
ＨＡＣＣＰ運用・管理アプリ紹介カタログ

本年（2021年）６月からＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が完全義
務化されました。こうした中で、ＨＡＣＣＰの導入や実施を支援
するデジタルツールの開発・市販化が進んでいます。
そこで、このカタログでは、食品事業者の皆様への参考情報と
して、現在販売されているＨＡＣＣＰに関する運用・管理アプリ
について、ご紹介します。

※アプリの効果等を農林水産省が認定しているものではありませ
ん。

各アプリの詳細については、当該企業にお問い合わせください。

2021年８月

農林水産省大臣官房
新事業・食品産業部食品企業行動室

農  林水産省 H P 「食品企業の安全・信頼対策、標準化」
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掲載している企業（アプリ名）

・（株）内田洋行（HACCPクリエータ）

・（株）内田洋行（XC-Gate.ENT with スーパーカクテル）

・（株）F-BRIDGE（FooF）

・花王プロフェッショナル・サービス（株）（Kiralia-HACCP）

・（株）カミナシ（カミナシ）

・関東食糧株式会社、（株）インテンス（HACCP Bell）

・（株）サトー（HACCP CLOUD）

・（株）サトー（＠Form for HACCP）

・サラヤ（株）（GRASP-HACCP）

・シーバイエス（株）（HACCP Teck cloud 記録表システム）

・（株）シムトップス（ConMas i-Reporter）

・（株）JustEnough、（株）ティエーエンジニアリング（TA-Expart）

・（株）ハピクロ（HACCPPy）

・バリダ（株）（HACCP記録管理シート）

・（株）三菱総合研究所（HACCPナビ）

・ユーピーアール株式会社（衛生管理計画書作成支援）

・ユーピーアール株式会社（UPR HACCP）

・ライオンハイジーン（株）（はやラクHACCP）

（五十音順）



【最小構成価格】
オンプレミス版(5ID)︓120万円
クラウド版(5ID) ︓50,000円/月
※税抜 初期導入費用は別途必要

株式会社内田洋行︓HACCPクリエータ

【価格】
1ライセンス 275,000円（税抜）

■開発元■販売元

株式会社サン・プラニング・システムズ
デジタル・トランスフォーメーション部 BPMユニット
TEL︓03-3525-1764
E-MAIL︓
bpm_sales@sunplanning.co.jp

株式会社内田洋行
情報ソリューション事業部
TEL︓03-6659-7132
E-MAIL︓
ml-insidesales@uchida.co.jp

HACCP情報はすべてフローダイアグラム
に集約されるので、
HACCP文書の管理が容易

フローダイアグラムからハザード分析表、
HACCPプランの出力だけではなく、
取込み機能により、
整合性を持った文書化作業を支援

圧倒的な『生産性』と『メンテナンス性』
により文書の作成・修正の工数削減１

2

3

FSSC22000 ・ISO22000・JFSなどの
各種認証規格でも利用可能4

紹介動画はこちらから→

←製品情報はこちらから
https://igrafx.info/product/haccp_creator/

内田洋行がご提供するHACCPソリューション
HACCP文書の作成 記録帳票の電子化

株式会社内田洋行︓XC-Gate.ENT
with スーパーカクテル

内田洋行がご提供するHACCPソリューション
HACCP文書の作成 記録帳票の電子化

←製品情報はこちらから

https://www.uchida.co.jp/system/cocktail/products/xc-gate-ent/

■販売元

株式会社内田洋行
情報ソリューション事業部
TEL︓06-6920-2659
E-MAIL︓
ml-insidesales@uchida.co.jp

実績集計用テンプレート登録
で簡単集計
見える化を実現

タブレット入力やBluetooth
連携により記録作業/検索
時間を削減

皆様が使い慣れた
Excelだけで電子帳票
作成
関数を利用した閾値
チェックやタイムスタンプ
も実現

１

2

3



花王プロフェッショナル・サービス株式会社
︓衛生管理を企業成長のエンジンに Kiralia-HACCP

○衛生管理のプロが設計、サポート
○現場に負担をかけない仕組みと柔軟な対応
○現場と本部を繋ぐ衛生マネジメント

連絡先
花王プロフェッショナル・サービス株式会社

URL:https://pro.kao.com/jp/kiralia/haccp/

お問い合わせ・ご相談は下記フォームより
承っております

https://ssl.kao.com/jp/pro/index.html

「Kiralia-HACCP」は、HACCP対応に必要な
衛生管理の記録の入力・管理をスマートにするクラウド型のツールです
衛生管理において特に重要となる温度・衛生・健康状態を監視・記録することで問題の早期発見を可能にし、
立場・シーンに合わせて分析できるメニューを用意いたしました。

株式会社F-BRIDGE︓FooF （フーフ）

連絡先
会社名 株式会社F-BRIDGE FooF事業部 担当 高城、谷口 TEL  080-4992-1118
連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@foof-haccp.co.jp HPｱﾄﾞﾚｽ https://foof-haccp.jp

【価格の目安】５００円/月

○専門家が必要な項目を選定しているから計画表も記録用紙も作成不要。
○毎日のチェックは簡単入力で最短30秒。
○初期設定代行や端末リースなどの充実したフォローサービス。

HACCP義務化をきっかけに飲食業に新しい価値を！



株式会社カミナシ︓現場改善プラットフォーム「カミナシ」

1. 個々人にばらつきがでやすい現場業務の標準化をサポート
2. 書類の確認、転記などで発生する単純作業を大幅に削減
3. 多店舗やリモートで見えにくい現場の状況を可視化し、カイゼンへ

【価格の目安】月6万～10万円

連絡先
株式会社カミナシ
Tel.03-6206-0374
support@kaminashi.com

カミナシで簡単にHACCP対応【導入の仕組み】

製品HP
https://lp.kaminashi.jp/haccp_cloud



株式会社サトー︓HACCP CLOUD

【価格の目安】
1店舗（拠点）あたり
15,000円/月～

株式会社サトー リテール市場戦略部
TEL：03-6636-9375
連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：grp-haccpcloud-toiawase@sato-global.com
HPｱﾄﾞﾚｽ：https://www.sato.co.jp/market/retail/haccp_cloud/

HACCP CLOUDで、記録の手間を減らしHACCP対応を確実かつ効率的に

大きく見やすい入力
画面による継続した

記録管理

IoTとクラウド連携
自動記録による省力

化

ｽﾓｰﾙｽﾀｰﾄからﾁｪｰﾝ展
開に対応。利用機能
に応じた価格体系

本部サマリ機能によ
る全体傾向・店舗詳
細状況把握

株式会社サトー︓＠Form for HACCP

【価格の目安】
基本利用料（5ID)
45,000円/月

株式会社サトー フード市場戦略部
TEL：03-6636-9375

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：grp-food@sato-global.com

HPｱﾄﾞﾚｽ： https://www.sato.co.jp/market/food/haccp_atform/

アプリに入力する
だけでミスを防止

帳票を
タイムリーに確認

ペーパーレスで
省スペース化を実現

温度データを
自動で取得

アラート機能



会社名︓サラヤ株式会社

連絡先
サラヤ株式会社 〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 https://pro.saraya.com/grasp/haccp/

各システム単独でのご提供も可能です。
機器を含む場合、レンタルプランもございます。
お気軽にお問い合わせください。

GRASP-HACCP（グラスプ-ハサップ）はHACCP運用で重要となる
冷機器温度や食品の温度､日常の清掃記録や体調管理など個人衛生の
データを記録管理を集約化し、見える化できるクラウドサービス

︓ HACCP Teck cloud 記録表システム

お気軽にお問合せください

シーバイエス株式会社
TEL:045-640-2207
メール:consulting@cxs.co.jp URL：https://cxs.co.jp

人手も時間・コストをあまり掛けずにHACCP制度化に対応します

HACCP Teck cloudについて動画で
詳しく説明しています。（Youtube）

記録は、〇✕で簡単入力！

タップしていくだけ コメントも入力可能

保存︓クラウド管理で、ファイル不要
出力︓CSV,PDF対応

記録実行の指示、
指摘など

記録、チェックの
入力

記録内容から改善、
フィードバックなど本部か
らの指示を受ける

記録結果の参照分析と、
指摘

本部QA

エリア責任者

店長

店舗管理者

記録データの保存・出力
 各団体の手引書・運用中の記録票を
そのまま利用可能

 全店舗データを一括確認可能
 ペーパレス化



株式会社ＪｕｓｔＥｎｏｕｇｈ
株式会社ティエーエンジニアリング︓TA-Expart

連絡先

株式会社JustEnough（ジャストイナフ）

TEL ０３－６２０６-９７００

Mail taexpart@justenough.jp

URL  https://taexpart.jp/

【価格の目安】
初期費用（初回） 0円
月額基本料金（固定） 15,000円
月額ライセンス料（1名） 2,000円

（例）10名様利用での月額
基本料金 15,000円
ライセンス料 2,000円×10名

月々 35,000円

4方向 (原材料,製品,人,場所)
からのトレーサビリティ

POINT

１ IoT機器で簡単に実績記録
写真での記録も可能

POINT

2 動画や写真で手順を確認
属人化を防ぐ

POINT

3

株式会社シムトップス︓ConMas i-Reporter

○現場の紙報告による業務負荷の低減
生産指示のデジタル化、記載の最適化（ポカよけ、まとめ書き是正、空欄の撲滅、誤記載、
賞味期限チェック）、店舗衛生、店舗監査対応、入出荷および在庫管理のトレーサビリティの向上
○紙報告の管理監督業務の低減
記録の誤記入、未記入、CL/OL範囲外の早期発見、報告書の確認や承認、アレルゲン物質との
区分管理、治工具の管理、有資格者チェックの徹底、リアルタイム現場報告によるQCSの向上
○報告後の紙保管業務の低減
報告書の版管理、入力書類の改竄対策、記録保存期間後の整理、廃棄

連絡先
株式会社シムトップス
ConMas i-Reporter営業グループ
TEL︓03-5721-4610
ﾒｰﾙ︓conmas-sales@cimtops.co.jp
URL︓https://conmas.jp/

【価格の目安】
クラウド 37,500円/月～
オンプレ買取版 90万円～

※どちらも5ユーザーの価格

HACCPの記録・保存業務に対する課題を丸ごと解決

HACCP特設サイト➡ペーパーレスとデジタルデータによる記録保存の「最適化」

使い慣れた
Excelの紙帳票を
そのままタブレットに

製造指図書
製造記録書、出荷検査記録表など

現場完結型の記録・報告
リアルタイム報告書完成
リアルタイムデータ化



バリダ株式会社︓HACCP記録管理シート

○ 計画書・記録印刷はEXCEL
○ 記録入力はiPad、iPhone
○ 記録に写真添付が可能

連絡先

メール
info@valida-corp.com

【価格】
多店舗版 960円/月
単店舗版 200円/月

○ 記録は修正履歴を残す
○ これは速やか！一括「良」
○ 複数事業所を一台で監視

毎日記録入力

振返り確認

記録印刷
計画書

改訂

ダウン
ロード

計画書作成から記録印刷まで

分析

バリダ(株)
東京都昭島市福島町2‐25‐29

https://haccp-valida.com/index.html

製品ＨＰ
50以上の計画書例
がダウンロード可能

計画書

株式会社ハピクロ︓HACCPPy（ハサッピー）

お問合せは...
株式会社ハピクロ
TEL 090-6893-0428
E-Mail sales@hapiuro.com
https://hapikuro.com

【価格の目安】
初期費用 0円
月額費用 8,800円/施設
※2施設目以降は5,500円/施設

HACCP・コロナ感染対策の記録作成を効率化！
導入・運用が容易なクラウド型システムです

お手持ちのタブレットPCやスマートフォンですぐにお使い頂けます。
アプリ等のインストールは要りません。



ユーピーアール株式会社︓衛生管理計画書作成支援
飲食店様向けの衛生管理計画書の作成を支援します。
各社のメニューや衛生管理レベルに合わせてカスタマイズすることが可能です︕

連絡先
ユーピーアール株式会社 ICT事業部
03-3593-1721 mail@upr-net.co.jp https://www.upr-net.co.jp/

株式会社三菱総合研究所︓HACCPナビ

○フローダイアグラム専用の作図機能を搭載、きれいに素早く作成できます。
○ハザードデータベースを内蔵し、科学的根拠等を確認しながらHACCPプランが
作成できます。連絡先

株式会社三菱総合研究所 イノベーション・サービス開発本部内 HACCPナビ/サービスデスク
TEL 0120-964-624 ﾒｰﾙ info-haccpnavi@haccp-navi.com URL https://haccpnavi.com/

【価格の目安】月1万7千円～

○JFS-C･B･A規格、コーデックスHACCPの導入・運用をご支援する
クラウドサービスです。

食品製造業者様向け 食品安全管理/HACCP対応支援システム

きれいに素早くフローダイ
アグラムを作成可能



ライオンハイジーン株式会社︓はやラクHACCP

○ HACCP制度化への対応
○ ペーパーレス化
○ スムーズな記録・管理

連絡先
ライオンハイジーン株式会社
TEL: 03-5819-7770
連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ: haccp@lion.co.jp
URL: https://go.lionhygiene.co.jp/haccpsystem

― 日々やることは 簡単4STEP―

― 主な機能 ―
・衛生管理計画書、作業マニュアル、チェックリストの登録（テンプレートを搭載）
・アラート通知 ・メニューのグループ分け管理 ・ダッシュボードや記録簿による記録チェック
・一日にやる事のリスト表示

本部と店舗をつなぐ、HACCP対応 衛生管理システム
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(旧基準B)」対応

ユーピーアール株式会社︓UPR HACCP
UPR HACCPは、高額な初期費用を必要とせず、身近なパソコン・タブレットを使って
簡単に導入できる衛生管理システムです

連絡先
ユーピーアール株式会社 ICT事業部
03-3593-1721 mail@upr-net.co.jp https://www.upr-net.co.jp/

・クラウド保存可能
・自動記録なので抜け漏れなし
・データ保存期間は2年
・温度逸脱時はアラートメールを配信

・階層別管理も可能
・複数店舗管理も楽に
・承認機能も細かく設定可能

・飲食店向け一般衛生管理項目の
テンプレートを搭載

・チェック項目のカスタマイズも可能
・高額な初期投資不要

・自由な入力方法
（○×選択、テキスト入力、画像添付等）
・入力のチェック漏れアラート機能有り




