
一般社団法人日本能率協会  審査登録センター   御中 [記入日]

　　ふりがな

１．申請組織名： 

２．登録対象組織名の概要 ※2箇所以上の場合は、2箇所目からは別紙にご記入のうえ添付してください。

※FSSC、JFS-C規格は原則、工場（事業所）１か所ずつの認証となります。

※同一住所（敷地）内に複数の会社が含まれる場合は、別紙の2箇所目以降としてご記入ください。

＜対象事業所・部署名＞ ＜ 寄り駅＞
＜所在地＞ 〒
＜対象要員数＞ 名 ＜交代勤務＞ （ 直 班 ／交替勤務対象数 名）
＜該当機能＞ 上記組織の当てはまる機能(役割)に✔を入れてください。

工場 ハザード分析の管理を行っているサイト(本社など) 設計・開発機能
製造/サービスの実現化プロセス 保存/販売/配送機能(製品扱いあり)
営業機能(製品扱いなし) 一般管理機能(製品扱いなし)

３．方針声明者： ＜所属・役職名＞ ＜ご氏名＞

４．管理責任者： ＜ご氏名＞

５．連絡担当者： ＜所属・役職名＞ ＜ご氏名＞
＜電話番号＞ 
＜メールアドレス＞　
＜ホームページアドレス＞

６．適用規格： 

７．審査登録希望範囲 （登録希望対象の活動、製品およびサービスの範囲／例：○○の設計、製造および提供、販売）

※規格により対象の範囲が異なる場合は書き分けてください

JMAQA使用欄 : 審査登録対象分野

８．希望審査時期
第１段階審査： 年 月頃 第２段階審査： 年 月頃

９．登録後の定期審査（サーベイランス）の希望間隔（登録時に変更することができます）
1年に1回 6か月に1回(3年間の合計工数が、1年に1回に比べて多くなる場合があります)

１０．ISO22000 英文登録証の希望 /  JFS-C規格　英文登録証の希望
※費用は別途となります。　※FSSC22000は英文登録証が発行されます。

１１．当センターおよび認定機関のホームページでの情報の公開・非公開についてのご希望
（公開情報は、登録証記載内容と同様の内容となります） ・ホームページでの公開：

※公開を希望されない場合は理由をお知らせください

＜ご申請時確認事項＞
①登録認定機関は、ＪＡＢ（日本適合性認定協会）　です。
②対象要員数の合計は、 名、換算後要員数は、　 名です。

申請時アンケート
組織図（組織全体とFSSC22000/ISO22000/JFS-C対象組織）
各サイトの製品・サービスの概要がわかる資料（会社案内、製品チラシなど）
対象拠点の平面図または工場概況図など

FSSC22000/ISO22000/JFS-C規格　審査登録申請書

審査登録に関する要求事項を遵守し、審査登録業務に必要なすべての情報を提供することに同意いたします。

申請組織記入欄 

＜所属・役職名＞

ビル名：

＜添付資料＞ 本申請書に以下を添付してください。

0 自動計算



全てのフローダイヤグラムの名称がわかる資料／業務プロセス（工程）がわかる資料

＜その他のご要望（使用言語など）があれば、空欄にご記入ください。＞

※当センターは、審査登録申請の過程において知り得た事業者の機密を保持し、守秘義務を遵守いたします。
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＜ご提出方法＞ 営業担当者にメール、または郵送にてご提出ください。



(2) ＜対象事業所・部署名＞ ＜ 寄り駅＞
＜所在地＞ 〒
＜対象要員数＞ 名 ＜交代勤務＞ （ 直 班 ／交替勤務対象数 名）
＜該当機能＞ 上記組織の当てはまる機能(役割)に✔を入れてください。

工場 ハザード分析の管理を行っているサイト(本社など) 設計・開発機能
製造/サービスの実現化プロセス 保存/販売/配送機能(製品扱いあり)
営業機能(製品扱いなし) 一般管理機能(製品扱いなし)

(3) ＜対象事業所・部署名＞ ＜ 寄り駅＞
＜所在地＞ 〒
＜対象要員数＞ 名 ＜交代勤務＞ （ 直 班 ／交替勤務対象数 名）
＜該当機能＞ 上記組織の当てはまる機能(役割)に✔を入れてください。

工場 ハザード分析の管理を行っているサイト(本社など) 設計・開発機能
製造/サービスの実現化プロセス 保存/販売/配送機能(製品扱いあり)
営業機能(製品扱いなし) 一般管理機能(製品扱いなし)

(4) ＜対象事業所・部署名＞ ＜ 寄り駅＞
＜所在地＞ 〒
＜対象要員数＞ 名 ＜交代勤務＞ （ 直 班 ／交替勤務対象数 名）
＜該当機能＞ 上記組織の当てはまる機能(役割)に✔を入れてください。

工場 ハザード分析の管理を行っているサイト(本社など) 設計・開発機能
製造/サービスの実現化プロセス 保存/販売/配送機能(製品扱いあり)
営業機能(製品扱いなし) 一般管理機能(製品扱いなし)

(5) ＜対象事業所・部署名＞ ＜ 寄り駅＞
＜所在地＞ 〒
＜対象要員数＞ 名 ＜交代勤務＞ （ 直 班 ／交替勤務対象数 名）
＜該当機能＞ 上記組織の当てはまる機能(役割)に✔を入れてください。

工場 ハザード分析の管理を行っているサイト(本社など) 設計・開発機能
製造/サービスの実現化プロセス 保存/販売/配送機能(製品扱いあり)
営業機能(製品扱いなし) 一般管理機能(製品扱いなし)

(6) ＜対象事業所・部署名＞ ＜ 寄り駅＞
＜所在地＞ 〒
＜対象要員数＞ 名 ＜交代勤務＞ （ 直 班 ／交替勤務対象数 名）
＜該当機能＞ 上記組織の当てはまる機能(役割)に✔を入れてください。

工場 ハザード分析の管理を行っているサイト(本社など) 設計・開発機能
製造/サービスの実現化プロセス 保存/販売/配送機能(製品扱いあり)
営業機能(製品扱いなし) 一般管理機能(製品扱いなし)

(7) ＜対象事業所・部署名＞ ＜ 寄り駅＞
＜所在地＞ 〒
＜対象要員数＞ 名 ＜交代勤務＞ （ 直 班 ／交替勤務対象数 名）
＜該当機能＞ 上記組織の当てはまる機能(役割)に✔を入れてください。

工場 ハザード分析の管理を行っているサイト(本社など) 設計・開発機能
製造/サービスの実現化プロセス 保存/販売/配送機能(製品扱いあり)
営業機能(製品扱いなし) 一般管理機能(製品扱いなし)

(8) ＜対象事業所・部署名＞ ＜ 寄り駅＞
＜所在地＞ 〒
＜対象要員数＞ 名 ＜交代勤務＞ （ 直 班 ／交替勤務対象数 名）
＜該当機能＞ 上記組織の当てはまる機能(役割)に✔を入れてください。

工場 ハザード分析の管理を行っているサイト(本社など) 設計・開発機能
製造/サービスの実現化プロセス 保存/販売/配送機能(製品扱いあり)
営業機能(製品扱いなし) 一般管理機能(製品扱いなし)

(9) ＜対象事業所・部署名＞ ＜ 寄り駅＞
＜所在地＞ 〒
＜対象要員数＞ 名 ＜交代勤務＞ （ 直 班 ／交替勤務対象数 名）
＜該当機能＞ 上記組織の当てはまる機能(役割)に✔を入れてください。

工場 ハザード分析の管理を行っているサイト(本社など) 設計・開発機能
製造/サービスの実現化プロセス 保存/販売/配送機能(製品扱いあり)
営業機能(製品扱いなし) 一般管理機能(製品扱いなし)

ビル名：

（FSSC22000 / ISO22000 / JFS-C 申請書・別紙）
※下記項目を満たしている別紙がございましたら、ご入力いただかず一覧の添付でも結構です。

ビル名：

ビル名：

ビル名：

ビル名：

ビル名：

ビル名：

ビル名：



※６か所以上の場合は非表示になっているセルを表示してご記入ください。

a)
その工程、業務を具体的に挙げてください。（清掃、防虫防鼠などは除く）

b)

1.の事業所番号
該当する製品および／または

サービス

（自動表示）

対象事業所／部署

（自動表示）

取り扱う主要な製品
および／またはサ－ビス

季節によって製造されない製品
および／またはサービス

1.の事業所番号
該当する製品および／または

サービス
アウトソーシングする工程

夜間
深夜

上記１．で記載した製品および／またはサービスのプロセスの中で、夜間（17時～22時）または深夜（22時～4時）

早朝
夜間
深夜
早朝

「食品安全システム認証（FSSC22000）／食品安全マネジメントシステム（ISO22000）
／JFS－C規格　申請時アンケート」

＜記入要領＞下記の該当する箇所全てに レ印 を記入もしくは［　　　］に具体的に記述願います。
　　　　　　水色のセルには入力、オレンジ色のセルはプルダウンで選択をしてください。

⑤

③

④

①

② （自動表示）

（自動表示）

（自動表示）

（申請マネジメントシステム規格）
自動表示 自動表示 自動表示

１．審査登録希望の製品および／またはサ－ビス

各対象事業所／部署で取り扱っている主要な製品および／またはサービスを具体的に挙げてください。
また、それぞれに“季節によって製造されない製品／サービス”“審査対象外としたい製品／サービス”がありまし
たらご記入ください。

または早朝（4時～9時）の時間にのみ実施するプロセスはありますか？

夜間
深夜
早朝

プロセス時間帯

夜間
深夜
早朝

対象外の製品
および／またはサービス

２．アウトソーシング／時間外プロセス
上記１．で記載した製品および／またはサービスのプロセスの中で外部委託（アウトソーシング）はありますか？
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1)消費者関連
食品衛生法 PL法(製造物責任法) 建築基準法 不正競争防止法 建設業法
住宅の品質確保の促進法 JAS法 消費者保護基本法 不当景品類及び不当表示防止法
その他 [ ］

医療法 医薬品医療機器等法 健康増進法 介護保険法

その他 [ ］

個人情報保護法 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 特許法 知的財産基本法
その他 [ ］

毒物及び劇物取締法 有機溶剤中毒予防規則 特定化学物資等障害予防規則
その他 [ ］

労働安全衛生法 消防法 酸素欠乏等防止規則 災害対策基本法
労働者災害補償保健法 労働基準法 労働者派遣法
その他 [ ］

道路交通法 道路運送車両法
その他 [ ］

[ ］

取得している場合、以下の該当箇所にご記入ください。

1．コンサルティングサービスを受けていない →1.1へ
2．コンサルティングサービスを過去に受けた →2.1へ
3．コンサルティングサービスを現在も受けている →2.2へ

1.1 今後もコンサルティングサービスを受ける予定はない
今後、コンサルティングサービスを受ける予定がある
“予定がある”とお答えの場合、以下を現在わかる範囲でご記入ください

・コンサルティング組織名
・コンサルタント氏名
・コンサルティング開始予定日
・コンサルティング終了予定日　

2.1　過去のコンサルティングの情報をご記入ください
・コンサルティング組織名
・コンサルタント氏名
・コンサルティング開始日
・コンサルティング終了日

2.2　現在のコンサルティング情報をご記入ください
・コンサルティング組織名
・コンサルタント氏名
・コンサルティング開始日
・コンサルティング終了予定日

受講していない
受講した

研修名称
〔 〕

講師氏名
〔 〕

研修実施期間
〔 〕

審査登録機関名

6)運輸関連

規格

7)その他の該当法令・条例

４．貴社（事業場）で既に何らかのマネジメントシステムを認証取得されていますか？

3)情報関連

4)化学物質関連

６．貴社のマネジメントシステム構築にあたり、７のコンサルティングサービスに該当しない日本能率協会の講師派遣
研修の有無をお聞かせください。

なお、マネジメントシステムのコンサルティングというのは、“審査するマネジメントシステムの設計、実施又
は維持に関与すること”と定義され、例えば①マニュアル又は手順を、準備又は作成すること　②マネジメント
システムの開発及び実施に向けての固有の助言、指示、又は解決を与えること、とされております。(JISQ17021
3.3による)

その他

５．貴社のマネジメントシステム構築にあたり、コンサルティングサービス活用の有無をお聞かせださい。
　　（但し現在から遡ること過去2年以内と現時点での将来2年の間での予定の情報に限ります。）

３．審査登録希望の対象となる製品および／またはサービスおよびそのプロセスに関連する法規制を下記より選択して
ください（製品および／またはサービスの違いによって適用される法規制が異なっている場合には、それがわかるよう
記述してください）。

2)健康関連

5)安全衛生関連
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大変わかりやすい わかりやすい わかりにくい まったくわからない
具体的なご意見

大変よい よい あまりよくない 悪い
具体的なご意見

　　　お聞かせください。

食品及び飼料の
加工

C 食品製造

CI
腐敗しやすい動
物性製品の加工

魚及び海産物，肉，卵，酪農製品並びに魚加工品を含
む，動物性製品の製造

CII
腐敗しやすい植
物性製品の加工

果実，生ジュース，野菜，穀類，ナッツ及び豆類を含む，
植物性製品の製造

CIII

腐敗しやすい動
物性及び植物性
製品の加工（混

合製品）

ピザ，ラザニア，サンドイッチ，団子，惣菜を含む，動物
性製品及び植物性製品の混合による製造

CIV
常温保存製品の

加工

BII 穀類及び豆類の
農業

食用の穀類及び豆類の栽培又は収穫
これに関連する農場でのパッキング及び保管

あらゆる食材による，常温で保管及び販売される食品
（缶詰食品，ビスケット，スナック菓子，油，飲料水，飲
料，パスタ，穀粉，砂糖，食塩等）の製造

D 動物の飼料製造

DI 飼料の製造
畜産動物及び養殖魚向けの，単一の食材又は複数の食
材の混合による飼料の製造

DII
ペットフードの製

造
畜産以外の動物向けの，単一の食材又は複数の食材の
混合による飼料の製造

食品安全マネジメント審査認定・承認範囲一覧表（フードチェーンカテゴリ）
クラスタ カテゴリ サブカテゴリ 含まれる活動の例

申請する活動に
対応するカテゴリ

農業・畜産・水産

A 畜産・水産業
（動物生産）

AI 肉/乳/卵/蜂蜜
のための畜産

肉，卵，乳又は蜂蜜の生産に利用される動物（魚及び海
産物を除く）の飼育 育成， 保護，わなによる捕獲，狩猟
（狩猟時のと畜）
これに関連する農場でのパッキング及び保管

AII 魚及び海産物の
生産

魚肉の生産に利用される魚及び海産物の飼育養殖，保
護，わなによる捕獲，漁獲（水揚げ時の殺処理）
これに関連する養殖場でのパッキング及び保管

B 農業（植物生産）

BI 農業（穀類及び
豆類を除く）

植物[穀類及び豆類を除く、食用の園芸作物（果実，野
菜，香辛料，きのこ類など）及び水生植物]の栽培又は収
穫
これに関連する農場でのパッキング及び保管

８．当センターの対応（電話、接客、説明等）について、ご感想をお聞かせください。

９．このたび貴社にてマネジメントシステムを構築され認証取得をお決めになった主な理由を

１０．当センターへの審査登録申請を決定された主な要因をお聞かせください。

１１．当センターによる審査に対して要望事項があればお聞かせください。

１２．（ISO22000・FSSC22000ご申請の方）設問１．で記載した審査登録を希望する製品及びまたはサービスに
　　　　対応する内容を以下の「一覧表」の中から該当する項目に○をつけてください。
　　（なお、不明な場合や認定の有無は当センターCS・マーケティング部宛てにお問合せください）

７．当センターの審査登録手順の説明資料（ホームページを含む）について、感想をお聞かせください。
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EI　 腐敗しやすい動物性製品の加工
EⅡ　腐敗しやすい植物性製品の加工
EⅢ　腐敗しやすい動物性及び植物性製品の加工（混合製品）
EⅣ　常温保存製品の加工

ご協力ありがとうございました。

１６．（JFS‐C規格ご申請の方）設問１．で記載した審査登録を希望する製品及びまたはサービスに対応する内容を
　　　以下の中から該当する項目すべてに○をつけてください。
　　（なお、不明な場合には当センターCS・マーケティング部宛てにお問合せください）

食品包装、及び
包装資材の製造 I

食品包装，及び
包装資材の製造

食品包装資材の製造

（生化学）化学製
品 K

（生化学）化学製
品の製造 K

（生化学）化学製
品の製造

食品及び飼料に加える添加物，ビタミン，ミネラル，培養
物，香料，酵素及び加工助剤の製造
農薬，化学薬品，肥料，清掃・洗浄剤（の製造）

付帯サービス

H サービス H サービス

給水，有害生物（そ（鼠）族，昆虫等）の防除，清掃・洗浄
サービス，廃棄物処理を含む，食品の安全な製造に関
連するサービスの提供

I

J 装置の製造 J 装置の製造 食品加工装置及び自動販売機の製造開発

小売、輸送及び
保管

F 流通

FI 小売 / 卸売り 顧客への 終食品の提供（小売店，店舗，卸売業者）

FII
食品の仲買

/ 取引

自社の顧客向けの，又は他社の仲介業者としての食品
の売買
これに関連する包装作業

G 輸送及び保管
サービスの提供

GI

腐敗しやすい食
品及び飼料の輸
送及び保管サー

ビスの提供

保管施設及び配送車両を使用した，腐敗しやすい食品
及び飼料の保管及び輸送作業
これに関連する包装作業

GII

常温保存食品及
び飼料の輸送及
び保管サービス

の提供

保管施設及び配送車両を使用した，常温保存食品及び
飼料の保管及び輸送作業
これに関連する包装作業

ケータリング E ケータリング E ケータリング
調理場又は外部調理場における，消費を目的とした食
品の調理，保管，又は該当する場合は配送
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