研修会 開催のご案内
企画 ：ＳｕｃＳｅｅｄ株式会社 協力 ： 株式会社アグリインキュベーター
実施主体 ： 一般社団法人食品品質プロフェッショナルズ

会 場 ： かでる２・７ １０３０会議室
北海道札幌市中央区北２条西７丁目 道民活動センタービル
・ＪＲ札幌駅南口：徒歩１３分
地下鉄 さっぽろ駅（１０番出口）：徒歩９分
大通駅（２番出口）：徒歩１１分
西１１丁目駅（４番出口）：徒歩１１分
公共地下歩道（１番出口）：徒歩４分

ＨＡＣＣＰ研修会 in 札幌
～持続可能な食品産業へ～

日時 ２０２０年１月２２日 （水） ・ ２３日 （木） ・ ２４日 （金）
定員３０名

３日間の基礎 ・ 管理者研修

※１日目の基礎研修のみの参加も可

ＨＡＣＣＰ義務化へむけて
食品衛生法の改正により２０２１年６月までに原則として全ての食品等
事業者 （飲食店を含む） が HACCP を導入しなくてはなりません。
義務化に向けて正しく HACCP を理解し現場で適切な管理を実践する
為の研修会を開催します。 HACCP とは何か？導入するにあたって何
をすれば良いのか？の段階にある初心者から、 既に現場で HACCP
の運用にあたっている品質管理担当者までを対象としております。 食
品加工事業者や飲食店だけでなく、 これからは農業者も HACCP の
考え方を理解する必要がございます。 食品加工、 飲食、 流通、 農
業など幅広い分野から研修会にご参加いただき HACCP への理解を
深め、 日本の食を世界に誇れる産業へと築き上げていきましょう。

食の安全から持続可能な社会へ
HACCP に取り組むことで世界中で取り組まれているＳＤＧｓ（持
続可能な開発目標） の達成にも近づくことができます。③「すべ
ての人に健康と福祉を」、⑧「働きがいも経済成長も」、⑨「産業と
技術革新の基盤をつくろう」、 目標⑫「つくる責任つかう責任」 と
HACCP の繋がりを考えてみると、 HACCP に取り組むことで安
全な食品を流通させることができ、 消費者の健康が守られます。
また、 HACCP の導入で食品産業の基盤をつくり、 国際的に信
頼のおける食品衛生管理の実現により日本の食の更なる経済
成長、 返品による廃棄ロスの削減、 安全な包装容器の使用に
も繋がります。 日本の食品産業を持続可能なものとするために
は HACCP への取り組みが重要な課題となります。

お申込み ・ お問合せ
お申込みは裏面の申込書をＦＡＸか E メールで送付いただくか、 下記ＵＲＬまたは右の２次元バーコードから申し込みサイトにアクセス
して下さい。 問い合せは E メール以外にも LINE トークでも受け付けます。 左の QR コードから友だち追加をお願いします。

申し込みサイト URL:http://www.sucseed.co.jp/haccp_workshop_entry.html
事務局 ：サクシード株式会社
担 当：梅津 国英
ＴＥＬ：０３-４５２０-８６５２
ＦＡＸ：０３-４５２０-８６５３
Ｅメール：info@sucseed.co.jp

ＨＡＣＣＰ研修会

in 札幌

◆会 場 かでる２・７ １０３０会議室
北海道札幌市中央区北２条西７丁目 道民活動センタービル
JR 札幌駅南口より徒歩 13 分、さっぽろ駅（10 番出口）より徒歩 9 分
大通駅 (2 番出口 ) より徒歩 11 分、西 11 丁目駅（4 番出口）より徒歩 11 分
公共地下歩道（1 番出口）より徒歩 4 分

◆日 時 ２０２０年１月２２日（水）・２３日（木）・２４日（金）

定員３０名

◆参加費 ６６,０００円（税込み） ※１社２名以上の参加で一人あたり２,０００円割引致します。
１日目の基礎研修のみ参加の場合 ４６，０００円（税込み）
※１日目のみの受講の場合、後日開催される当研修会の後半２日間の参加で修了証を発行致します。
基礎研修を受講済で管理者研修２日間への参加は２８,０００円（税込み）となります。
※昼食はご自身でご用意ください。休憩時間に外で済ませるか、お持ち込みでの飲食も可能です。

◆内 容 【１日目】 ＨＡＣＣＰ基礎研修（座学）10:00 ～ 18:30 終了後 20:00 まで個別相談会
ＨＡＣＣＰ概論（適合性確認、認証の差異を含む。食品衛生法改正のその後）
一般衛生管理、環境衛生・ペストコントロール、製品仕様書・フローダイアグラム
危害要因、
ＨＡＣＣＰプラン。事例紹介。

【２日目】 ＨＡＣＣＰ管理者研修（実習）9:30 ～ 18:30 終了後 20:00 まで個別相談会
食品品質プロフェッショナルズの提唱するビジュアライゼーションにそった
ＨＡＣＣＰプラン作成実習。

【３日目】 ＨＡＣＣＰ管理者研修（発表）9:30 ～ 17;30 終了後 18:30 まで個別相談会
各自の作成したＨＡＣＣＰプランの発表と質疑応答。

※研修会の資料は事前にデータで配布しますので、当日はノートＰＣやタブレットで
データを閲覧しながらの受講をお勧めします。プリントしての持参でも構いません。
当研修会は Codex の HACCP ガイドラインに準拠しております。 また、 ３日間の受講により 「ＨＡＣＣＰシステムについ
て相当程度の知識を持つと認められる者」 の要件を満たすことができ、 ３日間の受講修了者には 「ＨＡＣＣＰ管理者研
修会修了証」 を交付致します。 食品事業者であればＨＡＣＣＰ管理者としての力量を示すことができ、 農業関連では
GLOBALG.A.P. 内部検査員の資格要件の１つなどにも該当します。

講師のご紹介
講師 ： 広田 鉄磨
◆プロフィール
一般社団法人食品品質プロフェッショナルズ代表 広田鉄磨
日本 ・ 海外諸国にて製造、 開発、 品質保証業務、ＩＳＯ２２０００導入指導、 及び２００社以上の二者監査を実施。ＧＦＳＩ日
本のコアメンバーとして食品安全マネジメント国際規格の普及に携わる。 ２０１５年にネスレ日本退社後、 関西大学化学生
命工学部特任教授として食品安全を考える傍ら、食品安全研究団体「一般社団法人食品品質プロフェッショナルズ」を設立。
元厚生労働省ＨＡＣＣＰ支援ツール研究開発班メンバー。
農水省主導ＪＦＳ規格創設メンバー。 一般社団法人日本食品安全協会最高顧問。
資格 ：ＨＡＣＣＰ指導員、ＩＳＯ２２０００主任審査員

表面のＵＲＬもしくは２次元バーコードから申し込みサイトへアクセスし、 必要条件を入力し送信いただくか、
下記に記入いただきＦＡＸかＥメールでお申込み下さい。

お申込み
コース
※CコースはAコースを
受講済みの方のみ

ご
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先

Ａ

ＨＡＣＣＰ基礎・管理者研修 ３日間 ６６,０００円

Ｂ

ＨＡＣＣＰ基礎研修

１日間 ４６,０００円

ＨＡＣＣＰ管理者研修

２日間 ２８,０００円

※Ｃ
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【お申し込み後】
・ お申込み情報を受領後、 事務局より受領
メールを送信致します。
・ 受領後にお申込者様宛に請求書をお送りし
ますので、 期日内にお振込みをお願いしま
す。
・ 受講料の入金を確認後、 開催概要、 受講
票をメールにて送信致しますのでプリントアウ
トの上会場へお持ちください。
・ 申し込み後、 研修会に出席できなくなった
場合は代理の方の出席をお願い致します。
やむを得ず欠席の場合は必ず事務局までご
連絡下さい。 以下の規定に基づき料金を申
し受けます。
研修３日～１週間前の連絡 受講料 70％
研修当日～２日前の連絡 受講料 100％
・ 原則として銀行振り込みの場合、 領収書の
発行は致しません。 また振り込み手数料は
ご負担ください。
・ 最小定員数に満たない場合など、 事情に
より中止になる場合がございますがご了承下
さい。 その際受講料は全額返金致します。

