食品衛生セミナー開催のご案内
このたび、日本細菌検査株式会社による、「2013 年度第 1 回食品衛生セミナー」を名古屋にて
開催させていただくこととなりましたのでご案内させていただきます。
今後の御社の製品作りに必ずやお役にたつ内容になっていると考えますので、この機会にぜひ
ご参加いただきますようお願い申し上げます。
●開催日時：平成 25 年 3 月 22 日(金) 10：00～17：20 （9：30 より受付開始）
●開催場所：I.M.Y.ホール 3 階 会議室

（名古屋市東区葵 3-7-14

TEL:052-930-3922）

（※会場には駐車場のご用意がございません。お越しの際は、公共交通機関をご利用下さい。お車でお越しの方
は近隣の有料駐車場のご利用をお願いいたします。）

●主催：日本細菌検査株式会社
●定員：40 名
●参加費：3,000 円
(※参加費に関しましては、当日受付にてお支払いください。その際に領収書をお渡しいたします。なるべくお釣
りのないようにお願いいたします。)

●申込方法
別紙申込書に必要事項をご記入の上、日本細菌検査株式会社 東京支店宛
てお申し込みください。

FAX（03-5878-8911）に

●申込期限：平成 25 年 3 月 12 日（火）
（ただし、定員になり次第申込締切させていただきます。）
●お問い合わせ先
日本細菌検査株式会社 名古屋営業所
TEL：052-783-6200 FAX：052-783-6202
担当：名古屋営業所 田中、竹内、木原

日本細菌検査株式会社 東京支店 （申込書送信先）
TEL:03-5878-8910 FAX:03-5878-8911
担当：東京支店 福井

●会場案内図
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・会場には駐車場のご用意がございません。お越しの際は、公共交通機関をご利用下さい。

IMYビル 案内図
・お車でお越しの方は近隣の有料駐車場のご利用をお願いいたします。
[地下鉄ご利用の方]
地下鉄東山線 千種(ちくさ)駅 1 番出口 徒歩 2 分

近隣有料駐車場料金案内
①有料立体駐車場（自走式 ２７０台収容可能）
入庫～１時間以内
￥ ３００
１時間 ￥３００
１時間超～２時間以内
￥ ６００
（上限 ￥１，０００ ※但し２４時間以内 ）
２時間超～３時間以内
￥ ９００
３時間超～２４時間以内
￥１，２００

地下鉄桜通線 車道(くるまみち)駅 3 番出口 徒歩 2 分
[JR ご利用の方]
JR 中央線 千種(ちくさ)駅構内から地下通路を通り、地下鉄千種駅 1 番出口 徒歩 2 分
※JR 千種駅と地下鉄千種駅は地下で繋がっております。
※JR 名古屋駅から JR 中央線で千種駅まで 3 区間、約 10 分です。

②コインパーキング
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１５分／￥１００
６０分／￥１００

●セミナー スケジュール
平成 25 年 3 月 22 日(金)
9：30～9：55（25 分）
受付
9：55～10：00（5 分）
スケジュール説明、講師紹介
10：00～10：50（50 分） 2012 年岩井食品の浅漬・2011 年焼肉酒家えびすのユッケ 2 つの 0-157 事
件を通じて大腸菌を知る
講師：日本細菌検査 代表取締役 戸ヶ崎 惠一
10：50～11：00（10 分） 休憩
11：00～11：50（50 分） 検査と食品衛生の関係について HACCP は最終製品検査によって食品の安
全性は確保できないとした 果たして検査は不要？
講師：日本細菌検査 代表取締役 戸ヶ崎 惠一
11：50～13：00（70 分） 休憩(昼食)
13：00～13：50（50 分） 細菌検査の実例紹介
～導入のきっかけ・利用法・課題などを現場からレポート～
講師：日本細菌検査 名古屋営業所 主任 竹内 理孝
13：50～14：00（10 分） 休憩
14：00～14：50（50 分） NBT ユーザー様による自社での品質管理手法について
水産加工における品質・衛生管理～ＳＱＦに基づく品質管理～
講師：尾鷲物産株式会社 総務部 品質管理課 主任 北野 倫生様
14：50～15：00（10 分） 休憩
15：00～15：50（50 分） ノロウイルスの最新情報 アルコールや除菌ツールでは防げないノロウイ
ルスをどう防ぐか
講師：日本細菌検査 代表取締役 戸ヶ崎 惠一
15：50～16：00（10 分） 休憩
16：00～16：50（50 分） 微生物・食品衛生 Q&A コーナー
～みなさまからいただいた疑問・質問にお答えいたします～
講師：日本細菌検査 代表取締役 戸ヶ崎 惠一
16 :50～17：20(10 分)
総括
17：20～
散会

※セミナータイトルおよびスケジュールに関しましては、多少変更する可能性がございます。予めご
了承ください。
※Q&A コーナーでは、みなさまが日ごろ抱いている疑問・質問にお答えします。申込書のご質問記入欄
にご記入のうえお申込みください。

尾鷲物産 株式会社 様 プロフィール：
■尾鷲物産㈱様は 1972 年に創業され、主に「ぶり、かんぱち、鯛」等の鮮魚加工を行い、年間１7０
万尾を全国に出荷される日本でも屈指の養殖等を手掛けておられる企業様です。同社では、平成 18
年にＨＡＣＣＰ認証を取得、平成 20 年には鮮魚加工業界で国内初となるＳＱＦ2000 を認証取得され、
現在はＳＱＦ第 7 版（レベル 3）の認証を受けておられます。加工に際しては、この手法に基づいた
衛生管理および品質保持を図っておられる他、トレーサビリティーに力を入れられ、食による健康へ
の願いをこめ、常に安心・安全・高品質な製品を提供されています。

日本細菌検査株式会社主催 食品衛生セミナー

セミナー参加申込書
申込日

平成

年

月

日

●平成 25 年 3 月 22 日（金）開催の食品衛生セミナーに参加します。

●会社名

●部署名・役職

●お名前

●ご住所 〒

●TEL

●FAX

●E-mail
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●受講票送信方法（ご希望の送信方法に○をお願いします）

FAX

／

メール

微生物全般・食品衛生に関するご質問をご記入ください。Q&A コーナーにてお答えさせていただ
きます。

○受付は弊社東京支店のほうでおこないます。ご記入終了後、当申込用紙を FAX：03-5878-8911 宛ご送
信ください。
○申込書受領後、受講票を FAX もしくはメールにて送信させていただきます。上記「受講票送信方法」にて
ご希望の送信方法を選択してください。
○受講票が届かない場合は、お手数ですが下記お問合せ先までご連絡ください。
○受講料(\3,000)は、当日受付にてお支払いください。なるべくお釣りのないようにお願いいたします。
○会場には駐車場のご用意がございません。お越しの際は、公共交通機関をご利用下さい。お車でお越しの
方は近隣の有料駐車場のご利用をお願いいたします。
○昼食は各自でお願いいたします。会場に持参いただくことも可能です。また、別紙ランチマップもご参照
ください。
○ご不明な点等ございましたら、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。

【FAX 送信先・問い合わせ先】
日本細菌検査株式会社 東京支店
〒134-0088 東京都江戸川区東葛西 5-27-2
ｱｺﾞﾗﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 3F
TEL：03-5878-8910 FAX：03-5878-8911
担当：東京支店 福井

【問い合わせ先】
日本細菌検査株式会社 名古屋営業所
〒464-0801 愛知県名古屋市千種区星ヶ丘
2-70-204
TEL：052-783-6200 FAX：052-783-6202
担当：名古屋営業所 田中、竹内、木原

