パルシステム

品質保証レポ ート
2021年度報告

パルシステムの商品づくり

7つの約束
1
2
3
4

パルシステムの商品は、単なる「モノ」ではありません。
「食」と「農」をつなぎ、いのちの力があふれる社会を、
次の世代に手渡したい。その思いを込めた「 7つの約束」
の実現をめざして商品づくりを進めています。

作り手と「顔の見える関係」を築き、
信頼から生み出された商品をお届けします。
食の基盤となる農を守るためにも
国産を優先します。
環境に配慮し、持続できる
食生産のあり方を追求します。

遺伝子組換えに

「NO!」と言います。
厳選した素材を使い、
添加物にはできるだけ頼りません。
組合員の声を反映させた
商品づくりを大切にします。

化学調味料不使用で
豊かな味覚を育みます。

パルシステムの生 活用品への

6つの想い
1
2
3

2

5
6
7

パルシステムが考える確かな品質の商品で、組合員の心地
よいくらしを応援したい。そのために「 6つの想い」を
大切にして商品づくりと選定をしています。

商品の成分や材質の基準を設けて、
安心で安全な商品をお届けします。
森林を育み、
「森」
「川」
「海」の環境を守り、
石けん運動を広めます。
再生原料の利用を推進し、
限りある資源を有効に活用します。

4
5
6

文化や技の継承・発展、
国産のものづくりを応援します。

「もの」を長く使い続ける良さを
伝えます。
組合員の声を反映させた
商品づくりを大切にします。

組合員の思いにこたえ、安心・安全な商品を届ける

品質保証サイクル
商品の設計

組合員の声の反映

「7つの約束」と
「6つの想い」の
実現をめざして

商品のリスクを想定し、
パルシステム基準に沿って
商品の仕様を決定します。

原材料の管理

組合員の声を分析・検討し、
仕様・表示・品質などの
改善課題を抽出します。

原材料にリスクがないか、
仕様書通りか、
検査・点検をします。

必要に応じて
工場点検を実施し、
生産の現場を確認します

組合員の声の受付

試作と初回生産

組合員からのお問い合わせや
お申し出を受け付け、
対応します。

製造工程が仕様書通りか、
管理状況の
検査・点検をします。

問題があれば調査・改善し、
被害の拡大や
再発を防止します

ひとつの商品を組合員のもとにお届けするまでに
は、バトンを託すようにたくさんの人の手を渡ります。
商品にかかわる人々の毎日の小さな積み重ねが、
パルシステムの品質保証を支えています。

商品検査センター

商品の生産

セットセンターで抜き取った
商品や、組合員と同じ
流通ルートにのった商品を
確認します。

商品検査や工場点検を行い、
品質を確認・管理します。

放射能など、
事前確認が必要な検査は
お届け前に確認します

組合員へのお届け
個別セット時の管理から
お届けするまでの、
商品の品質を管理します。

カタログの確認など、
商品を選ぶための情報も
確認します
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“

商品の設計図 仕様書を点検

“商品の設計図”仕様書を点検
仕様書って？

■データで見る2021年度実績
（件数）

仕様書とは、
「商品がどんな原材料で、どんな製造工程で作ら
れているのか」
「商品にどんなアレルゲンが含まれているのか」
を記載したものです。

■新規 ■リニューアル ■メンテナンス

3,500

3,129

3,000
2,500

2,229

2,294

2020

2021

2,000
1,500

仕様書で何を点検しているの？

1,000
500
0

食品表示法など各種法令のほか、パルシステムの独自基準を
守っているかを確認しています。仕様書に誤りがある場合は、
取引先（製造者）へ修正を依頼しています。

2019

（年度）

2020年度から感染症対策のため対面商談ができず、2021年度も新規商
品開発の減少傾向が続きました。また、制度変更に伴う「原料原産地表
示」の登録対応のため、既存品の仕様書の点検数が増加しました。

5つの点検項目

1 原材料
一つひとつの原材料を確認します。
すべての食品でどんな原材料が使用されているか、配合比と原

2 食品添加物

材料表示の順番は適切であるかどうかを確認します。
パルシステムのPB商品においては、仕様確認のため、規格書や

添加物にはできるだけ頼りません。

産地証明書を取り寄せ照合を行います。

厚生労働省が認可した食品添加物は1,545物質（2022年3月
現在）
。パルシステムは食の安全を最優先に考え使用目的と効
果を考慮し、そのうち約24%を商品づくりに不使用としていま
す。商品設計上、どうしても必要な場合にも、最低限の使用量
に抑えられるよう努めています。

安全性や自然界への影響も危惧される
遺伝子組換えに「NO!」。

厚生労働省で新しく使用が認められた添加物は？

現在日本で承認され、流通している遺伝子組換え作物は、大

品質保証部門を統括する役員が起案し、専務理事が決裁します。

ファ、パパイヤ、からしなの9品目。パルシステムでは、遺伝子

豆、とうもろこし、じゃがいも、菜種、綿実、てん菜、アルファル
組換え技術で生産された作物や、それを原材料に使用した食

■パルシステム独自の食品添加物基準

品は取り扱いません。そのため、遺伝子組換え表示の対象とな

食品衛生法

パルシステム基準

るすべての原材料について遺伝子組換え作物の分別管理（※）

指定添加物

472

283

分別管理できない原料を使用しているときは、
「不分別」と明示

既存添加物

357

172

一般飲食物添加物

104

101

天然香料基原物質

612

612

合計

1,545

1,168
2022年3月現在

4

3 遺伝子組換え

を確認。分別管理された原料を使用しているときは「不使用」
、
しています。
※分別生産流通管理（IPハンドリング）を行っていることの証明書は、農作物が生産者から
流通業者、輸出入業者、加工業者へと渡る各ポイントで発行されます。最終的にすべて
の書類がそろって初めて適切なIPハンドリングが実施されたことになり、その証明書をも
とに加工業者は「遺伝子組換えでない」と任意で表示することができます。

※ 2023年4月の法改正に合わせて遺伝子組換え表示マークを見直しています。

”

5 製造工程

対象のアレルゲンは、特定原材料 7品目と、特定原材料に準ず

商品の製造から出荷までの工程を確認することは、重大事故を

る21品目の合計28品目。カタログでは、特定原材料7品目＋

未然に防ぐことにつながります。また、万が一発生した場合に

大豆の表示をしています。また、コンタミネーション（※）につ

は、迅速に対応するための資料としても活用されます。

いては、製造者の表示意向に沿って確認し、表示しています。

1 異物除去工程

※食品を生産する際に、原材料として使用していないにもかかわらず、アレルギー物質が微
量混入してしまうこと。

金属を検知する「金属探知機」や硬質物を検知する「X線検査機」の有無、

■カタログでのアレルゲン表示について

るかを確認しています。

青果・米・卵・酒・非食品を除くすべての商品のうち、原材料に特定原材料
その品目名を略称で表示しています。
7品目と大豆が含まれている商品には、

”

原材料の入荷から商品の出荷まで
すべてを確認しています。

“

原材料のアレルゲンを確認して、
正しく表示。

液体の商品では「マグネットフィルター」や「メッシュ
（ふるい）」に通してい
2 重量確認

商品の重量については、表示された重量を量目公差（※）の範囲内で管理
されているか、
「ウェイトチェッカー
（自動計量機）」の使用の有無などを確
認しています。
※計量法で許される誤差の範囲。

3 加熱や冷却工程

食品の衛生管理で重要な製造中の加熱、冷却温度、時間を確認しています。

To p i c

法改正によりすべての加工食品に
原材料の産地が表示されるようになりました。
生鮮品に近い一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、すべての加工食品に拡大されました（※）。

2017年9月1日から2022年3月31日までを準備期間として、順次表示の切り替えが行われ、2022年4月からすべての加
工食品に表示されています。パルシステムでも、包材の表示や仕様書チェックを行い対応しました。
※加工食品の原料原産地表示制度。重量割合上位1位の原材料について、原料原産地の表示が必要になります。
※外食、容器包装に入れずに販売する場合、作ったその場で販売する場合、および輸入品は対象外です。

見方を
チェック

4つの表示方法について、ウインナーとチョコレートケーキを例に説明します。
※以下にあげる表示は例です。実際のパルシステムの商品ではありません。

● 国別重量別表示

● 製造地表示

1番多い原材料が生鮮食品の場合、その産地が表示されます。
「国別重量別表示」とは、2カ国以上の産地の原材料を使用している
場合、多い順に国名が表示される方法です。

1番多い原材料が加工食品の場合、その製造地が表示されます。
さらにその加工食品に使われた生鮮食品の産地が分かっている際に
は、その産地が代わりに表示されることもあります。

● 又は表示

※豚肉の産地は、令和○年の使用実績順

「国産」と「アメリカ産」以外の国の原材料が使用されていないことを

● 大括り表示

3カ国以上の外国の産地の原材料が使用されていることを表します。
「輸入」となっている場合、国産の原材料は使用されていません。

表します。また過去実績などで多く使用されていたものを先に記載し
ます。
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商品の設計図 仕様書を点検

4 アレルギー表示

製造現場の状況を確認“工場点検”

製造現場の状況を確認 工場点検

メーカーの理解を得て
改善につなげる

2021年度の

水産、惣菜食品、冷凍食品、デザート、飲料、菓子など、商品に

新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中でもあり、製

よりその特性や工場の規模、製造環境は異なります。工場点

造記録等の書類による点検も取り入れながら進めました。直

検の際には、メーカー担当者への聞き取りや製造状況の確認

接訪問による点検は52件、書類による点検は35件実施しまし

を行い、清掃不足や防虫管理の不備など、問題と思われる点

た。2020年度はのべ16件の工場点検に留まりましたが、感

については共有し、期限を決めて改善に取り組んでいただきま

染状況に応じて実地点検から書類点検に切り替えることや、

す。このように、パルシステムとメーカーで協力し、食中毒や危

新たな試みとしてweb会議システムを用いたリモートによる点

険異物混入などの重大事故・多発事故を未然に防ぎ、安心・安

検を実施することにより、コロナ禍における点検方法を確立す

全な商品をお届けするために工場点検を実施しています。

ることができました。

点検実施状況

“

”

実際にどんな点検をしているのか、
「 衛生管理」
を
清掃

機器類の洗浄

● 汚れや残渣がないか

清掃用具管理
● 衛生的に管理されているか
● 消耗品の在庫はあるか

●ゴミ・異物が残っていないか
● 床面に水けが残っていないか
● 清掃不足、異常はないか

6

「入室管理」

手洗い場の設置状況や入室手順の整備、作業着やネッ

施設の管理状況を確認する

「防虫、防鼠」

屋外に面している出入り口は防虫カーテンなどで仕切ら
れているか、ドアにすき間がないか、万が一昆虫やねず

どのような入室管理を行っているかを点検しています。

みが侵入しても製造工程へ直接侵入させない構造であ

衛生的な環境を保つ

るかなどを確認しています。また、外部の専門業者によ

「衛生管理」

製造場専用の靴の履き替え状況や、掃除用具の管理方
法など、衛生的な環境を保つことができるしくみができ
ているかを点検しています。

仕様書と齟齬がない

「原料の使用管理」

製造現場の状況を確認 工場点検

トなどの着用管理から、異物や菌を持ち込まないために

る捕虫結果から、工場がどのような対策を実施している
かを確認します。

仕様書通りに作られているか
異物、
菌、
アレルゲン等のリスクがないか

「製造工程」

仕様書の工程と合っているか、原料の取り扱いに不備
はないか、動線（人・物の動き）に交差汚染のリスクはな

原料および箱のラベルが仕様書通りか、産地などの取り

いか、異物混入の原因となる箇所はないかなどを確認

違えをしない対策がとられているか、記録を見て気付け

しています。

”

異物や菌を持ち込まない

工場の方への聞き取りや書類の点検もしています

“

製造現場の確認項目

るしくみがあるかなどを点検しています。

例にその一部を確認してみましょう。
温度管理

共有部の管理

● 衛生的で清潔な状態に保たれているか

施設周囲の清掃・管理

● 製造施設内が適正温度に保たれているか
● 施設に鳥の営巣はないか
● 雑草などの繁殖、ゴミはないか

7

科学の視点で安全性確認と品質向上をサポート
安心・安全を支える
「商品検査センター」
愛称は『ぱるあんしん館』
。

商品の安全性や品質を確認すべく、1999年に開設。微生物

その名には、食の安心・安
全を守ってくれる建物だと

検査や残留薬剤検査、放射能検査、アレルゲン検査などを

いうことが子どもにも伝わ

行っています。また、当会の自主検査で確認できない項目につ

りやすいようにとの思いが

いては、厚生労働大臣の認可を受けた検査機関などに委託し

込められています。

て検査しています。

科学の視点で安全性確認と
品質向上をサポート

検査の結果を製造者と共有、
よりよい商品づくりに生かす
各検査で国の基準をクリアすることはもちろん、項目によって
はさらに厳しいパルシステム独自基準を設けています。もしそ
の基準を超える検査結果が出た場合は、産地や製造者に連絡
し、その原因を探る調査を実施。結果を踏まえて改善の提案
を行い、改善後の確認点検も行っています。

各検査項目の詳細については、
ホームページで毎月公表しています。

■ 2021年度検査実績
検査項目

微生物検査

検査内容

検査数

一般生菌数、大腸菌群など、
（鶏卵サルモネラ（外部委
託）を含む）

アレルゲン検査

卵・乳・小麦など特定原材料に含まれるタンパク質

放射能検査

セシウム134、セシウム137

残留薬剤検査

農薬などの化学物質

344

鶏卵鮮度検査

ハウユニットなど

356

ヒスタミン検査

赤身魚（マグロ・ブリ・サバなど）のヒスタミン

34

外部委託検査

、米品種DNA、動物用医薬品など
GMO（遺伝子組換え）

75

合計

10,269

https://www.pal.or.jp/service/delivery/qualityinspection-center.html

パルシステム 商品検査

検索

夏休み親子科学実験教室を開催しました。
白衣や実験材料を各家庭に送り、会員生協進行のもと商
品検査センター職員が講師となりました。
「食品添加物
の検査」
、
「あっ!? と驚くサイダー作り」をテーマに実験を
行い、7会員生協合計129組、161名の子ども達が参加し
ました。

8

420
2,264

To p i c

2021年度は初の試みとしてオンラインで開催しました。

6,776

代表的な 4 つの検査
1 微生物検査

2 アレルゲン検査

食中毒を未然に防ぐため、流通ルートからの
抜き取り商品、製造工場内などを検査。

特定原材料が混入していないか、
アレルゲン表示が正しいかを検査で確認。

食品中の微生物については、食品衛生法などに基づいた国の

卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かにの7品目については

基準があります。しかし、すべての食品に対応していないため、 「特定原材料」として省令で表示が義務となっています。パル
パルシステムでは独自の基準を設定。目的別に4種類の検査

システムでは消費者庁の通知に基づいてELISA法（※）による

（供給品検査、開発時商品検査、工場拭き取り検査、改善確

アレルゲン検査を実施。組合員が安心して利用できるよう、アレ

認検査）で食中毒菌や汚染指標菌をチェックし、不適合の場

ルゲン表示に間違いがないかを検査で確認しています。

合は製造者や工場へ調査・改善を要望します。

※抗原・抗体反応により検体に含まれるアレルゲンを検出・定量する測定法。

科学の視点で安全性確認と
品質向上をサポート

3 残留薬剤検査
農薬などの化学物質403成分を検査。

4 放射能検査

目に見えない化学物質による健康被害を防ぐため、農薬を中心

見えない不安を取り除くため、
厳しい自主基準を設定。

に、衛生害虫駆除剤など403成分を一斉に検査。

福島第一原発事故を契機に自主検査をしています。食品中の
残留放射能については、国の基準より厳しい自主基準を設定。

高い品質目標。

とくに乳幼児用食品の検出下限値は1Bq/kgで検査していま

青果については、
「事前に使用申請のない農薬が検出されない」

す。それ以外の食品の検出下限値は3Bq/kgです。

「残留農薬は国の基準の1/10以下」という高い目標を設定し
ています。検査結果は、産地と共有しています。

検査の結果を組合員に公表。
産地とともに低減の取り組みを。
検出された商品は、組合員に公表しています。検査の結果、自
主基準を超えるものについては供給しません。自主基準以下
であっても、産地と協力してさらなる低減に取り組んでいます。
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産直青果の品質保証
栽培からお届けまで
産地と協力
パルシステムで取り扱う産直青果のすべてを、栽培からお届け
までパルシステム連合会・産直事業本部と商品管理本部が連
携して管理しています。栽培計画や履歴の確認も、産地と協
力しながら行っています。
産直事業本部のある岩槻センター外観（2022年6月）

入荷後の品質管理
お届けまでの流れ（関東近郊の場合）
お届け 3 日前

お届け 2 日前

産地から納品

産地パックの場合

お届け 1日前
品質検品

セット作業

各家庭ごと・班ごとに
箱詰め

産直青果の品質保証

※セットセンターで
行います。

原料の場合

カット作業

品質を確認し袋詰め

柑橘類小分け

野菜小分け

※青果センターで行います。

セットライン

出庫
※セットセンターで行います。

品目ごとに選別、小分け、検品。

刻々と進行する傷み、病害への対応。

袋詰めは産地で行う場合と、お届け

入荷品の品質不良が多い場合は、都度産地へ改善要請を出

直前が好ましい品目は青果センター

します。病害の進行が顕著な場合は、畑の変更を依頼するこ

で行う場合と分けています。産地で

ともあります。

袋詰めされて入荷する商品は、一部
の品目を除き抜き取りの検品が基本
です。青果センターではお届け前々
日に小分け作業を実施。一つひと
つ品質を確認しながら袋詰めしてい
ます。
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青果センターでの袋詰め

灰色カビ病のみかん

栽培管理
産地とともに基準づくり。

ファーマーズネットで管理。

農薬を減らし、安心・安全な農作物をおいしく食べられるように

産地とはインターネットを利

するため、産地と組合員がともに話し合いながら「農薬削減プ

用した「ファーマーズネット

ログラム」に取り組み、独自の基準である「コア・フード」
「エコ・

栽培管理システム」を活用。

チャレンジ」を設定しています。

栽培期間中に使用する肥料
や農薬の確認のほか、産地か
らの問い合わせやトラブルな
どの対処も同じ画面を見なが
ら対応することができます。

ファーマーズネットの栽培管理表

2021年度の状況
お申し出の推移

2020年度

2021年度

野菜

（件数）

お申し出とは、商品の傷みなど、組合員から届くご指摘のことを指します。

3,000

2,500

2,500

2,000

2,000

1,500

1,500

1,000

1,000

500
5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3（月）

品質状況の概要

500
4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

季節外れの高温に影響を受けた作物

● 異常な高温による生育前進で傷みが進行

2

3（月）

産直青果の品質保証

4

果物

（件数）

3,000

レタスやトマト類は、2021年2月末からの高温による極端な生育前進の影
響で適期収穫ができず、内部の傷みや軟化が継続しました。また柑橘類
は生育中に寒波の被害を受けたことに加え、出荷時期には気温が高かった
ことで傷みの進行が早くなりました。

● 夏場の多雨と高温の影響で病害が多発
高原産地では連日の夜間の降雨や日中の高温で、レタスの病害が蔓延し
ました。またみかんは大雨の影響を受け、日もちがしない状況となり、傷み

レタス

甘夏

の進行が早くなりました。

● 北海道の災害級の旱魃により品質に影響

北海道の災害級の旱魃の影響を受けた作物

ミニトマトの軟化、とうもろこしの生育不良、かぼちゃの生理障害、小玉す
いかの内部の傷みなど、多くの作物の収穫量や品質に影響が出ました。

● 秋以降は一部品目を除いて品質が安定
10月以降は大きな台風被害がなく、日照にも恵まれて病害の発生が少な
かったことで、一部品目を除いて全体的に品質は安定しました。

とうもろこし

かぼちゃ

小玉すいか
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“お申し出”への対応
お申し出とは

■データで見る2021年度実績

パルシステムでは、お届けした商品に関するご指摘を「お申し
出」と呼んでいます。個々のお申し出について、品質管理課に

お申し出件数

食品のお申し出の内訳

■青果・米
■食品
■生活用品

■品質劣化
■異物混入
■表示・日付
■規格・量目
■その他
■包材不良
■食味不良・異臭

て調査を行い、結果を組合員にお知らせしています。

その他

0.4%

11.6% 15.3%

（40件）

（391件）

（694件） （917件）

お申し出の内容と傾向

0.9%

9.0%

（25件）

15.7%

（681件）

72.7%

お申し出の内容で多いのは、
「異物混入」
「食味不良」
「包材

18.2%

（4,350件）

（791件）

16.3% 5.9%

不良」などです。とりわけ多く寄せられる「異物混入」について

（709件）（258件）

は、重点課題として取り組み、再発防止につなげています。

発生率は継続して減少

34.0%

（1,480件）

「異物混入」は全体でもっとも多く、
約3割を占めています。

2021年度のお申し出は
5,986件でした。

■受注点数の推移と、商品事故の発生率
（千）
750,000

2021年度は、昨年度に引き続き、コロナ禍での生活様式の変
化により、パルシステムの利用人数が増加しました。それに伴
い、受注点数とお申し出件数がコロナ禍前よりも増えている状
態が続いていますが、商品事故の発生率は引き続き減らすこと
ができています。

600,000

18
16

15.2

450,000

13.2

14

13.1
11.2

300,000

10.3

150,000
0

意外と多い正常品のお申し出

（ppm）

■受注点数 ●発生率※

12
10

2017

2018

2019

2020

2021 （年度）

8

※発生率＝商品事故件数／受注点数×100万。1ppm = 100万分の1。

■パルシステムのヘルプサイト

組合員からのお申し出のうち、約19%は商品特性などによる
「正常品」に対するものです。パルシステムでは組合員が安
心して商品を利用できるよう、商品の特性やよくあるお申し出
“

お申し出 への対応

についてwebサイトで検索できるようにしています。
※画像はイメージです。

お申し出の事例など、よくある困りごとが検索できます。

パルシステム ヘルプ

検索

https://faq.pal-system.co.jp

お申し出の調査の流れ
1 受付・現品回収
組合員から伺ったお申し出の内容を登録しま

2 調査・再発防止
回収した現品とお申し出の内容を照合し、現

す。その後、配送センター職員がご自宅に訪

品を取引先に送付します。取引先でお申し出

成。配送センター職員が組合員に回答書を

問して、お申し出の現品を回収。品質管理課

の内容をもとに調査を行い、必要であれば外

お届けします。

にて、現品の確認を行います。

部検査機関で調査（異物の材質の特定など）
し、再発防止策を講じます。
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3 回答書の作成・報告
取引先からの調査結果をもとに、回答書を作

”

To p i c

官能トレーニングを実施しています。
品質管理課ではお申し出受付時に異常の有無の判断を行うことや、お申し出内容に対する味覚確認のため、官能検査
を行っています。
「官能検査」とは、ヒトの五感を用いて食味や臭気の異常を判定することです。パルシステム品質管理
課では検査力向上のために、2016年から毎年、課員の官能トレーニングを実施しています。

五味トレーニング

臭気トレーニング

五味（甘味・苦味・酸味・塩味・うま味）の感度強化を目的

異臭品に多くみられる臭気成分10種類のサンプルを使用

として、それぞれの味を水に微量溶かしたものを試飲し、

し、それぞれの感じ方や表現方法についてトレーニングを

味を見極めるトレーニングを実施しています。

実施しています。

甘味

うま味

苦味

五味

塩味

酸味

疑似異臭品トレーニング
人工的にニオイ成分を添加した疑似異臭品を用いて、食
味・臭気からどのニオイ成分が添加されているかを分析・
判断するトレーニングを実施しています。

“

”

「紅茶を飲んだら舌がピリピリしました」
というお申し出を受けて

お申し出 への対応

官能検査を実施した事例

組合員からのお申し出を受け、品質管理課で官能検査を
実施した結果、組合員と同様にピリピリとした刺激を感じ
た者が複数名おりました。また、同時に紅茶特有の渋み
が感じられました。その後メーカーでの調査の結果、お申
し出の「ピリピリとした刺激」は、渋み成分のタンニンによ
る刺激であることが判明しました。
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家庭用品の品質保証
くらしを支える商品の
品質と安全性を判断する

■ 新規提案数および企画可能判断数
（件数）

88.7

パルシステムでは、企画・供給される家庭用品や生活雑貨の

90.0
88.0

88.4

86.0

86.0

6,000

84.0

5,172

「機能性」と「楽しさ」を大切にし、品質と安全の確保に努め、
組合員のくらしをサポートする商品づくりと選定をしています。

（%）

■新規提案数 ■企画可能判断数 ●合格率

4,586
4,000

4,231

82.0

4,541
3,740

3,905

商品の「安心・安全」を保証するため、機能・性能・使用方法・
適正な価格などを事前点検にて検証、確認します。この事前

78.0
76.0

2,000

74.0

点検で企画可能と判断された商品のみ、取り扱いを開始して
います。

80.0

72.0
0

2019

2020

2021

（年度）

70.0

品質保証への取り組み
Check!

新規商品の事前点検

新規商品については、国の法律や基準（JIS規格や家庭用品品
質表示法、医薬品医療機器等法など）に加え、パルシステム独
自の「家庭用品取扱基準」などをもとに、実際に商品を確認し
ながら、1点1点商品の品質の点検を行っています。

事前点検の確認項目
点検時には、使用している原料や材質、製品毎に適用される基
準や安全性、機能性、品質、性能などについて、検査機関での

事前点検の様子

検査結果をもとに細かく確認を行い、仕様やデータなどに問題
のないことや、パッケージの記載内容に不備などがないかの確
認をしています。
Check!

化粧品の品質・成分を確認

化粧品検討委員会にて、新商品の仕様書をもとに全成分、配合
率などの確認を行っています。さらに、
「家庭用品取扱基準」の
化粧品等使用制限成分をもとに、不使用成分や留意成分の使
用がないかの確認をしています。

家庭用品の品質保証
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防腐剤の種類と配合率は最低限に
化粧品の成分で、とくに防腐剤については、商品に使用されて
いる成分の種類や配合率、容器形態などを細かく確認した上
で、品質を保てる最低限の量にとどめ、肌への負担も考慮して
配合量を決めています。メーカーに対しても、必要最低限の使
用にとどめるよう要請、改善を求めています。

Check!

企画毎のカタログのチェック

カタログの商品案内や記載内容にわかりづらい点や間違い、事
前点検での指摘事項、表示違反などがないか毎企画チェック
を行っています。

To p i c

パッケージの表示をより分かりやすく変更しました。
PB商品『箱なしティシュペーパー 200W×6』

折れじわについての表示を追記
表示の追記に至った経緯
ティシュペーパーの折れじわは、製造
工程上どうしても生じてしまうものです
が、組合員から「しわのあるティシュペー
パーが届いている」や「折れじわが最初
（上面）と最後（下面）にある」とのお申
し出をいただいておりました。

※お申し出のあったティシュペーパー

パッケージの変更に際して
表示を追記

変更前

変更後

今回、プラスチック削減を目的としてパッ
ケージのリニューアルが決定。その機
会に合わせて「※製造工程上、ティシュ
ペーパーに折れじわが発生する可能性
がございます。
」の表示を追記しました。

これまでにお申し出を受けてリニューアルしたパッケージ
『地球の未来にまじめな
ボディソープ（紙パック）500ml』

変更前

変更後

以下のようなお申し出を受け、印字位置
を底面から側面に変更しました。
まま色写りしてしまいました。
●商品の底部分に印刷による数字の印
字があるため、ボディソープを置いて
いた浴室の棚に数字がそのまま色写
りしてしまいました。

パッケージ底面

パッケージ側面

家庭用品の品質保証

●置いていたら浴室の棚に数字がその
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パルシステムについて
パルシステムグループ
会員生協 組合員数

会員数

約

13 会員

164

万世帯

パルシステム新潟ときめき
新潟県

活動エリア…1都12県

福島県

（宮城県※1／福島県／茨城県／栃木県／群馬県／

パルシステム福島

埼玉県／千葉県／東京都／神奈川県／新潟県／
山梨県／長野県／静岡県）
※1 利用事業会員である宮城を含む

パルシステム群馬
長野県

群馬県

栃木県

パルシステム茨城 栃木

埼玉県

パルシステム埼玉

パルシステム山梨
山梨県

パルシステム静岡
静岡県

茨城県

パルシステム東京
東京都

神奈川県

パルシステム神奈川

パルシステム千葉
千葉県

ホームページでも情報を公開しています
「安心・安全な食」をつなぐ

毎月更新、商品改善の事例を報告

パルシステムの品質保証

組合員の声をカタチに！

動画も
公開

パルシステム 品質保証

検索

制作・発行 パルシステム生活協同組合連合会

パルシステム 組合員の声

検索

品質保証部 〒169-8527 東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿 2022年7月発行

