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★はじめに【輸入食品の現状①】 

※厚生労働省 食品安全部 輸入食品安全対策室資料より 

67% 

7% 

10% 
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★はじめに【輸入食品の現状②】 

※厚生労働省 平成25年度 輸入食品監視統計より 

届出件数は2008年以降 
増加傾向 

違反件数は2009年を 
ピークに減少傾向 



 
 
 
   

4 

★はじめに【輸入食品の現状③】 

※厚生労働省 平成25年度 輸入食品監視統計より 

カビ毒、貝毒、食中毒菌等 
による腐敗、変敗 

農薬、動物用医薬品、 
添加物等の基準違反 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★はじめに【食品を取り巻く環境の変化①】 
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◆国際的な自由貿易の加速（食品においても） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★はじめに【食品を取り巻く環境の変化②】 
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◆食の安全の国際標準『HACCP』義務化の動き 

※厚生労働省HPより 



★はじめに【ニッスイが生産している商品】 

魚肉練り製品 

常温食品 

冷凍食品 
水産品 

健康食品 
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は海外で生産、輸入 
している商品です。 



★はじめに【海外で生産した商品がお客様に届くまで】 
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倉庫 

生産工場（海外） 
輸送 

日本到着 

輸出前にタイ・ 
中国で検査 

検疫所 

不合格 

廃棄・積戻し等 

合格 
（通関） 

検査命令 
モニタリング検査 

店舗・飲食店等 ご家庭 

行政検査が行わ
れる場合もあり 

工場での検査 

（弊社の場合） 



１）社内認定工場での生産 
 ニッスイブランドの商品は、「生産工場の社内品質保証基準」を 
 満たす認定工場で生産する⇒国内も海外も同じ基本条件 
２）原材料の自主検査体制（農薬、動物用医薬品等） 
 ・農産原料：中国品は中国の弊社検査機関：青島日水にて残留 
        農薬検査を実施 
 ・水産・畜産原料：中国並びに東南アジア品は弊社検査機関 
            （青島日水、タイ品管センター）にて動物用 
             医薬品検査を実施 
３）最終製品の自主検査体制（微生物他） 
 ・国内輸入時の自主検査（食品分析センターor社外検査機関） 
 ・海外輸出時の自主検査（海外出先弊社検査機関） 
 （注）但し、信頼性の高い海外工場については、生産工場の検査 
    を信用して、上記自主検査は省略している 
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★はじめに【ニッスイの輸入食品に対する品質保証体制】 
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★はじめに【ニッスイの社内工場認定制度】 

事
業
部
署 

合格 

新規生産 
工場要請 

新規認定 
工場調査 

定期更新監査 

品
質
保
証
室 

改善指導 
採用中止 

評価、及び 
合否判定 

ニッスイブランドの商品は社内の基準を満たす認定工場で生産しています。 

不合格 

工場 

ニッスイ生産工場の
基準に基づきチェック 



 
 
 
   

★はじめに【ニッスイの安全・安心の取り組み】 
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従業員教育・人材育成／仕組み 

原材料
規格

選定

購買

ニッスイ品質保証基準

関係法令、規制等

生産工場
PRP＋HACCPによる管理

ISO等のマネジメントシステムの取得

工場の社内認定制度

自主検査体制
原材料（含：輸入品）

最終製品（含：輸入品、輸出品）

輸入食品においては自主検査に加え、予防管理を強化するために海外現地
工場のレベルUP（ex.意識、知識、技術の教育）に取り組んでいます。 
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１．ニッスイ品質保証基準について 

 

２．自主検査体制について 

 

３．従業員教育・人材育成について 

 

４．（安全・安心のための）仕組みについて 

本日の内容 
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１．ニッスイ品質保証基準について 
 

 



ニッスイ品質保証基準の概要【抜粋】 

細菌管理 

生産工場 
防虫 

薬剤 

樹脂部品 

温湿度 

使用水 

金検 
X線 

ロット表示 

フライヤー 
検便 持ち込み 

禁止物 

フードディ 
フェンス 

原材料・包材 

原材料規格保証書 

原材料の 
安全確保 

アレルゲン 

包材 受入 
検査 

遺伝子組
み換え 

原材料変更 

養殖場・養鶏場・農
地の選定・管理 

製品回収 ノロウイルス 

新商品導入 
新商品 
導入時 

賞味期限の設定方法 

輸送 
落下 
試験 

フロチル 

 

HACCP 
に基づく 
管理 

購買先 
選定 

① ② ③ 

https://nissuigrp.sharepoint.com/sites/nissui_portal/grp_common/hinshitsuhosyou_kijunsyuu/Shared Documents/06. B %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%EF%BC%88HACCP%E7%9B%B8%E5%BD%93%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AA%E3%81%A9%EF%BC%89/B01 %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96/B01-02_%E3%80%90%E9%81%8B%E7%94%A8%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BA%8B%E9%A0%85%EF%BC%91%E3%80%91%EF%BC%88%E5%9B%BD%E5%86%85%E5%B7%A5%E5%A0%B4%EF%BC%89%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E7%B4%B0%E8%8F%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%EF%BC%BB%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%88%86%E9%A1%9E%E5%88%A5%EF%BC%BD%E3%80%8020130913.pdf
https://nissuigrp.sharepoint.com/sites/nissui_portal/grp_common/hinshitsuhosyou_kijunsyuu/Shared Documents/06. B %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%EF%BC%88HACCP%E7%9B%B8%E5%BD%93%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AA%E3%81%A9%EF%BC%89/B04 %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E9%98%B2%E8%99%AB%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%BA%96
https://nissuigrp.sharepoint.com/sites/nissui_portal/grp_common/hinshitsuhosyou_kijunsyuu/Shared Documents/06. B %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%EF%BC%88HACCP%E7%9B%B8%E5%BD%93%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AA%E3%81%A9%EF%BC%89/B03 %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E8%96%AC%E5%89%A4%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%BA%96
https://nissuigrp.sharepoint.com/sites/nissui_portal/grp_common/hinshitsuhosyou_kijunsyuu/Shared Documents/06. B %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%EF%BC%88HACCP%E7%9B%B8%E5%BD%93%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AA%E3%81%A9%EF%BC%89/B05 %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%A8%B9%E8%84%82%E9%83%A8%E5%93%81%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%89%B1%E3%81%84%E5%9F%BA%E6%BA%96
https://nissuigrp.sharepoint.com/sites/nissui_portal/grp_common/hinshitsuhosyou_kijunsyuu/Shared Documents/06. B %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%EF%BC%88HACCP%E7%9B%B8%E5%BD%93%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AA%E3%81%A9%EF%BC%89/B01 %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96/B01-06 %E3%80%90%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%EF%BC%92%E3%80%91%E6%96%BD%E8%A8%AD%EF%BC%88%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E5%88%A5%EF%BC%89%E3%81%AE%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E3%83%BB%E6%B9%BF%E5%BA%A6040928.pdf
https://nissuigrp.sharepoint.com/sites/nissui_portal/grp_common/hinshitsuhosyou_kijunsyuu/Shared Documents/06. B %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%EF%BC%88HACCP%E7%9B%B8%E5%BD%93%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AA%E3%81%A9%EF%BC%89/B02 %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%B0%B4%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%9F%BA%E6%BA%96
https://nissuigrp.sharepoint.com/sites/nissui_portal/grp_common/hinshitsuhosyou_kijunsyuu/Shared Documents/06. B %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%EF%BC%88HACCP%E7%9B%B8%E5%BD%93%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AA%E3%81%A9%EF%BC%89/B01 %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96/B01-07 %E3%80%90%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%EF%BC%93%E3%80%91HACCP%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%90%84%E8%AB%96050928.pdf
https://nissuigrp.sharepoint.com/sites/nissui_portal/grp_common/hinshitsuhosyou_kijunsyuu/Shared Documents/06. B %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%EF%BC%88HACCP%E7%9B%B8%E5%BD%93%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AA%E3%81%A9%EF%BC%89/B01 %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96/B01-10_%E3%80%90%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%EF%BC%95%E3%80%91%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3 20121108.pdf
https://nissuigrp.sharepoint.com/sites/nissui_portal/grp_common/hinshitsuhosyou_kijunsyuu/Shared Documents/06. B %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%EF%BC%88HACCP%E7%9B%B8%E5%BD%93%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AA%E3%81%A9%EF%BC%89/B01 %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96/B01-b06 %E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6100212%E6%94%B9%E5%AE%9A%E3%80%80RV2011.pdf
https://nissuigrp.sharepoint.com/sites/nissui_portal/grp_common/hinshitsuhosyou_kijunsyuu/Shared Documents/06. B %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%EF%BC%88HACCP%E7%9B%B8%E5%BD%93%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AA%E3%81%A9%EF%BC%89/B01 %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96/B01-b03 %E6%A4%9C%E4%BE%BF%E3%81%AE%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E9%A0%85%E7%9B%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6090716(RV2011).pdf
https://nissuigrp.sharepoint.com/sites/nissui_portal/grp_common/hinshitsuhosyou_kijunsyuu/Shared Documents/06. B %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%EF%BC%88HACCP%E7%9B%B8%E5%BD%93%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AA%E3%81%A9%EF%BC%89/B01 %E7%94%9F%E7%94%A3%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96/B01-b05 %E5%B7%A5%E5%A0%B4%E5%86%85%E6%8C%81%E8%BE%BC%E7%A6%81%E6%AD%A2%E7%89%A9%E3%81%A8%E5%82%99%E5%93%81%E9%A1%9E%EF%BC%88%E5%99%A8%E5%85%B7%E5%B7%A5%E5%85%B7%E3%80%81%E6%8E%83%E9%99%A4%E7%94%A8%E5%85%B7%E3%80%81%E6%96%87%E5%85%B7%EF%BC%89%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6100210%E6%94%B9(RV2011).pdf
https://nissuigrp.sharepoint.com/sites/nissui_portal/grp_common/hinshitsuhosyou_kijunsyuu/Shared Documents/18.U %E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96
https://nissuigrp.sharepoint.com/sites/nissui_portal/grp_common/hinshitsuhosyou_kijunsyuu/Shared Documents/11. G %E5%8E%9F%E6%9D%90%E6%96%99%E3%80%81%E5%8C%85%E8%A3%85%E8%B3%87%E6%9D%90%E3%81%AE%E9%81%B8%E5%AE%9A%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96/G01 %E5%8E%9F%E6%9D%90%E6%96%99%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%BA%96/G01 %E2%91%A2%E9%96%A2%E9%80%A3%E5%B8%B3%E7%A5%A8%EF%BC%88%E8%A8%98%E9%8C%B2%E3%83%BB%E6%96%87%E6%9B%B8%E6%A7%98%E5%BC%8F%EF%BC%89
https://nissuigrp.sharepoint.com/sites/nissui_portal/grp_common/hinshitsuhosyou_kijunsyuu/Shared Documents/11. G %E5%8E%9F%E6%9D%90%E6%96%99%E3%80%81%E5%8C%85%E8%A3%85%E8%B3%87%E6%9D%90%E3%81%AE%E9%81%B8%E5%AE%9A%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96/G01 %E5%8E%9F%E6%9D%90%E6%96%99%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%BA%96/G01 %E2%91%A2%E9%96%A2%E9%80%A3%E5%B8%B3%E7%A5%A8%EF%BC%88%E8%A8%98%E9%8C%B2%E3%83%BB%E6%96%87%E6%9B%B8%E6%A7%98%E5%BC%8F%EF%BC%89
https://nissuigrp.sharepoint.com/sites/nissui_portal/grp_common/hinshitsuhosyou_kijunsyuu/Shared Documents/11. G %E5%8E%9F%E6%9D%90%E6%96%99%E3%80%81%E5%8C%85%E8%A3%85%E8%B3%87%E6%9D%90%E3%81%AE%E9%81%B8%E5%AE%9A%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96/G02 %E5%8C%85%E6%9D%90%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%BA%96
https://nissuigrp.sharepoint.com/sites/nissui_portal/grp_common/hinshitsuhosyou_kijunsyuu/Shared Documents/12. H %E5%8A%A0%E5%B7%A5%E7%94%A8%E5%8E%9F%E6%9D%90%E6%96%99%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96/H01 %E5%8E%9F%E6%9D%90%E6%96%99%E3%81%94%E3%81%A8%E3%81%AE%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96
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「生産工場のHACCP 
相当基準」制定 

「薬剤管理の基準」制定 
「フードディフェンスの基準」制定 
（但し工場監査項目には入れず） 

「使用水の基準」制定 

工場監査 
項目にフード 
ディフェンス 
項目追加 

「週刊東洋経済」 
より抜粋 

「フードディフェンスの基準」 
見直し 
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品質保証基準の例①：海外生産品の輸入時自主検査基準 

★目的 

 ●輸入製品の安全性を確保するため自社で実施する輸入時の 

  自主検査及び基準逸脱時の処置について定めたもの。 

 ●輸入時自主検査の現地移管を進め、海外生産品に対して 

  安全性、品質の確認を迅速且つ効率的に行う。 

★概要（抜粋） 

 ●海外で生産している冷凍食品（冷凍温度帯で保管、輸送する 

  全ての商品を含む）及び缶詰・レトルトパウチ品が対象。 

 ●輸入前もしくは輸入後（販売前）にランクに応じた検体数で 

  検査（ex.細菌検査、官能検査、開缶検査、貝毒検査等）を実施。 

  ※輸入前：中国（青島日水）、タイ（タイ品質管理センター） 

   輸入後：厚生労働省登録検査機関もしくは弊社食品分析C 

   一定のレベルにある海外工場については検査は免除としている。 
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品質保証基準の例②：原材料の安全性確保の基準 

★目的 

 ●自社ブランド商品の製造時、その安全性を確保（ハザードを防除）する 

  ため、自社のグループが使用する原材料について具体的な取り扱いの 

  基準を定めたもの。 

★概要（抜粋） 

 ●新規原材料購買時の購買先の選定、及び情報の事前確認 

 ●原材料規格保証書による詳細情報の確認、購買先との契約締結 

  ex.）工場所在地、加工地、由来原料、産地、アレルゲン、食品添加物、  

   微生物規格、農薬・動物用医薬品の使用履歴、収穫・漁獲・加工日他 

 ●原材料の受入れ検査 

  ex.）細菌、官能、理化学、化学物質、異物他 

 ●生鮮原材料の自製化（ミンチ等自工場での加工が基本） 

 ●原材料規格保証書の定期更新、購買先の定期調査 

 ●原材料の内容変更に伴う処置 

 ●アレルギー物質の管理（魚肉練り製品の卵フリー戦略等） 
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品質保証基準の例③：包材の安全管理の基準 

★目的 

 ●自社ブランド商品の製造時に使用する包材の安全・品質管理を円滑 

  かつ確実に行うことで商品の安全性を確保するために定めたもの。 

★概要（抜粋） 

 ●包材の選定 

  ex.）規格保証書の入手・更新、安全性の確認（材質試験、溶出試験、 

    指定インキであること他）、海外生産品に使用する包材、強度確認他 

 ●既存包材、及び包材メーカーの確認事項 

  ex.）安全性の定期確認、定期調査 

 ●包材の運搬 

  ex.）異物混入防止、薬剤・化学物質等と同一車両で運搬しない他 

 ●包材の受入れ検査 ex.）包材識別記号、外観形状・臭気他 

 ●包材の保管 ex.）保管施設、保管状態、同一保管物の制限他 

 ●包材の処分 ex.）識別保管、廃棄の徹底（悪用の防止）他 
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品質保証基準の例④：生産工場の使用水の基準 

★目的 

 ●自社ブランド商品を製造する生産工場で使用する水の安全管理を 

  円滑かつ確実に行うことで商品の安全性を確保するために定めたもの。 

  ※2008年の汚染水（シアン化合物）事故を機に制定 

★概要（抜粋） 

 ●海外生産工場の場合、当該工場所在国における飲用水の基準に 

  合致していること、また日本の食品衛生法で定める『食品製造用水』で 

  定める項目の基準に適合していること。 

 ●遊離残留塩素濃度、官能検査（味、臭気、色調、濁度）、細菌検査（末 

  端蛇口から採水）等を定められた頻度で確認。 

 ●異常時の措置（ex.井水、工業用水のみ使用の工場は非常用の市水を引く） 

 ●次亜塩素酸ナトリウムの購入、保管、使用 

 ●セキュリティー対策 

  ex.）施設の施錠管理、立ち入り制限、設備点検、外部委託時の注意点、 

     フードディフェンス等 
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品質保証基準の例⑤：薬剤の安全管理の基準 

★目的 

 ●自社ブランド商品を製造する生産工場で使用する薬剤について、商品 

  ならびに使用者に対する危害防止の観点から安全管理を徹底し、商品 

  の安全性を確保するために定めたもの。 

  ※2008年の中国冷凍餃子に殺虫剤が混入した事件を機に制定 

★概要（抜粋） 

 ●生産工場の敷地内で使用する全ての化学物質を対象 として、その 

  各々をリスクレベル別に分けて管理を行う 。 
  ① 洗浄剤・アルコール・逆性石鹸・消毒用殺菌剤など ② 殺虫・殺鼠目的の薬剤 

  ③ 機械設備の機械油（食品製造用）  

  ④ 劇物：水酸化ナトリウム・塩酸・硫酸等 

  ⑤ 印字用インク・溶剤類   

  ⑥ 塗装用の塗料・溶剤類 

  ⑦ ボイラーの清缶剤（腐食防止に用いる薬剤）   

  ⑧ 排水処理の薬剤類（凝集剤・消泡剤・pH調整剤など） 
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品質保証基準の例⑥：防虫管理の基準 

★目的 

 ●自社ブランド商品を製造する生産工場における防虫対策を徹底し、 

  商品の安全性を確保するために定めたもの。 

★概要（抜粋） 

 ●施設設備の遮断性（バリア性） 

  ex.）出入口、搬入・出荷口、天井、壁、窓、排水溝、換気口他 

 ●誘引源の管理 

  ex.）昆虫類が誘引される要因（光、臭気、熱源）の軽減対策 

 ●発生源の管理 

  ex.）工場内部及び工場外周の管理（隙間、クラック等は修繕） 

 ●製造室内のサニタリーデザイン 

  ex.）衛生状態が維持出来る様十分なスペースを確保 

 ●捕虫機によるモニタリング 

 ●必要に応じた防虫施行、場内点検、虫発見時の措置等 
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品質保証基準の例⑦-1：フードディフェンスの基準 

★目的 

 ●自社グループ会社の業務及びサプライチェーン全体におけるフードテロ 

  に対する防御行動（フードディフェンス）により企業、工程、商品の安全 

  性を強化し、お客様に安全で安心な商品をお届けするために定めた 

  もの。 

  ※2008年の中国冷凍餃子に殺虫剤が混入した事件を機に制定 

  ※2014年の冷凍食品に農薬混入事件を機に改定 

 

 ◆従来の食品安全（＝フードセーフティー）の管理手法 （ＨＡＣＣＰ管理、 

  一般的衛生管理）では防除出来ない意図的な食品汚染に対する管理 

  基準が必要となった。 

 ◆海外品（特に中国品）に対する警戒感が強く働き、中国の生産拠点に 

  対する経営者レベルの会議を発足（後述：中国生産工場経営者会議）。 

  



23 防御対象：弊社商品及び業務・企業に対する人為的攻撃 

参考【潜在するリスク】 
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品質保証基準の例⑦-2：フードディフェンスの基準 

★概要（抜粋） 

 ●組織マネジメント ex.）責任者の設置、緊急対応計画の策定 

 ●労務管理 ex.）従業員の採用、コミュニケーション、就業記録他 

 ●教育 ex.）従業員教育、管理者教育 

 ●工程分析と管理 ex.）リスク評価（工程毎の脆弱性分析） 

 ●運用ルール ex.）外来者訪問時のルール、被害を想定した訓練 

 ●従業員の出勤・製造室入場 

 ●原材料・包材の管理 

 ●施設・設備管理 

 ●薬剤管理 ex.）洗浄剤・殺虫剤・機械油・分析試薬等 

 ●製品の包装形態 

 ●安心カメラの設置 ex.）必須設置箇所、映像保存期間の制定 
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①物理的に出来ないようにする 

●鍵をかける（施錠）、アクセス制限（IDカード、静脈認証）等 

●開放された製造ラインを閉鎖系にする（ex.カバーをかける） 

②確認する 

●従業員同士の相互確認、管理者による確認（＝常に人の目が 

  届くようにする）等 

●人感センサーによるモニタリング 

●安心カメラによる抑止力効果の利用 

③異物を作業現場に持ち込めないようにする 

●ポケットのない作業着の着用 

●持ち込み許可物ルールの徹底、入場時の持ち込み物確認 

★食品テロからの防御対策（基本的な考え方） 

品質保証基準の例⑦-3：基本的な考え方 



  ★内部従業員の意図的な食品汚染に如何に対応するか 
    従業員を疑うこと⇒信頼関係の崩壊 
 

 第１ あくまで従業員とのコミュニケーション、日頃の人間関係 
    による信頼関係構築がベース⇒労務管理が重要 
 第２ その上で、万一に備えたソフト面・ハード面での体制作り 
    を行う（ex.安心カメラ、鍵の管理、記録等） 
    ※定めたソフト面・ハード面での体制が正しく運用されて 
      いるかどうかをチェックするため検証が必要 
     滅多に起こらない重大事件への備え⇒定期的な検証 
 第３  意図的な食品汚染が発生した際の対応手順を構築 
    しておく（定期的な訓練を行う） 
 ★上記を並行して行い、体制を構築することが重要 
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品質保証基準の例⑦-4：基本的な考え方 



★工場内に設置されているカメラの役割 
 フードディフェンス目的以外でもカメラの役割は高まっている 
 ①品質苦情・事故が発生した時の証明 
   ex.)Ｘ線画像、日付印字、排出品等 
 ②品質苦情、品質・安全面での事故発生時の原因究明 
   ex.)拡散性の判断、正しい原因の把握と再発防止 
 ③生産工程中の設備トラブル、作業ミス時の正しい状況把握、 
   迅速な原因追究、処置すべき範囲の限定 
   ex.)トラブル・ミス発生時間、内容の把握 
 ④ルール・基準が遵守されていることの検証 
   ex.)手洗い、作業手順の遵守状況確認 
 
★結果としてフードデｨフェンス目的にも活用出来る 

 

工場内のカメラの役割について 
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２．自主検査体制について 
 

 



自主検査体制【ニッスイの検査拠点】 
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青島日水食品研究 
開発有限公司(青島） 

食品分析センター（東京） 
ニッスイ東京イノベーションセンター内 

タイ品質管理センター 
（バンコク） 



東京ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀ- 

●中央研究所 

●商品開発センター 

●技術開発センター 

●食品分析センター 

エクセレントラボ認証、
維持・管理、指導 

農薬・動物性医薬品検
査、細菌検査、官能検
査を実施 

＊臭気評価士１３名 

自主検査体制【食品分析センター（東京）】 

日本水産株式会社  
東京イノベーションセンター（ＴＩＣ） 



★微生物検査 一般生菌数、大腸菌群、大腸菌、サルモネラ、黄色ブドウ球菌 
 

★残留農薬 輸入・国内農産品の一斉分析（435項目） 
★動物用医薬品 魚介類・食肉の抗生物質、合成抗菌剤（86項目） 
○放射性物質検査 ガンマ線スペクトロメトリー 
○食品添加物 保存料、酸化防止剤、合成着色料 
○汚染物質 水銀、カドミウム、等 
 

○品質検査 pH、水分活性、酸価、過酸化物価 
○成分検査 たんぱく質、脂質、ミネラル 
○官能検査 輸入品の臭気分析、異臭分析（臭気評価士による） 
 

●苦情対応のための検査、異物検査 
  電子顕微鏡、元素分析 ・官能検査・品質検査・農薬検査・微生物検査  
●食品表示のための検査・保存試験 
  微生物検査、酸価（賞味期限）・アレルゲン検査・栄養成分・食品添加物 等 
●すりみ品質検査 
  JS強度・色調・水分・pH・夾雑物 等 
●缶詰検査 

食品分析センターの検査内容 

自主検査体制【検査内容】 
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自主検査体制【青島日水食品研究開発有限公司（中国）】 
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【業務内容】 
農薬検査         
動物用医薬品検査     
かび臭原因物質検査 
亜硫酸根検査 
微生物検査  
その他（官能評価 等） 
工場指導 
（品質管理・検査室） 
工場監査 
中国工場の苦情対応 



自主検査体制【タイ品質管理センター（バンコク）】 

【業務内容】         
動物用医薬品検査     
微生物検査  
缶詰検査 
その他 （官能評価 
等） 
工場指導（品質管
理・検査室） 



検査分析マニュアルの整備 

使用培地の統一 

海外製培地の精度評価と培地の指定 

エクセレントラボ推進会議 

食品安全性に関するニッスイグループの考え方 

変更項目の確認 

新規技術等の情報提供 

日常の検査操作、技術の確認 

検査室見学 

エクセレントラボメンバー情報共有 

技術認定制度 

エクセレントラボ推進会議 

認定書 

検査技術研修 

食品分析センターによる工場検査室への指導 

自主検査体制【検査方法・技術】 中国語版、英語版もあります 

使用培地の統一 

海外製培地の精度評価 

34 



35 

３．従業員教育・人材育成について 
 

 



★生産工場経営者会議（国内、中国） 
 

★社内研修／力量確認 
 ◆品質管理基礎研修 
 ◆HACCP講習会及びフォローアップ研修 
 ◆エクセレントラボ（国内、海外） 
 ◆テクニカルアカデミー（国内、海外） 
 ◆営業担当者品質研修 
 

★その他（小集団活動発表会／品質会議） 

ニッスイの従業員教育・人材育成 
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★生産工場経営者会議 

★目的 

 ●ニッスイブランド商品を生産いただいている企業（工場）の 

  経営者の皆様との関係の強化。 

 ●品質保証に関し、食品業界を取り巻く現状及び経営者の 

  皆様と共有すべき経営課題についての共通認識と意見 

  交換。 
 

＜国内生産工場経営者会議＞ 

  2000年の弊社社告回収事故を受け、品質保証の再構築と 

  強化のために開催、以降毎年開催（2015年度で16回目）。 

＜中国生産工場経営者会議＞ 

  中国におけるニッスイブランド商品の生産拡大に伴い、 

  2007年より企画（2015年度で7回目）。 

 

  



2015年度中国生産工場経営者会議【テーマ】 
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●弊社品質保証の取り組み状況について 
●中国生産工場における品質管理の現状と課題 
●お客様からの苦情・事故に対する生産工場の対応 
 について（意見交換） 
●食の安全・安心に関する日本の現状 
 （意見交換） 
●社外講師『中国市場における小売業の状況』 



 
 
 
   

日本の消費者の食品に対する要望事例 
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出典：日本冷凍食品協会「冷凍食品の利用状況実態調査結果」（2015年2月28日～3月1日実施） 

●冷凍食品の表示について望むこと、期待すること 
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最近の弊社へのお問い合わせの傾向 

●マスコミの報道内容とほぼ連動したお問い合わせが急増する 
 ex.)放射性物質、不正表示、使用原材料、農薬混入等 
 
●原材料産地へのお問い合わせは相変わらず多い 
 
●農産原料に対する中国産か否かのお問い合わせが多い 
 
●アレルギー物質に関するお問い合わせが多い 
 
★日本の食品表示に関する法律も変更していく流れ 
 ex.)製造所固有記号、アレルギー物質、栄養表示等 
   ※消費者の知る権利、消費者保護への対応 
 
⇒消費者の皆様へ様々な情報を提供する義務が益々高まる 



2014年度日本の食品事故・回収状況 
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                   （出典：食品産業センター  全1,010件） 

          

＜回収理由別＞ 

   1位  アレルゲンの不適切表示           １６３件 

   ２位  期限表示を設定期限を超えて誤記     １４８件 

   ３位  カビ・酵母等の微生物発生          １３９件 

   ４位  ガラス・金属等硬質異物混入          ８０件 

      ５位  食中毒事故原因の微生物、化学物質      ７１件 

   ６位  昆虫・毛髪等生物由来異物、及び軟質異物 ６３件 

 



苦情発生後の対応（好事例：異物混入苦情） 

★異物混入が発生したが、工場で混入していないと立証できた／拡散性 

  がないと証明できた 

１）商品の包材に包装時刻が印字されている  トレーサビリティー 

 ⇒製造日の包装時刻、Ｘ線・金検通過時刻、製造時刻が特定できる 

  ①製造記録による異物発生の有無確認 

  ②トラブルの発生の有無確認 

２）Ｘ線の画像記録が残っている（Ｘ線で検知排除できる異物の場合） 

 ⇒Ｘ線通過時刻前後のＸ線画像を確認できる 

  ①Ｘ線で検知排除できる異物の場合、通過時刻に異物画像の有無 

    確認可能 

３）包装工程を俯瞰するビデオカメラの設置と画像記録が残っている 

 ⇒包装時刻前後の包装工程のビデオ画像を確認することができる 

  ①金検、Ｘ線での排出状況、排出品の取扱い状況、トラブル状況の確認 

    可能 
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苦情発生後の対応（好事例：包装・印字不良苦情） 

★包装不良・印字不良が発生したが、その原因、拡散性が速やかに把握 

  できた 

１）商品の包材に包装時刻が印字されている 

 ⇒製造日の包装時刻が特定できる トレーサビリティー 

  ①包装記録による包装状態・印字状態の確認 

  ②トラブルの発生の有無確認 

２）包装工程を俯瞰するビデオカメラの設置と画像記録が残っている 

 ⇒包装時刻前後の包装工程のビデオ画像を確認することができる 

  ①包装工程で発生したトラブルを含む状況の確認可能 

  ②拡散性の有無、範囲の確認可能 

３）インクリボンが保管されている 

 ⇒インクリボンで印字状態・印字内容を確認することができる 

  ①印字不良の内容・状況の確認可能 

  ②拡散性の有無、範囲の確認可能 
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製品の情報管理の重要性 

①正しい原材料情報入手の重要性 

 ＊お客様の高い関心は使用している原材料にある 

  原材料情報は、製品表示に密接に関わっている 

  もし間違えていたら表示違反で製品回収 

  自らの責任でないでは済まない事態 

 ⇒原材料規格保証書の契約締結と定期的な更新が必要不可欠 

②製造基準・配合表・品質基準に基づく厳格な運用と記録 

  商品仕様書にてお客様と契約している内容の履行 

  特にPB商品は、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾅｰ様の要求事項に速やかに答える義務 

  がある（ex.製造記録、原料履歴を速やかに提出できること等） 

③製品のロット管理の重要性 

  製品によって様々なロット管理がなされているが、問題発生時に被害を 

  最小化するために大変有効に働く 
44 
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職場のコミュニケーションの向上：国内工場事例紹介 
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職場のコミュニケーションの向上：国内工場事例紹介 



2015年度中国生産工場経営者会議【会議風景】 
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★社内研修／力量確認【エクセレントラボ】 

★目的 

 ●ニッスイグループ工場の検査室の信頼性を向上させるために、技術 

  認定、精度管理、共通マニュアル作成等を推進することを目的とした 

  グループ全体の活動。検査員同士の交流、知識やノウハウの共有にも 

  取り組んでいる（ex.検査の技術レベルの標準化、新たな検査項目に 

  対する対応、検査方法の効率化他） 

★概要（抜粋） 

 ●国内工場における社内研修 

  ・検査操作の基本技術研修 

  ・検査員の資格認定に関する研修 

   ※見習者、A級検査員、E級検査員／指導者 

  ・検査指導者向け講習会（OJTを基本とした教育体系） 

 ●海外工場における力量確認 

  食品分析センターの職員が個別に工場を訪問し、工場検査員の検査 

  技術（力量）を確認 

  



エクセレントラボ：検査員に対する検査実技教育 
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工場検査員の集合教育・ 
認定（中国） 



エクセレントラボ推進会議 広報紙 

★この活動に参加している工場で、食品分析Ｃが個別に 
  認定（力量確認）した工場は輸入時検査を免除しています。 

エクセレントラボ：検査員に対する検査実技教育 
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エクセレントラボ：生産工場検査室の認定調査 

●検査員に対するニッスイ基準に基づく認定調査の実施 
●検査室についてニッスイ基準に基づく認定調査の実施 
●精度の維持（精度管理試験） 
●検査員に対する教育 

法律に基づいた検査マ
ニュアルを作成（日本語・

英語・中国語） 

中国語版 英語版（タイ） 
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★社内研修【2015年度海外テクニカルアカデミー】 

★概要 

 ニッスイブランド商品を生産している海外工場の製造部門、工務 

 部門の責任者、担当者を対象とした、生産管理、現場改善の知識、 

 スキルの向上を目的とした研修（日本で開催）。 

 ※品質に関する研修は前述の青島日水（中国国内）で実施。 

 ※2001年度よりスタートし、これまで延べ100名以上が卒業。 

★2015年度の募集対象企業及び募集人員 

 9企業（青島、北京、蓬莱、寧波他）より各1名ずつ 

★研修スケジュール 

 ●労働安全衛生 

 ●生産性改善活動、IE 

 ●金属検出機、X線異物検出機研修（社外講師） 

 ●原価計算、コストダウン 

 ●市場視察 

 ●研修のまとめ、報告会 
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★社内研修【2015年度海外テクニカルアカデミー】 



 
 
 
   

54 

★その他【小集団活動発表会】 

★小集団活動とは  
 

 ①チームを結成し、 

 ②社員自身が、身近で困っている事の中からテーマを抽出し、 

 ③その問題解決のために、 

 ④現状分析を行い、 

 ⑤チームのメンバー一人一人の知恵と行動で 

 ⑥全員参加で 

 ⑦改善に向け進めていく活動 

 

  



 
 
 
   

55 

★その他【小集団活動発表会】 

●ニッスイグループの小集団活動は、国内食品工場を中心に 

 2003年度より本格的にスタート。 

●2003年度～2009年度まで食品工場において参加チーム 

 数、参加人数の規模を拡大しつつ継続。 

●2010年度より食品部門の枠を超え、他の事業部門（水産、 

 物流、チルド、ファインケミカル）に拡大し全社的な活動へ。 

●海外生産工場においては2011年度より活動を開始。 

●現在では国内外で約150チーム、約2,000名規模となり、 

 生産工場の現場力向上のための重要な活動の一つとなって 

 います。 
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★その他【小集団活動発表会】 

★小集団活動のテーマの例 

 ●生産性向上、歩留り向上 

 ●品質管理、苦情削減 

 ●労働安全、作業環境改善 

 ●人材教育 

 ●環境負荷削減  等 
 

★海外生産工場の活動テーマの例 

 ◆生産工程での搬送、滞留の改善 

 ◆金属異物・骨の混入防止、虫・毛髪混入の削減 

 ◆商品の規格改善（軽過量品の削減、不良率の削減）  等  
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★その他【海外生産工場での小集団活動発表会】 



★小集団活動は自社に役立つか？ 

★役立つとすればどんなところか？ 

★小集団活動を 

 今後どの様に活用していきたいか？ 
 

※発表だけでなく、討議、意見交換を通じて小集団
活動の目的や意義をより深く考え、現場での実践に
繋げていただく 

★その他【小集団活動発表会：発表後の討議】 



★その他【小集団活動発表会：活動を通じて得られる効果・期待】 

①一人一人の社員が、自ら考え、自ら行動する問題解決力 

 （＝現場力）を高める。  

②現場、現物、現実をしっかりと観察し、現場で起こっている 

 ことを正しく把握することが問題解決のスタートであることを 

 認識する （机上だけの討議では問題解決に繋がらない）。  

③あるべき姿を考え、現実とのギャップを把握して、それを埋め 

 るための施策を講じる。  

④対話を重視し、異なる意見や考え方を互いに尊重して、 

 コミュニケーションを図る（異質の知を合わせる）。          

⑤現場からのボトムアップの力を強化し、新たなイノベーション 

 を起こす起爆剤とすることができる。   



★その他【品質会議】 
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＜会議の概要＞ 
 ●弊社の品質管理に関する取り組み 
 ●日本の法規、弊社品質保証基準について 
 ●日本で発生した事件、事故の共有 
 ●苦情解決事例などの講義 
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４．（安全・安心のための）仕組みについて 
 

～『日本のお客様の声』を海外生産工場へ～ 
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仕組み【品質保証委員会、お客様満足推進部会】 

お客様の声の共有・連続して発生
している苦情についての打ち手協
議・品質保証に関する基準の策定 
委員長：社長 
【メンバー】専務、関係執行役員、
関係部署長、外部委員２名 
１回/月実施 

お客様の声を商品作りに活かす 
部会長：お客様ＳＣ所長 
【メンバー】関係執行役員、関係
部署長 １回/２ヶ月実施 

取締役会 

社長 

品質保証委員会 

お客様満足推進部会 

食品分析センター 品質保証室 

お客様サービスセンター 

生産工場 

生産推進部門 

SCM部 

営業企画室 ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 商品開発センター 

チルド食品部 

※赤字は削減推進部署 



63 

★品質保証委員会 

★目的 

 ●ニッスイ品質保証憲章の定着を図り、お客様の信頼を 

   確かなものにする（企業姿勢、方針）。 

 ●（会社としての）品質方針を決定する（企業姿勢、方針）。 

 ●（社内外で発生した）品質に関する問題への会社として 

   の対応を決定する（発生した問題への対応）。 

 ●今後問題となると思われる品質上の課題に対する荒天準 

   備をする（将来に対する備え）。 

 ●品質保証に関する社内の問題点、従業員の意見を吸い 

   上げ、顕在化する（従業員とのコミュニケーション）。 

 ※2002年より開催、現在毎月1回の開催。 



●商品改善部会（品質保証委員会の部会）として2009年より活動開始 

●総不満削減の取り組み（全社目標：2010年～ 2014年の５年間で半減） 

2012年12月～ 

 【お客様満足推進部会】 

 お客様サービスセンター長  

 品質保証室長 

 生産推進室長 

 商品開発センター長 

 水産食材事業部長 

 営業企画室長 

 サプライチェーンマネジメント部長 

お客様サービスセンター 

お客様の声 

対策 

 

品質保証委員会へ活動状況報告 
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★お客様満足推進部会  
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★お客様満足推進部会【「苦情」と「ご不満」】 

                                                                                                                                                                                                      

苦 情 
＊設計不良 
＊製造不良 
＊品質不良 
＊ｻｰﾋﾞｽ不良 

ご不満＝苦情＋苦情に近い問合せ 

 

不満足・不安・心配など 

＊何か変えた？いつもと違います。 

＊「たん白加水分解物」って何？  

＊１歳児に食べさせて大丈夫？ 

＊記号の意味がわからない。 

＊調理方法どおりに上手く出来ない。 

＊黒い粒が入っていて心配です。 

＊この商品塩辛いよ。 

＊これを使ったレシピ教えて。  

 

一般問合せ・お褒め 

＊どこに売っているの？ 

＊缶詰を置いていたら賞味期 
 限が切れたけどまだ食べられる？ 

＊キャンペーンっていつまで？ 

＊HP情報に関する問合せ 

＊宣伝・広告に関する問合せ 

＊お褒め（美味しいね！安心ね！） 
 
＊災害関係：放射能の影響が心配 



66 

★お客様満足推進部会【各削減推進部署の活動】  

課題 削減推進部署（主管部署） 問題解決の推進 

企画開発 商品開発センター 美味しさの設計、使い易さ、使い勝手の課題、 

技術開発の課題を取りまとめ、組織を使って打
ち手を打つ 

加工製造 生産推進部署 

＊食品生産推進室 

＊水産食材事業部 

生産工場ごとの品質方針、打ち手の妥当性評
価と効果確認を行い、全課題を取りまとめ、組
織を使って打ち手を打つ。 

販売 

原材料関係・表示 

営業企画室 販売店や宅配製品へのお客様の不満など販
売活動に関わる課題、原材料表示の分かり易
さの課題などを取りまとめ、打ち手を打つ。 

流通 ＳＣＭ部 品質不良を出さないための輸送、保管上の課
題、強化、組織に内在する課題など抽出して
取りまとめ、組織を使って打ち手を打つ 

ファインケミカル商品
全般 

ファインケミカル部 ファインケミカル商品全般に関するご不満に対
して打ち手を打つ 

その他 品質保証室 お客様の個人差による問題、会社姿勢に関わ
る苦情やご不満、全社の品質保証のバランス、
弱点を取りまとめ、組織を使って打ち手を打つ 



★お客様満足推進部会【お客様が求めていること】  

開け難いから簡
単に開くように
して！ 

添加物は、 
なるべく少なく
して！ 

着色料は使わ
ないで。 

こんな商品を
作って。 

美味しいんだ
けど、しょっぱ
いのよねー。 

ゴミの分別に
困るのよ。 

調理方法が 
わからないわ。 

お客様が 
求めている商品 

表示が見難い。 

子供に食べさせて大
丈夫？ 

など… 



＜改善前＞ ＜改善後＞ 

１２０℃で４分間殺菌してあります。 
※そのままでもおいしくお召しあがりいただけます。 

殺菌方法 １２０℃で４分間加熱 

※殺菌方法は食品衛生法（必須）項目 
 消費者庁に確認の上対応 

そのまま（生でも） 
食べられますか？ 

★お客様満足推進部会【改善事例①】 

表示がわかりにくい 



＜改善前＞ ＜改善後＞ 

塩分量は14ｇかね？   
高齢者には見難いよ。 

赤地に白文字 
小数点が見難い 

白地に黒文字 
文字を太く、小数点もくっきり 

見難い文字 

★お客様満足推進部会【改善事例②】 



このキャップはアルミ？スチール？ 
資源回収の時に困るのよ。 

＜改善前＞ ＜改善後＞ 

素材がアルミであることがわかるように
表記（キャップ：アルミ） 

キャップの素材
がわからない 

金属としか表記がない（金属：キャップ） 

★お客様満足推進部会【改善事例③－1】 



ラベルも剥がし難くて、 
分別するときに困るわ。 

＜改善前＞ ＜改善後＞ 

プラスチックのラベル
（ミシン目付） 

キャップの径
25mm 

キャップが開け難いのよ。 

紙のラベルを接着 

キャップの径28mm 

★お客様満足推進部会【改善事例③－2】 



 明確な注意表示がない 

※お客様から届いた苦情品 

袋ごと電子レンジで 
調理してしまった。 

今後は、『やってはいけない
こと』の表示に変更していく。 

調理法がわかりにくい 
＜現状＞ 

＜改善案＞ 

★お客様満足推進部会【改善事例④】 



★お客様満足推進部会【変化と共に、進化し続ける】 

★お客様が求める事は日々変化する。 

★他社の新商品の発売、消費者の常識の 

 変化などによって、様々なご要望が生まれる。 

★お客様のご要望に合わせて、ニッスイの商品 

 も進化し続けなければならない。 

 



★お客様満足推進部会【良い商品を作るための循環】 

お客様の声を聞く 

リスクの発見 
ご不満・ご要望 
の認識 分析 

既存製品の改善 
新商品の開発 



★お客様満足推進部会【部会の役割：啓蒙活動】 

 お客様の満足は、お客様が何を求めているのかを 

 知るという事から始まる。 

 より良い商品を作るために、どうすべきか皆で考え、 

 様々な立場・部署の人と協働し、改善を実現。 

 皆さんの国と日本では、風土や習慣が違う。 

 （ニッスイの）技術だけではなく、日本の事をよく学び、 

 商品作りに活かしていただきたい。 

 ex.）自分たちの作った商品が、どのような売り方で販売され、 

    どのような人が購入し、どのような食べ方をしているのか等 



★お客様満足推進部会【部会の役割：啓蒙活動】 

 皆さんの作った商品を美味しいと言って家族で 

 食べている人がたくさんいます。 

 子供のお弁当に入れることもあります。 

 皆さんが自分の子供や家族に食事を作る時と同じ 

 ような気持ちで、食べ物を作っているということを 

 忘れずに、美味しい商品を作り続けて下さい。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8tuT2od3KAhULJpQKHdrrAvMQjRwIBw&url=http://meotowappa.blog46.fc2.com/blog-entry-1373.html&psig=AFQjCNGl7t5_D4djEcQWAIS_7W_WehXwBQ&ust=1454646195452216
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGvoDRot3KAhXCp5QKHVpOBvoQjRwIBw&url=http://girlschannel.net/topics/151151/&psig=AFQjCNGl7t5_D4djEcQWAIS_7W_WehXwBQ&ust=1454646195452216
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyvOaao93KAhWHKpQKHXHeAWEQjRwIBw&url=http://www.irasutoya.com/2013/04/blog-post_6227.html&psig=AFQjCNHTV5KzgTz-MJtqfe8gTEB4pACo0g&ust=1454646653067598
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★お客様満足推進部会【ホームページの改善】 
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★お客様満足推進部会【ホームページの改善】 
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★お客様満足推進部会【ホームページの改善】 
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★お客様満足推進部会【ホームページの改善】 
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★お客様満足推進部会【ホームページの改善】 
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★お客様満足推進部会【ホームページの改善】 



原材料規格保証書 
原材料管理システム 

（登録・管理） 

●配合 ●由来原料  
●産地 ●遺伝子組み換え情報 
●アレルゲン ●規格 ●食品添加物 
●農薬、動物用医薬品、飼料添加物 
 情報 等 

一括表示作成 
商品仕様書作成 
原材料の検索 

お客様からの問い合わせ 

商品は、食品衛生法、JAS法、
健康増進法等の法律に基づい
た表示を行なっている。 
→食品表示法への移行 

★仕組み【原材料情報の管理】  
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今後もお客様に安全・安心な商品を 

お届け出来るよう努力してまいります。 

 

 ご清聴有難うございました。 
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