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、
「2016 年度第 1 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。
今回のセミナーは、HACCP 義務化を視野に入れた、経営者様・品質管理者様に向けたセミナーと
なっておりますが、どなたでもご参加いただけます。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 28 年 8 月 26 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

13：00～16：30 （12：30 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
ください。

FAX（06-6395-3737）にてお申し込み

●申込期限：平成 28 年 8 月 19 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
日本細菌検査株式会社
TEL: 03-5878-8910
担当：東京支店 福井

●FAX 送信先

FAX：06-6395-3737

●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 28 年 8 月 26 日(金)
12：30～

受付

12：55～13：00（5 分）

スケジュール説明、講師紹介等

13：00～13：50（50 分） 「 洗浄と除菌のメカニズム ～最適な洗浄条件と使用方法を選択する
際のポイント～」
食品関係施設では、清掃・洗浄・殺菌は必要不可欠です。いつも何気なく
使用している洗剤の特性を理解するため、洗浄と殺菌の関係、洗剤に使用
される洗浄成分（界面活性剤等）
、洗剤の種類などを分かりやすく解説いた
します。
講師：攝津製油株式会社
化成品事業部 営業第３グループ 主任 田坂 寛之 氏
13：50～14：00（10 分） 休憩
14：00～15：00（60 分） 「HACCP 取り組み事例」
～HACCP 管理は固定概念を変える事から始まった。
その過程で仕組み作りと人の成長が進み、わが社を革新的に変えた！～
2007 年に HACCP を取得し、今日に至るまでの構築・運用の体験談をお話頂きます。
※ご講演後、時間があれば弊社戸ヶ崎との対談を予定しています。
講師：株式会社 富士物産 代表取締役社長 トウサック 路子 氏
講師：日本細菌検査(株) 相談役 食品科学研究所技術顧問 戸ヶ崎 惠一(予定)
15：00～15：10（10 分） 休憩
15：10～16：30（80 分） 「今までの知識を一度、リセットしましょう！

HACCP 義務化に対応し
たチャレンジ事業エントリーへのロードマップ」

平成 26 年改正のガイドラインで CODEX の HACCP プランが採用され、義務化
は必至となりました。この義務化を想定した事業の一つに厚生労働省から
HACCP チャレンジ事業登録があります。既に昨年 11 月から開始しています
が、ここでは HACCP チャレンジ事業登録の手順や注意点をご紹介します。
『やってみなはれ。やらなわからしまへんで』鳥井信治郎 を共有しましょう。
次いで、HACCP プラン実現に向けた混乱しないための考え方、スムーズにチ
ャレンジ事業登録を行うための注意点などを「今まで聞いていた HACCP と
違う」に視点をおいて解説いたします。
講師：日本細菌検査(株) 相談役 食品科学研究所技術顧問 戸ヶ崎 惠一
16：30～

質疑応答、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。
）

株式会社富士物産 代表取締役社長 トウサック 路子 氏
■プロフィール：山梨県富士吉田市生まれ。地元中学を卒業後、15 歳で単身アメリカ・カナダへ渡り学生生
活を過ごす。大学在学中、ホテル業界に興味を抱き 1994 年 NYC へ移住。キャサリン・ギブス・スクールにて
本場 NY 仕込みのホテルレストランマネージメントを学ぶ。The Algonquin Hotel, The Plaza Hotel でフロ
ントスタッフ、VIP マネージャーとして活躍。世界のセレブリティーの無理難題にお応えする、ホテリエとし
て経験を積む。
2000 年フランス人シェフのマチュートウサックと結婚し、帰国。2003 年富士物産入社。食品衛生管理部門の
責任者として HACCP 導入を含む工場衛生管理体制の構築・運用や新工場設置などの実績を積む。2014 年に代
表取締役社長に就任。一級惣菜管理士。一児の母。
攝津製油 株式会社
化成品事業部 営業第３グループ 主任 田坂 寛之 氏
■プロフィール：2009 年攝津製油株式会社入社、商品開発研究室勤務。日本食品微生物学会で「ノロウイル
スに効果のある食品添加物・食品素材の探索」について学術発表。
また、2015 年 11 月に「殺ノロウイルス組成物」にて特許取得し、商品開発につながる学術研究を行う。
2016 年 7 月東京営業所勤務となり、技術支援営業の業務に携わる。

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 28 年 8 月 26 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

06-6395-3737

●お名前

●ご住所

〒

●TEL

●FAX

●E-mail
※受講票をお送りするのに必要ですので、必ずご記入ください。
●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：06-6395-3737

□

宛ご送信ください。

○申込書受領後、受講票をメールにて送信させていただきます。
○メールが受信できない場合は、受講票を FAX させていただきます。FAX 番号をご記入の上その旨を一言お
書き添えください。
○受講票が届かない場合は、お手数ですが下記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、17：00 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、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

【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

