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、
「2014 年度第 2 回食品衛生セミナー」を東京にて開
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 26 年 7 月 25 日(金)
●開催場所：フォーラムミカサ エコ
（千代田区内神田 1-18-12

12：40～16：30 （12：00 より受付開始）
7F ホール

内神田東誠ビル

TEL：03-3291-1395（代））

（※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：60 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
てお申し込みください。

東京支店宛

FAX（03-5878-8911）に

●申込期限：平成 26 年 7 月 18 日（金）
（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（申込書送信先）
日本細菌検査株式会社 東京支店
TEL:03-5878-8910 FAX:03-5878-8911
担当：東京支店 福井
●会場案内図

ＪＲ線 神田駅 西口より徒歩 5 分
東京メトロ銀座線 神田駅 4 番出口より徒歩 5 分
東京メトロ丸の内線 淡路町駅 Ａ2・A4 番出口より徒歩 5 分
東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 B6 番出口より徒歩 6 分、A4 番出口より徒歩 5 分
都営地下鉄新宿線 小川町駅 B6 番出口より徒歩 6 分、A4 番出口より徒歩 5 分

●セミナー スケジュール
平成 26 年 7 月 25 日(金)
12：00～

受付

12：35～12：40（5 分）

スケジュール説明、講師紹介

12：40～13：30（50 分） 工場監査の考え方と そのノウハウ
～現場監査で「見る」ポイントと評価の仕方～
講師：イカリ消毒株式会社 技術統括部ＣＬＴ(ｸﾘﾝﾗｲﾌﾃｸﾉﾛｼﾞｰ)研究所
所長 大音 稔 様
13：30～13：40（10 分） 休憩
13：40～14：30（50 分） フードディフェンスとモチベーションを支える従業員教育
～マルハニチロの最終答申から見えるもの～
講師：国際衛生株式会社 食品安全支援室 上席技術アドバイザー
NPO HACCP 実践研究会 幹事
（前ユーコープ事業連合瀬谷工場 品質担当 ）野村 尚良

様

14：30～14：40（10 分） 休憩
14：40～15：30（50 分） 顕微鏡の活用
～顕微鏡の取り扱い、簡易写真撮影法など、検査室での
顕微鏡活用のヒントを説明する～
講師：日本細菌検査(株) 食品科学研究所 所長 山内 裕成
15：30～15：40（10 分） 休憩
15：40～16：30（50 分） 微生物検査を通じて社員の衛生教育を強化するヒント
～HACCP の義務化が見えてきました。義務・自主如何を問わず、その前提は
① 清潔な原料（物） ②清潔な工場（場） ③衛生教育を受けた社員（者）
④モラルの高い社員（者）です。
最も重要な社員（者）への衛生教育を、効果的に進めていくには微生物検
査との一体化が必須です。検査の一体化は検査計画から始まります。事例
からそのヒントを探ります。～
講師：日本細菌検査(株) 取締役会長 戸ヶ崎 惠一
16：30～
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。
※セミナー終了後に交流会を予定しています。交流会には当日の講師陣も参加しています。細菌検査・衛生
管理などに関する情報交換の場としたいと考えておりますので、ぜひ積極的にご参加ください。
（懇親会のご参加に関しましては、実費 3,000 円程度をご負担いただきます。
）
イカリ消毒株式会社

技術統括部ＣＬＴ(ｸﾘﾝﾗｲﾌﾃｸﾉﾛｼﾞｰ)研究所

所長

大音

稔

様

■プロフィール：京都教育大学教育学部理学科卒業。1994 年イカリ消毒(株)に入社、京都営業所勤務。2003 年よ
り現研究所勤務（主任研究員）
、2008 年 1 月所長就任。営業所勤務時より食品工場顧客を数多く受け持ち、HACCP
や異物混入対策の診断・アドバイザー活動に携わる。
その間、
対外的講演の経験もある。
現在は FSSC22000/ISO22000
や HACCP システム導入や異物混入対策・腐敗変敗防止など食品総合衛生管理コンサルティング業務に携わる。
【主な執筆原稿】
「現場がみるみる良くなる食品衛生 7S 活用事例集 6、第Ⅰ部第 3 章 事例のワンポイント解説」
日科技連[2014]、
「食品製造現場の点検・記録ハンドブック」
（共著）ジェイマック[2014] など
国際衛生株式会社

食品安全支援室

上席技術アドバイザー

（前ユーコープ事業連合瀬谷工場

品質担当 ）

野村 尚良 様
■プロフィール：1975 年静岡生協に入協、水産、畜産の工場勤務を経て、組織部、営業企画、店長、精肉課長歴
任。1988 年ユーコープ事業連合設立と同時に横浜へ。商品部畜産バイヤー、農産Ｍｇｒ、水産Ｍｇｒ、商品活動
Ｍｇｒ、コープカタログ取締役兼商品企画部長。2002 年瀬谷工場品質担当に就任、5S ラリー事務局。2014 年 コ
ープ退職、国際衛生株式会社食品安全支援室上席技術アドバイザーに就任。
【著書】
「食品工場のハザード管理」幸書房 共著、
「食品工場長」2012 年一年間「5S ラリーで工場再生」連載

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 26 年 7 月 25 日（金）開催の食品衛生セミナーに参加します。

FAX

●会社名

●部署名・役職

03-5878-8911

●お名前

●ご住所

〒

●TEL

●FAX

●E-mail

●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

●懇親会にご参加される方はこちらにチェックをお願いします。
○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。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。
○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。
○セミナー終了後、17：30 を目途に、神田駅付近にて自由参加による懇親会を開催します。ご参加いただ
ける方は、上記にチェックをお願いします。懇親会のご参加に関しましては、実費 3,000 円程度をご負

担いただきます。当日徴収させていただきますので、領収書が必要な方はあらかじめ担当者にその旨
ご連絡ください。
○その他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

