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トレーサビリティーや説明の必要
な商品、長期保存や使用されるも
の、安全上のリスクが高いものな
どにご利用いただいています。

Safety Check On-Demand Technology
Society5.0「超スマート社会」が始まりました。世界で最も早く少子高齢化社会
になり、これまで人手に依存した全ての産業、社会システムが崩壊しています。
法律も急速なグローバル化に対応するため大きく変わり、IoT/ICT を駆使して厳
しく監視・罰則強化を進めます。新しい時代には新しいシステムが求められます。
ぜひ、導入をご検討ください。

https://scodt.com
Copyright © PROCONSULTS for APL All Rights Reserved.2021

scodt cloud でで
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品質保証と営業支援の ICT/IoT 化による経営効率化の推進

24 時間以内にリコールテストを行なえますか？
72 時間以内にその成果を確認出来ますか？
自社の品質保証の資質はこれだけでわかります。
リスクコミュニケーションができるかできないか、
これがこの先の御社の繁栄に大きく影響します！
製品ユーザーを追い続けられるメリット

自動認識によるビッグデータの活用

製品に表示された GS1QR を専用アプリで読み取る
事で、アプリをインストールしたモバイルを特定す
るシリアルコードを自動認識で取得します。個人情
報には依存していません。
下図は特定商品のアクセス履歴を示したものです。
左下のリストが出荷後２年半にアクセスしたモバイ
ルシリアルです。
横軸を時間経過にすると下右のようなグラフにな
り、様々な場面で多くの人が一つの製品にアクセス
している事が示されています。
アクセスした人は、この商品に関わる社員、バイ
ヤー、店員、そしてお客様などとなります。
この蓄積データが御社の大きな資産になります。

物の特定

人の特定
説明書などを見るために商
品に表示された QR にアク
セスすると、その履歴が蓄
積されます。
製品が古くなるほどにアク
セス率は上がります。

自動認識ーにより取得され
たモバイルシリアルです。
長いのものが iOS、
短いのものが Android です。
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自社のシステムに影響を与えずに高度の品
質保証が達成できる最新の ICT-IoT クラウド
システムです。

scodtRcloud

品質保証もスマート化が必要！
所有者登録

クラウドの管理システ
ムでアクセス時のモバ
イル画面を切り会える
ことができます。

取説や証明書
安全情報など

自動運転、スマートタウン、スマート家電など、様々な

スマート化が進んでいます。もはやこの影響を受けない
で済む事業はありません。新型コロナウィルスでテレ

ワークが注目されています。災害などで人の移動ができ
なくなった時にこそ、製品ユーザーとのコミュニケー
ションが必要なのです。リコールなどの際に、企業の信

頼性を一気に高めることがこのシステムで可能になりま
す。製品ユーザーを常時把握できれば、販売戦略、製品
開発などの新たな経営スマート化が実現します。

個人情報を使わない製品ユーザーのトレース！

表示の高機能化が実現

●買ってから時間が経過するほどに知りたく
なる、ご自身や家族などでも度々あります
よね！？
●購入時に聞いたことをもう一度知りたい！
●不具合の時に誰に聞けばいいの？
●知りたい時に無いのも取扱説明書
●無農薬証明、PSE などの証明書、金属材料証
明もあれば便利！
●手元の製品の安全性、その場で確認したい！

食品から機械など、
伝 え た い こ と・知
り た い こ と、た っ
た一つの QR コード
で実現します！

すでに様々な取り組みをされていますが
スマート社会には新たな戦略が必要です！
●本体表示だけではわからない様々な情報、多言語説明書など
の最新情報を伝えたい
●製品コストを上げすに模倣対策・販促・買い換え誘導
●新た製品の提案、不当なや安売り業者の追跡・・・

このシステムでできます！！
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ガッティ家 のオー ガニッ
エクストラバージンオリーブオ
どんな 農 薬も肥
料も使用せず、
土
壌の持つ力だけ
で育ったオリーブ
（カロレア種 ）の
みを使用。
収穫後
速やかに低 温で
搾油いたします。

名
称 : 有 機 食 用 オリ ー ブ 油
原材料名 : 有 機 食 用 オリ ー ブ 油
内 容 量 : 228g（250㎖）
賞味期限 : 2021.12
保存方法 : 直射日光、高温多湿を避け
冷暗所に保存してください
原産国名 : イタリア
輸 入 者 : ジョアンインターナショ
東京都北区志茂 5-1
http://www.joan-i.com/

scodt cloud での効果
R

様々な業界で評価をいただいています。

！
このページの QR
QR は専用のアプリ
は専用のアプリ GS1QRscodt
GS1QRscodt を
の
このページの
インストールが必要です。
インストールしてください。
iOS と
と Android
Android のカメラで読み込むとアプりスト
のカメラで読み込むとアプりスト
iOS
アに誘導されます。
アに誘導されます。

このシステムは品質保証のスマート化を実現する為に開
発されましたが、市場調査などを行なうと、メーカー、
商社、物流から小売事業者などから、このシステムを利
用することにより得られる課題解決について具体的なご
意見をいただきました。
●展示会などで製品表示で多言語対応出来て助かる！
●証明書を直ちに見せられるので取引が楽になった！
●海外工場から出荷されたものもトレースできるので、
出荷後の不安がなくなったなどです。

仲卸業や流通小売事業者

システム導入第１号の企業様
プラスワンスタイル株式会社
代表取締役 山村則子様

新潟県燕市で野性動物の捕獲器な
どを生産しています。scodt のユー
ザビリティ、トレーサビリティな
どが主要取引先の行政機関から評
価され、これまでに無い新たなビッ
グデータを活用し業績がアップし
ています。

住宅用設備、家電製品メーカー（輸入元）

・GS1 標準を利用したグローバルな事業拡大の効率化と全社員と

・材料や部品なども含め信頼性が低下し品質保証の取り組み効

・粗悪品排除やリコール時の対応ができることが助かる

・所有者登録が進まずこのシステムにより自動認識で B2C 双方

仕入先との信頼性が高まった

・「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の対応ができる

・食品やヘルスケア商品は説明不足によるトラブルが多く、安全
情報を確実に伝える必要性を強く感じていた

・自動認識による不良品の排除に向けた取り組みを強化し、海進

果が得られないので大きな改善が期待できる

に負担なく行え、安全情報も即座に自社で発信、状況を確認

・サプライチェーンの意識が変わり本来の品質保証の取り組み

出を加速したい

・店内オペレーションへの利用など

EC

SHOP

できるので社員の負担が大幅に減ることを期待している
ができるようになったので、お客様にも喜ばれている
リコール品

使用期限終了

物流

GS1QR
scodtⓇ

食品、化粧品、生活雑貨など

GS1QR
scodtⓇ

産業・作業機械・資材部品など

scodt GS1QR

GS1QR
scodtⓇ

GS1QR
scodt

六花Ⓡ

・海外進出に際し、GS1 標準がメーカーブランドの証になっ

・リコールや自主回収が増えてきて対応に苦慮していたので

・安全上の多言語の説明や無農薬などの証明書を格納できて

・農作業や建設現場の事故が減らず、その対応をこれから強

たので評判が良い

検討したい

おり、HACCP やグローバル GAP などの海外の厳しい安全

く求められるようなので検討したい

基準に必要不可欠なシステムであることがこの先の大きな

・これまでの取り組みの改善についての具体策が見えた

競争力になる

・製品の ICT/IoT が進むほどに品質保証の取り組みについて

・特に食品衛生法の自主回収やリコールの報告義務が始まる

販売後のトレーサビリティについて効果が期待できるなど

ので心強いなど
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たった一つの QR コードで多くの機能が実現！
※コード読み取り後の WARNING 画面への切り替えなどは特許を取得しています。

今まで見逃されていたビッグデータ！

メーカー直販率の低下する中で、唯一の所有使用者情報取得手段は購入者情報で、１台に1件でした。
一方、このシステムでは、実際に製品に関わる人のモバイルシリアルを自動取得することで、これま
での集積状況からは、一つの製品に２年半で平均11台のモバイルがアクセスしています（p.1下図）。
月に 1 万台販売する製品は年間で 12 万台、そのような製品を 100 アイテム製造販売した場合の２年
半のアクセスモバイル数は12 万台 ×100 種類 ×11 件＝132,000,000

即ち、この数のモバイルの持ち主と繋がるのです。このデータをどう使いますか？

モバイルシリアルです。
短いものは Andoroid
長いものが iOS

当システム登録第１号の国の認証した感震ブレーカーのアクセス履歴です。テレビなどで放映される
と一気にアクセスがアップします。アクセスをした方は地震に関心があり、世帯主もしくは建物の所
有管理者ということが推測できます。このように、個人情報に依存しなくてもマーケティングに必要
な情報が得られ、プッシュ通知の利用し、買い替えや関連製品の紹介などが可能になります。

リコール事例
輸入元（倒産）での火災事故が発見され、仕入
先商社の製品について直ちにこのシステムによ

りモバイル画面を「リコール通知」に切り替え、
リコール告知を開始した。複数回プッシュ通知
を併用し、概ね３か月で８０％の告知が確認で
きた。このため、この製品のその後の事故は防
止できた。

市場での事故情報をうけ２４時間以内にシステ

ムより対象製品・LOT を絞り込み使用中止を行
なえた事で、短期収束、販路などの負担も少な
く風評被害も無かった。

4

流通段階でも寿命の過ぎたもの、
リコール品を開封せずに識別可能！

今、インタネットモール事業者にて問題になってい

流通システムの自動認識

る、リコール品や模倣品、また廃棄されたものが再販
されるなどの問題についても当システムで解決するこ
とができます。GS1QR という世界の流通情報標準化
機関で批准されている２次元シンボルを採用している
ので、長期のシステムの信頼性と流通の自動化に最も
適合しています。

GS1 及びシンボルの詳細は

4 912345 678904

PDF の見本は scodt の利用事例です。

GTIN（JAN コード）

汎用 QR

GS1２次元シンボル GS1QR のコード体系での見本

(01)045897322001(91)1210CX10A01(8200)http://scodt.jp

製品ユーザーに確実に安全確認をさせることができる唯一のシステムです！
最終的に、製品所有・使用者が製品に

プッシュ
通知画面

Q&A

表示された GS1QR で直接確認できること
で事業者の説明責任が達成されます。製
品 の 正 し い 使 い 方、リ ス ク 回 避 の 方 法、
販売後に発見された安全上に関わる情報
を確実に伝えることで事業者の説明責任
が達成されます（集積データで検証もで
きます）。
このシステムでは、一度アクセスしてい
れば、モバイル立ち上げ時にプッシュ通
知画面（SMS ではありません）を配信し
アプリに誘導し注意喚起を行います。

Q EC などの規制強化とは何ですか？
A 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂により海外の販売者も日本の法律を適用されることです。
Q 小さなものの場合はどうすればいいですか？
A パッケージなどに QR を表示してください。
Q 海外でも使えますか？
A GS1QR はグローバル標準です。国によっては一部で使用できない場合があります。
Q 専従担当は配置できずテレワークでも使えますか？
A シンボル生成以外はネット環境さえ有れば誰でも使えますので特殊な知識は不要です。
Q そもそも取扱説明書は製品に同梱しなければならないのでは？
A「ISO/IEC Guide37:2012」、「IEC82079-1」にて電子化することを推奨しており SDGs の取組みにも合致します。
Q PL 対策や品質保証、リコールや事故の相談はできますか？
A もちろんいつでもご相談ください。
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ご利用は簡単です！

scodt cloud
R

Ver1.1

このクラウドサービスは一般社団法人 PL 対策推進協議会の賛助
会員が無料で使用することができます。
■賛助会員の申し込み、ご相談、このシステムの普及やシステム
の高度化などに関心の有る個人、事業者は事務局にご連絡くだ
さい。

①

賛助会員登録をお願いします
①事務局よりログインの情報、マ
ニュアルなどが郵送されます。

②重要事項確認書、約款などを良
くお読みください。

④

③zoom で研修を受けられます。

製品に QR を表示します。

②

①システムで生成されたコードを専用のソフ

準備していただくこと

②読み取りテストを行なってください。

②ロット識別のコード

①GTIN（JAN コード）

トで GS1QR の２次元シンボルにします。

③対象品の web サイトの URL

③シンボルを製品やパッケージに表示します。

④証明書や商品を説明する PDF

※入力やアップロードしたデータはいつでも
追加、差し替えができます。

③

システムに情報を登録

①GTIN、製品名などを入力し、製品
の取説やご案内、証明書類などの
PDF をアップロードします。

②入力が終えたら CSV で GS1QR コー
ドをダウンロードします。

https://scodt.com
■このシステムは開発者渡辺吉明が特許を取得している「安全管理システム
Check On-Demand System

略称

英文名称

Safety

SCODT（登録商標）」を要素技術として利用し、TDN イン

ターナショナル（株）のより事業化されています。当協議会はこの特許権者とシステムデベロッ
パーから社会実装を全面的に委託されております。
■システムの普及に際しては所定条件を満たす事で取り次ぎ代理店、正規代理店、基幹代理店と
して当協議会と契約いただくことができます。
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最新の PL 対策で「製品事故未然防止と再発防止」を実現し、
日本の産業活性化、新たな社会での活躍を支援します。

こどもたちの未来の製品安全は
今の私たちの責任です。

一般社団法人 PL 対策推進協議会
【事務局】
〒982-0823 宮城県仙台市太白区恵和町 35-28
TEL：050-6865-5180 FAX：022-247-8042
Email c-japan@pl-taisaku.org

お問い合わせは

https://pl-taisaku.org
c PROCONSULTS for APL.2021 Allright Reserved
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