きがされるため、ご了承願います。

https://support.isaca.org/

【東京支部会員の方】

期限前に退会をご希望の場合、東京支部の退会については、東京支部事務局へメール（tky-

jimukyoku@isaca.gr.jp）でご連絡頂ければ、退会手続きを進めさせていただきます。

17 Q.退職ISACA、休会ISACAについて教えてください。 ●

ISACAには、短期的にシステム監査の仕事から離れる方（Non-Practicing Status）、退職者（Retired

Status）の方のための制度があります。

こちらの制度はISACA国際本部　公認担当部が窓口となりますので、詳細につきましては、誠にお手数ですが、

ISACA国際本部の各資格の「Maintain」 サイトをご参照ください。

※各資格の「Maintain」 サイトについては、上記「資格維持手数料について」に記載されているURLをご参照くださ

い。

国内

全支部

東京

支部

18 Q.CPEの報告はどのように行うのですか。 ●

A.国際本部の「MYISACA」にログインしていただき、「My Renewal」より報告することができます。なお、毎年CPEの

報告は年度更新のタイミング（11月中旬頃）で更新できるようになります。

(1)My ISACA DASHBOADの 「Certifications & CPE Management」　を選択

(2)3年間に必要とされるCPE数とこれまでの獲得状況が表示されるので、「Manage CPE」を選択

(3)「ADD CPE」をクリックするとCPEの明細が入力

・Title/Description（CPEの申請対象とするタイトル/説明等）

・Sponsoring Organization（提供組織）

・Start Date & End Date（実施日：開始日&終了日）

・Qualifying Activiy（活動の種類）

・Method of Delibery（活動の手段）

・Hours（CPE時間：50分で1CPE）

19 Q.CPE取得証明書とはどのようなものですか。 ●

A.CPE取得証明書（参加証明証跡）には、以下のような項目が記載されていることが必要です。

・参加証明書の旨のタイトル

・セミナー等のタイトル（テーマ等）

・セミナーの開催の日時（セミナー時間）

・取得したCPE数（50分で1CPE：記載されていない場合は、セミナー時間から休憩時間等を除きご自身で算出）

・発行日

・発行者

・参加者氏名（受講者氏名）

※セミナー参加前の受講券などでは、証跡としては認められない場合があります。実際に参加した証明書が必要となり

ます。

20
Q.CPE-Audit（国際本部によるCPE取得監査）とはどのようなもの

ですか。
●

A.不定期で、国際本部より、CPE取得について監査が入ることがあります。

3年間で120CPE（年間では最低20CPE）の取得が必要です。

上記の「CPE報告」で登録した「CPE　Management」の精査が入ります。通常は、3年のうちのどこかの1年分です。

国際本部より、CPE-Auditのメールが送付され、それに従って、指定された期限内に指定された資料を提出するもの

です。

＜提出資料の概要＞

※基本的に、送信するメールや添付資料は英語化することをお勧めします。

・指定された年のすべてのCPE取得証明書のコピー（日本語の場合は、手書きで英語を補記するなど。）

・参加した際のセミナー等資料のコピー（セミナータイトル、目次は最低限必要です。）

・必要に応じて、各セミナー等と証跡をリンク付けした一覧表など

CPE（継続教育）取得について

退会について
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※URLは、変更になっている場合がありますので、ご自身でご確認ください。

支部共通

回答

【FAQ：よくあるご質問：2022年2月時点】

対象

№ 質問
支部固有

国内

全支部

東京

支部

21 Q.月例会の参加方法について教えてください。 ●

A.Webinar（オンラインセミナー）または、リアル会場での開催をしております。

詳しくは、以下のURLをご確認ください。

https://www.isaca.gr.jp/education/index.html

＜Webinar（オンラインセミナー）の場合：アーカイブビデオコンテンツを含む＞

会員限定サイトからログインし、当該のセミナーを選択します。

その際に、国際本部のIDが必要になりますので、予めご用意ください。

ビデオセミナーが終了すると、自動的に国際本部よりCPE取得証明書のURLが付いたメールが発行されます。

メールにあるURLをクリックして、CPE取得証明書をダウンロードして保管してください。

https://www.isaca.gr.jp/members_only/

※過去の月例会がアーカイブ（ビデオコンテンツ）になっています。

こちらも上記の手順で同様に閲覧できCPE取得が可能となっています。

なお、著作権等により、アーカイブにならないコンテンツもありますので、予めご了承ください。

＜リアル会場の場合＞

下記のURLから、必要事項をご記入の上、受講票2部印刷してください。

1部は、月例会時に会場受付で提出する分、もう1部は、ご自身でCPEのエビデンスとして保管する分です。

あなたの東京支部の会員番号は、月例会の案内（月例会開催メール）上部に記載されています。

また、月例会への参加登録には、パスワードは必要ありません。

https://www.isaca.gr.jp/education/index.html

22 Q.月例会の講演資料の入手方法を教えてください。 ●

A.　過去の資料の一部は、東京支部会員限定ページよりダウンロードできます。

https://www.isaca.gr.jp/members_only/

＜会員限定サイトのログインIDとパスワード＞

隔月（奇数月）で配信しております「Control Community」メール本文の最下部をご確認ください。

国内

全支部

東京

支部

23 Q.英語が得意でありません。支部の方でサポートをお願いできますか。 ●

A.大変申し訳ございませんが、会員管理、会費管理等は、国際本部で一元的に実施しているため、東京支部ではコ

ントロールできない状況です。

また、東京支部においてもボランティアベースでの活動を行っており、国際本部とのやり取りにおいて、仲介することが時

間的に困難な状況でもあります。

24 Q.ISACAが発行している書籍を購入する方法を教えてください。 ●
A.ISACA国際本部のブックストア（PUBLICATIONS）にてご購入いただけます。

https://www.isaca.org/resources/insights-and-expertise/publications

25 Q.ISACAの会費や月例会の領収書は発行してもらえますか。 ●
A. ISACAでは、個別に会費や月例会の領収書の発行は行っておりません。

会社等で必要な場合は、更新時、またはお申込時の支払い画面を保存頂くか、クレジットカードの支払い履歴等を支

払い証跡としてご利用頂くか、国際本部にお問合せください。

月例会について

その他
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