
「食品防御ガイドライン」説明会概要 

 
 表記説明会を下記の通り開催します。 

記 
１．時間（各会場共通） 
  10：00 ～ 16：30 

＊受付は 9：30からです。 
 
２．開催日程、会場および定員 

　　　　　　　　　　　食品防御ガイドライン説明会スケジュール

説明会
No.

開催日 開催地 会場 定員 住所 HP

① 2015年4月15日（水） 東京 ベルサール八重洲 2F ROOM E 60
東京都中央区八重洲1-3-7
八重洲ファーストフィナンシャルビル

http://www.bellesalle.co.jp/bs_yaesu/access.html

② 2015年4月21日（火） 札幌 札幌国際ビル 8F A会議室 40 札幌市中央区北４条西４丁目１番地 http://www.itogumi.jp/kokusai_hall/access/

③ 2015年4月23日（木） 仙台 TKP仙台カンファレンスルーム３B 40 宮城県仙台市青葉区花京院1丁目2-3 http://tkpsendai.net/

④ 2015年5月12日（火） 大阪
新大阪ブリックビル 3F　B会議室

50
大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1
新大阪ブリックビル

http://lasante-brick.jp/business/meeting-price.html

⑤ 2015年5月14日（木） 名古屋
愛知県産業労働センター
ウインクあいち 13F　1303号室

60 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38 http://www.winc-aichi.jp/access/

⑥ 2015年5月19日（火） 福岡
リファレンス駅東ビル貸会議室
2階Y-1

50 福岡市博多区博多駅東1-16-14 http://www.re-rental.com/ekihigashi/

⑦ 2015年6月2日（火） 鹿児島
ＪＲ九州ホテル　スタンダードタワー
(南館)4階 A+B会議室

25
鹿児島県鹿児島市武1丁目1番2号
（鹿児島中央駅直結）

http://www.jrk-hotels.co.jp/Kagoshima/

⑧ 2015年6月9日（火） 東京 ベルサール八重洲 2F ROOM E 60
東京都中央区八重洲1-3-7
八重洲ファーストフィナンシャルビル

http://www.bellesalle.co.jp/bs_yaesu/access.html

⑨ 2015年6月16日（火） 岡山 岡山国際交流センター　５階会議室（1） 50 岡山市北区奉還町2-2-1 http://www.opief.or.jp/oicenter/index.html  
 
３．内容 
   別紙プログラムを参照下さい。資料などは会場でお渡しします。 
 
４．参加申込み方法 
  別紙の参加申込み票に必要事項を記入のうえ、郵送

．．
もしくは FAX

．．．
にて各会場の開催日の一週間前

までにお申込み下さい。なお、定員になり次第申込みを締め切ります。申込み多数の場合は、なるべ

く多くの企業の方に参加頂くため、会場における一社当りの人数を制限させて頂く場合がありますの

で、予めご了承ください。 
 
５．申込み先（事務局） 
   住所：〒104－0045 東京都中央区築地 3-17-9 興和日東ビル 4階 

一般社団法人 日本冷凍食品協会 品質・技術部 宛 
FAX： ０３－３５４１－３０１２  電話： ０３－３５４１－３００３ 

 
６．注意事項（必ずご確認下さい。） 
１）対象者 当協会会員を対象とします。申込みに際して、不明な点がありましたら、協会事務局に

お問合せ下さい。 
 ２）参加票 申込み手続きが完了次第、協会事務局より「参加票」を FAX で返信します。開催日前日

までに確認票が届かない場合は、また内容が異なる場合は協会事務局にご連絡下さい。 
 ３）その他 

・参加費用は 1,000 円（税込）／1名です。講習会当日お釣りのない様に、現金でお支払い下さい。

領収書は、お支払い後に当日お渡しします。 

・申込者の都合が悪くなった場合は、代理者の出席またはキャンセルのいずれかを、開催日の一週

間前までにご連絡下さい。キャンセルの連絡なく欠席された場合は、参加費用として 1,000 円／

1名を請求します。 

・開催会場までの交通費等につきましては参加者の負担となります。 
・講習会当日は、飲み物と昼食を当協会で用意します。 

以上 



食品防御ガイドライン説明会 
 

プログラム 
 

一般社団法人 日本冷凍食品協会 
時 間：10 時 00 分～16時 30 分 

（各会場共通）  

講 師：当協会常務理事 尾辻昭秀 

 
～・～ 次   第 ～・～ 

 
受 付                             9:30～10:00 

 

１．開催挨拶                                               10:00～10:05 

 

２．「食品防御ガイドライン」                                  10:05～12:00 

 

  休 憩                                                       12:00～13:00 

 

 「食品防御ガイドライン」(続き)                            13:00～14:30 

 

休 憩                                        14:30～14:45 

 

 「食品防御ガイドライン」(続き)                            14:45～15:30 

                                                       

３．質疑応答                             15:30～16:15 

 

４．その他連絡                            16:15～16:25 

 

５．閉会挨拶                                                        16:25～16:30 

 

 

＊開催日及び会場は、各講習会により異なります。 



① 東京会場（平成 27年 4 月 15 日開催）へのアクセス（交通案内） 

会場：ベルサール八重洲 2 階 ルーム E 
※直接会場にお越しください。 
住所：〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル 

Tel ：03-3548-3770 
 
○電車の場合 
「東京駅」八重洲北口 徒歩 3分（ＪＲ線・丸の内線） 
「日本橋駅」A7 出口 直結（東西線・銀座線・浅草線） 

※駐車場はありませんので、公共の交通機関をご利用ください。 

 
       

 

 
 

 

 

２階 図面 
※エレベータを降り矢印

に沿ってお進みください。 
突き当りの部屋が講習会

会場の「ルーム E」となり

ます。 



②札幌会場（平成 27 年 4 月 21 日開催）へのアクセス（交通案内） 

会場：札幌国際ビル 8 階 A 会議室 
※直接会場にお越しください。 
住所：〒060-0004 札幌市中央区北４条西 4-1 札幌国際ビル 

Tel ：011-241-9020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○電車の場合 
札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅の地下 8番出口横が札幌国際ビルの入り口となります。 
国際ビル飲食店街に入り、左手のエレベータをご利用ください。 
○車の場合 

駐車場はありませんので、最寄りの有料駐車場等をご利用ください。 

 

 

札 幌 国 際

ビル 

会場はこちらです。 



③仙台会場（平成 27 年 4 月 23 日開催）へのアクセス（交通案内） 

会場：TKP 仙台カンファレンスセンター 3 階 カンファレンスルーム 3B 
※直接会場にお越しください。 
住所：〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院 1丁目 2-3 ソララガーデン・オフィス 

Tel ：022-217-7126 
  

 
 
○電車の場合 
JR 仙台駅西口より徒歩 3分 

市営地下鉄南北線仙台駅徒歩 5分 

○車の場合 

駐車場はありませんので、最寄りの有料駐車場等をご利用ください。 

 

 

3 階フロアガイド 

エレベーターで 3 階に上が

り、左手に向かって下さい。 



④大阪会場（平成 27 年 5 月 12 日開催）へのアクセス（交通案内） 

会場：新大阪ブリックビル 3 階 B 会議室 
※直接会場にお越しください。 
住所：〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-6-1 

Tel ：06-6397-1817 

駐車場はありませんので、最寄りの有料駐車場等をご利用ください。 
 

 
 

 
 

 

＊詳細については、株式会社ラソンテのアクセスのホームページ（下記）をご覧下さい。

http://lasante-brick.jp/profile/access.html 

受付は、B会議室内にて行います。 

男子トイレ 女子トイレ 

会場 



⑤名古屋会場（平成 27 年 5月 14 日開催）へのアクセス（交通案内） 

会場：愛知県産業労働センター ウインクあいち 13F・特別会議室 1303 

住所：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4-4-38 
 

 

 

詳細については、ウインクあいちのホームページ http://www.winc-aichi.jp/access/を

ご覧下さい。受付は、1303 号室内にて行います。 

 

○電車の場合 

JR,地下鉄,名鉄,近鉄の名古屋駅より 

・JR 名古屋駅桜通口から ミッドランドスクエア方面 徒歩 5分 

・ユニモール地下街 5 番出口 徒歩 2分 

 

○車の場合 

名古屋高速都心環状線「錦橋」出口より約 6分 

駐車場収容台数は 123 台です。 

営業時間、料金等は下記よりご覧下さい。 

http://www.winc-aichi.jp/access/img/index/winc_aichi_parking_120622.pdf 

 

 



⑥福岡会場（平成27 年5 月 19日開催）へのアクセス（交通案内） 

会場：リファランス駅東ビル7Ｆ 

※直接会場にお越しください。 

住所：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1丁目16-14 

Tel ：092-432-0058 

 
 

○電車の場合 

JR 九州 博多駅 筑紫口 徒歩約4 分 

福岡市営地下鉄博多駅 筑紫口 徒歩約4 分 

○車の場合 

会場には、屋内 3台、屋外 18 台の駐車場が併設されています。 

尚、会場屋内には月極め駐車場も併設されていますので、ご利用の際はお間違いのないよ

うご注意ください。 

また、会場付近にも駐車場があります。 



⑦鹿児島会場（平成 27 年 6月 2日開催）へのアクセス（交通案内） 

会場：JR 九州ホテル鹿児島 スタンダードタワー（南館）4階 A+B 会議室 
※直接会場にお越しください。 
住所：〒890-0045 鹿児島県鹿児島市武 1-1-2  JR 九州ホテル鹿児島 

Tel ：099-213-8000 
  

 
 
○電車の場合 
JR 九州鹿児島中央駅改札口より連絡通路にて直結 

○車の場合 

車でご来館される方は、ホテルに隣接するアミュプラザ鹿児島 西駐車場、東駐車場をご利

用下さい。料金については、http://jrk-hotels.co.jp/Kagoshima/access/よりご覧下さい。 
 
 
 

 

会場は 
こちらです。 



⑧東京会場（平成 27 年 6 月 9日開催）へのアクセス（交通案内） 

会場：ベルサール八重洲 2 階 ルーム E 
※直接会場にお越しください。 
住所：〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル 

Tel ：03-3548-3770 
 
○電車の場合 
「東京駅」八重洲北口 徒歩 3分（ＪＲ線・丸の内線） 
「日本橋駅」A7 出口 直結（東西線・銀座線・浅草線） 

※駐車場の用意がございませんので、公共の交通機関をご利用ください。 

 
       

 

 
 

２階 図面 
※エレベータを降り矢印

に沿ってお進みください。 
突き当りの部屋が講習会

会場の「ルーム E」となり

ます。 



⑨岡山会場（平成 27 年 6 月 16 日開催）へのアクセス（交通案内） 

会場：岡山国際交流センター 5 階 会議室 1 
※直接会場にお越しください。 
住所：〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町 2-2-1 岡山国際交流センター 

Tel ：086-256-2905 
  

 
 
○電車の場合 
JR 西日本 岡山駅より徒歩 5分 

○車の場合 

車でご来館される方は、国際交流センター東隣の岡山駅西口パーキング、または最寄りの

駐車場をご利用ください。 
 

 
 

会場は 
こちらです。 


