
2010年6月1日現在

◆ 食品業界向け品質表示 添削・作成・コンサルティング WEBサービス ◆

http://hinhyo.com/

STOP
食品偽

サービス総合案内
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■品質表示.comとは？■

品質表示.comは、食品の品質表示の記載内容でお困りの食品会社様に対し、食に関する専門家が毎年改訂される法律に遵守した

品質規格書や製品ラベル、販促物（パンフレット・カタログなど）等の品質表示に関する添削や作成を専門とする

食品業界初の品質表示専門サービスサイトです。過去900アイテムを越える食品の実績がありますので、

食品の品質表示に関することなら専門家がトータルにサポート致します。

●食品業界の悩み●

法律に遵守した

社外向けの正式な規格書

を作成したい･･･

ラベルの表示内容が、

間違ってないか専門家に

見てもらいたい･･･

パンフやPOPの表現内容

でトラブルが起きないよ

うにしたい･･･

顧客から依頼が来た顧客

書式の規格書作成を外注

したい･･･

品質表示.comがすべて解決します。

安心の「食」の専門 有資格者が作業

これで品質表示 体制も万全です。

品質表示.com  【http://hinhyo.com/】
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■品質表示.comの特徴■

製品1アイテムからOK！圧倒的なコストパフォーマンス！

お客様が作成した規格書の添削・補正なら１9,950円（税込）！規格書の新規作成代行も26,250円（税込）から

最短7～10日間（営業日）で納品！！

お申込み・ご入金確認後、7～10日（営業日）の迅速納品。

顧客指定書式の規格書にも迅速に対応！！！

お客様の先の顧客より、ご依頼のあった指定書式の規格書作成に、薬事法管理者からISO審査員、

社外秘扱いの製品情報漏洩防止対策も万全！！！！

事前に締結する【機密保持誓約書】＋【SSL暗号化データ認証】でダブルのセキュリティで安心作業！

お客様の手間とコストを徹底削減！！！！！

時間・手間のかかる品質表示に関する規格書作成や添削作業。ラベル添削等を全て代行いたします。

【その１】

【その２】

【その３】

【その４】

【その５】
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※サービス内容は、2010年6月1日現在です。予告なく変更となる場合がありますので、 新のサービスメニューは当社担当者までお問い合わせください。

※上記のサービス提供には、品質表示.com上で会員登録（無料）が必要となります。

×
クセル

ワード

入金後7～10営業日

○

○

15,750円/1製品

×
クセル

ワード

×

×

○

○

21,000円/1製品 29,800円/1製品 39,900円/1製品1アイテム料金（税込） 35,700円/1製品 49,600円/1媒体

販促物

Ｈ-ａ

お客様が制作した【販促物】
（リーフレット、カタログ、ポス
ター、パンフレット、POP類、
等）の記載内容に記入漏れ
や記入ミスが無いかを添削。
【規格書】＋【製品ラベル】＋
【販促物】が一致している記
載内容に補正します。広告
的表現から製品仕様欄ま
で、販促物の記載内容のこ
となら景品表示法や薬事法
などを遵守している記載内
容か丸ごと添削・補正しま
す。※製品ラベルの新規作
成をご希望の方は別途お問
合せください。

サービス内容

品質表示.comオリジナル［一
般版］書式の規格書に当専
門スタッフが記入し、規格書
を作成するサービスです。
オリジナル書式は 低限の
記載項目を網羅しA4版1枚
にまとめた顧客提出用の一
般的な規格内容です。
お客様より【必要書類】をご
用意頂ければ、食品衛生
法・JAS法など該当する法律
に遵守した規格書に仕上
げ、納品致します。

品質表示.comオリジナル［詳
細版］書式の規格書に当専
門スタッフが記入し、規格書
を作成するサービスです。
製品の規格情報を細かくA4
版2枚程度にまとめました書
式をご用意しました。
お客様より【必要書類】をご
用意頂ければ、食品衛生
法・JAS法など該当する法律
に遵守した規格書に仕上
げ、納品致します。

お客様が、ご用意した【指定
書式】の規格書に当専門ス
タッフが記入し、規格書を作
成するサービスです。
【必要書類】をご用意頂けれ
ば、食品衛生法・JAS法等に
遵守した【規格書】を新規に
作成し、納品致します。
※ただし、非常に項目の多
い規格書（目安A4：約4枚以
上）や品質規格保証書の類
いの
作成希望の場合は、別途御
見積となりますので、ご了承
ください。

Ｌ-ａ L-b

規格書

お客様が制作した【製品ラベ
ル】の記載内容に記入漏れや
記入ミスが無いかを添削。【規
格書】＋【製品ラベル】が一致
している記載内容に補正しま
す。広告的表現から製品仕様
欄まで、景品表示法や薬事法
などを遵守している記載内容
か丸ごと添削・補正します。

お客様が自作した【規格書】
をご用意ください。
その【規格書】の記載内容に
記入漏れや記入ミス等がな
いかチェックし、食品衛生法
等の法律に遵守している記
載内容に添削・補正し、納品
致します。

お客様が制作した【製品ラベ
ル】の記載内容に記入漏れ
や記入ミス等が無いか添削
し、【規格書】＋【製品ラベ
ル】が一致している記載内容
に補正します。一括表示欄
内から欄外の広告的表現ま
で、製品ラベルの記載内容
が食品衛生法や景品表示法
などに遵守している記載内
容か丸ごと添削・補正しま
す。
※製品ラベルの新規作成を
ご希望の方は別途お問合せ
ください。

×

×

○

○

×

○

○④製造工程表

⑤製品ラベル（記載済）

提出可能形式
クセル

ワード

×

×

○

×

○

○

○

×

○

○

クセル
ワード

○

①規格書（未記載）

②規格書（記載済）

③配合表（製造レシピ）

■お客様にご用意頂く書類■

○

K-a
品質表示.com

オリジナル書式［一般版］

K-b
品質表示.com

オリジナル書式［詳細版］

K-c
お客様指定書式

K-d

○

■添削・補正サービス

納品までのリードタイム

納品形態

クセル
ワード

クセル
ワード

入金後7～10営業日

品質表示.ｃｏｍ
［一般版］書式（エクセル）

品質表示.ｃｏｍ
［詳細版］書式（エクセル）

お客様が、ご用意した
書式に準じます。

サービスID

■新規作成代行サービス
製品ラベル［対象：全体］

サービスメニュー

注意点

支払方法
当サイトは前金制でサービスを提供しています。

サービスお申込み後、書類審査を行い、請求書メールを発行致します。請求書メール到着後10日以内に、指定口座へお振込みください。

※10日以内にお振込が無い場合はキャンセル扱いとさせて頂きます。
※振込手数料はお客様ご負担でお願い致します。
※領収書は銀行振込票（控）をもって替えさせて頂きます。
※領収書をご希望の方は、別途お申し付けください、後日郵送致します。

納品方法

10～15営業日入金後7～10営業日

×

○

○

○

規格書 製品ラベル［一括表示欄］

49,600円/1媒体

○

○

○
クセル

ワード

■納品スタイル■

■支払い方法■

10～15営業日

お客様が、ご用意した書式に手書き赤入れし、納品致します。

成果物として紙書類を郵送にて納品し、完納とさせて頂きます。　※お急ぎの方は、メールにて先に、電子データを仮納品させて頂きます。

入金後7～10営業日 入金後7～10営業日

■サービス一覧表①■
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■講演依頼サービス

※サービス内容は、2010年6月1日現在です。予告なく変更となる場合がありますので、 新のサービスメニューは当社担当者までお問い合わせください。

※上記以外の専門家派遣をご希望の方は当社スタッフまでお問い合わせください。

※コンサルタント契約が1週間や1ヶ月または6ヶ月間と、契約期間につきましてはご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。

サービスメニュー
各種専門家

O-b
年間顧問契約

S-a
1～3時間程度

サービスID
契約期間

Y-a
1日派遣

Y-ｂ
年間顧問契約

I-a
1日派遣

サービス内容

規格書、製品ラベル、販
促物（TVCM、ラジオCM
・新聞、雑誌広告・チラ
シ、POP類、カタログ、、
ホームページ等）の広告
表現等において薬事法
に則った表記のご相談に
応じサポート致します。

1年間のコンサルティング
顧問契約です。年間を通
じお客様の薬事法に関す
る案件をトータル（包括
的）にサポート致します。
※原則毎月1回程度の訪
問

ISO2200もしくはHACCP
取得のための事前コンサ
ルティングです。貴社の
現状をヒヤリングし、
ISO22000取得のために
必要なモノや考え方、総
費用、仕組み等を簡単に
レクチャーします。

I-b
年間顧問契約

O-a
1日派遣

■専門家コンサルタント派遣サービス

・お急ぎの方は、ご相談に応じますが、原則的に派遣希望日の2～3週間程度前に、ご相談ください。
・派遣日時は可能な限り、平日の日中にお願いしていますが、土日祝日ご希望の場合はご相談ください。

料金（税込）

交通費に関する
注意点

訪問に関する注意点

応相談
日当63,000円

＋
実費交通費

応相談 応相談
日当63,000円

＋
実費交通費

薬事法管理者 オーガニック（有機含）検査員ISO審査員

・資格者は東京近郊または大阪近郊から出発する場合が多いため、原則日帰り可能な日程でお願い致します。
・日帰りが無理な遠隔地の場合や、二日以上の派遣をご希望の場合は別途宿泊費用（実費分）のご負担をお願い致します。
・派遣先住所が東京近郊の場合でも、ご希望日時によっては地方から出発し、派遣する場合もありますので、ご容赦ください。

応相談
日当63,000円

＋
実費交通費

1年間のコンサルティング
顧問契約です。ISO22000
もしくはHACCP取得まで
トータル（包括的）にサ
ポート致します。
※原則毎月1回程度の訪
問

オーガニックもしくは有機
認定のための事前コンサ
ルティングを致します。お
客様の現状をヒヤリング
し、有機認定のために必
要なモノや考え方、費
用、仕組み等を簡単にレ
クチャーします。

1年間のコンサルティング
顧問契約。オーガニック又
は有機食品認定までトータ
ル（包括的）にサポート致
します。　　　　　　　　　※
原則毎月1回程度の訪問

主に「食品の品質表示」
をテーマにした各種講
演・セミナー等の講師を
企業や各種団体、イベン
トなどへ派遣します。教
育研修や取引先向けの
セミナー等で、ぜひご活
用ください。

■サービス一覧表②■
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■実績一覧■

食品

■加工食品
農産物｜生鮮食品｜調理食品｜冷凍食品｜惣菜｜業務用食品｜市販用食品｜加工用食品｜カレー｜カレーソース｜ソース｜スープ｜業務用デミグラスソース

市販用デミグラスソース｜フォンドボー｜ラーメン｜業務用ラーメンスープ｜業務用白湯スープ｜業務用清湯スープ｜弁当｜納豆｜ほか

■穀類（こく類）

米｜精米｜パン｜いも（イモ・芋薯）類｜豆類｜糖質の多い野菜｜玄米｜おにぎり（お結び）｜赤飯｜餅（もち）｜ほか

■果物（くだもの）類

果物類｜果実類｜ほか

■魚、肉、卵

漬物類｜農産加工食品｜ソーセージ｜キムチ｜肉｜卵｜水産物｜うなぎ｜さしみ（刺身）｜魚｜川魚｜煮干｜鰹節（かつお節）｜大豆｜大豆製品｜ほか

■牛乳類

乳｜乳製品｜アイスクリーム｜ヨーグルト｜チーズ｜ほか

■油脂・多脂性脂食品

オイル｜サラダ油｜ほか

■野菜・海藻・こんにゃく

蒟蒻｜海草｜茸（きのこ）｜乾し椎茸｜松茸｜梅干し｜梅｜紫蘇（しそ）｜昆布｜ほか

■調味料

風味調味料｜食酢｜酢｜しょうゆ（醤油）｜みそ（味噌）｜ふりかけ｜マヨネーズ｜ケチャップ｜砂糖｜塩（食塩）｜ぽん酢（ポン酢｜みりん風調味料｜業務用ドレッシング

市販用ドレッシング｜ほか

■お酒類

清酒｜日本酒｜ワイン｜ビール｜醸造酒｜蒸留酒｜混成酒｜ほか

飲料
■飲料（ドリンク）類

果実飲料｜ミネラルウォーター｜紅茶｜ウーロン茶（烏龍茶）｜青汁｜清涼飲料水｜炭酸飲料｜コーヒー｜茶｜緑茶｜紅茶｜ブレンド茶｜機能性飲料（アミノ酸飲料、スポーツ飲料）

乳性飲料｜野菜飲料｜こく類（穀類）性飲料｜ほか

菓子類
■製菓（干菓子）・洋菓子・和菓子類

生菓子｜羊羹（ようかん）｜半生菓子｜キャラメル｜チョコレート｜ガム｜ビスケット｜クッキー｜ポテト類｜コーン系｜小麦粉系｜スナック類｜ケーキ｜団子｜ゼリー｜キャンデーガム

風船ガム｜クレープ｜ムース｜バームクーヘン｜シュークリーム｜ワッフル｜餅（もち）菓子｜蒸し菓子｜焼き菓子｜練り菓子｜餡（あん）菓子｜揚げ菓子｜ 中｜どら焼き

饅頭（まんじゅう）飴（あめ）菓子｜打ち菓子｜豆菓子｜米菓｜煎餅（せんべい）｜あられ｜ほか

添加物
■添加物

添加物製剤｜食品添加物｜指定添加物｜既存添加物｜天然香料｜一般飲食物添加物｜着色料｜甘味料｜保存料｜増練剤｜ゲル化剤｜安定剤｜糊剤｜酸化防止剤｜発色剤

漂白剤｜ガムベース｜香料｜防かび（ばい）剤｜イーストフード｜乳化剤｜pH調整剤｜かんすい｜膨張剤｜栄養強化剤｜品質保持剤｜防虫剤｜殺菌料｜色調安定剤｜光沢剤

粘着防止剤｜豆腐用凝固剤｜チューインガム軟化剤｜結着剤｜品質改良剤｜保水乳化安定剤｜醸造用剤｜溶剤｜苦味料｜酸味料｜カラメル｜炊飯添加剤｜シリコン（シリコーン）

加工助剤｜キャリーオーバー物｜ステビア｜ほか

健康食品

食に関する有資格者が過去に品質表示にかかわった900アイテム以上の実績です。
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■安心の保有資格者一覧■

●ISO22000（食品安全マネジメントシステム）審査員 ●ISO9001（品質管理及び品質保証）審査員 ●オーガニック検査員（有機含む） ●管理栄養士 ●健康食品管

理士

●食品技能検定1類 （水産資源・水産食品・調理栄養） ●食品技能検定2類 （水産食品製造・水産食品特性） ●食品技能検定3類 （食品衛生・食品分析・食品流通）

●青果物検査員 ●生産情報公表JAS ●惣菜管理士 ●内閣府食品安全委員会 食品安全モニター委員（内閣府所管）

●HACCP基本技能者ベジタブル＆フルーツマイスター ●薬事法管理者 ●薬事有識者会議 委員（厚生労働省所管） ほか

品質表示.comでは、食に関する専門家（有資格者）が、幅広くサポートします。

■利用者の声■

食品製造メーカー 従業員23名

取引先から、指定の書式への規格書作成の依頼がありますが、

忙しく、中々時間がとれず、せっかく提出した規格書も書き直しを

頼まれると二度手間で時間と手間だけかかってしまい困っていました

が、このサービスを利用してからは規格書の作成業務が楽になりま

した。

食品輸入商社 従業員40名

ラベルを作成する専任スタッフが居なかったので、

利用させてもらっています。

特に海外からの輸入品はいい加減なラベル表示の場合が

多いので、輸入品の品質表示に重宝しています。

食品製造メーカー 従業員210名

今まで、新製品が発売される度にその年の法律に照らし合わせてラ

ベルの表示内容をいちいち作成していましたが、このサービスを利用

してからは面倒なラベル作りの時間を本業の業務に専念することが

できました。

食品製造メーカー 従業員27名

品質管理のスタッフがラベル作成から規格書作成まで

1人で担当していたのですが、他の業務も忙しくてラベル作成や

規格書作成に時間が割けなかったので助かっています。

食品問屋 従業員190名

当社のオリジナルブランドを扱ってるんですが、

ラベル表示の専門家が居なくて困っていました。

製造委託しているメーカーのラベルでは頼りなくて、ウチの独自ブラ

ンドですから当社独自でラベル表示のノウハウを得たいと思っていま

したので助かってます。

食品製造メーカー 従業員12名

当社は社長1人が、ラベル制作を担当していたのですが、

新たに人材を採用する予算もなかったので

このサービスを紹介され、一度試しに使ってみたら

業務が楽になりました。
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サービスのお問合せは下記までご連絡ください。

株式会社イーオプティマイズ

〒110-0003 東京都台東区根岸5-13-16 根岸ビル3F

TEL（代）03-6379-6550 FAX（代）03-6379-6551http://hinhyo.com/

info@hinhyo.com
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