世界初

2017 年７月現在の国際特許、
関係団体などの調査

もっと便利に、もっと簡単に！！
IoT による B2B2C 支援システム

汎用 QR で動画にリンクしています。
音が出ますのでご注意ください。

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
製品安全スマート化を実行する国内特許取得（国際特許申請中）

グローバル化、流通小売のオムニ化、
第４次産業革命は IoT 社会として既に
始まっています。その対策を具体的に
支援するための最新サービスです。

下記から専用アプリ「GS1QR scodt」をダンロードしてください。

GS1QR

無料アプリ DL サイト

www.scodt.jp

www.tdn-japan.com
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基本機能

B

基本特許取得済み（国際特許申請中）

商品に表示された GS1QR コー
ド を 介 し「つ か い 手」と「つ
くり手」のダイレクトなコミュ
ニケーションが実現します。
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健康緑茶
お茶しよ！

①

メーカーの web サイトにリンク

鍛冶職人製品
和包丁

②

①メーカートレーサビリティ
商品の動画や詳しいコンテンツを掲載
している web ページにダイレクトに接
続します。会員登録やリコールなど個
人情報を集積する場合も、アクセス先
のメーカーサイトで対応します。

メーカーサイトの特定商品のサイトにリンクしています。
メーカーの動画や広告、企業の情報などを、検索に依存
せず海外からもダイレクトに閲覧できます。

②商品情報トレーサビリティ
誤使用による事故やトラブル防止には、多言語による正
しい商品の使用方法を伝えることが効果的です。
機械器具、食品、化粧品、飲料などの全てで「わかりや
すい取扱説明書」をメーカーが作成し、購入者や使用者・
販売店や店員さんなどとこの情報を共有することで、消
費者の事業者への信頼性・ブランド力向上という、最も
望ましい消費者と事業者の関係が形成されます。

製品リコール
データベースに
あるリコール中
の電気製品

③
ここが
違う！

③実使用者トレーサビリティ
このシステムでは、流通情報世界標準化機関 GS1 の GS1
２次元シンボル「GS1QR」を利用し、アクセス時のモバ
イル端末の Serial と商品 (GTIN）を自動認識します。こ
の閲覧履歴から商品とロットを絞り込み端末画面を切り
替え、更にプッシュ通知と併用し、本体の GS1QR を介
し確実にリコール情報などを伝えることができます。

世界初のリコール事前対策！

高機能 GS1QR なので、ロット情報も含まれてお
り安全に欠かせないリコールや点検時期のお知
らせ、寿命到来や古いロットのキャンペーンな
どを本体表示とプッシュ通知でお知らせします。
リコールや製品事故リスクを最小限に抑えることができます。

製品同梱説明書を簡素化、ペーパー
レス化などで、製品コストを下げ、
本質的な ISO9001,14001 を実現！
リコール時の対応なども PL 対策の
プロの当社にお任せください。

Q&A

※リコールなどで画面を切り替える事は当社の独自技術として特
許を取得しています（特許第 6247563 号）
。

Ｑ：普通の QR ではだめなのですか？
Ａ：流通情報世界標準化機関 GS1 で批准された GS1QR は、グローバル社会での
自動認識品質維持を実行するための明確なルールが定められています。一般
の QR はルールが無く、長期耐用性の観点で不向きです。
Ｑ：なぜ IOT なのか？
Ａ：「人とものをつなぐ」のが IoT（Internet of Things) です。人の代わりにモバイ
ルを特定する番号（Serial）を、一方、製品（もの）は GTIN( 日本では JAN）
を利用し、アクセス時に自動認識するので、使用者側に負担がありません。
Ｑ：個人情報はとられたくない。
Ａ：このシステムでは個人情報は一切集積しません。リコールなどで個人情報が
必要な場合は、メーカーサイトに誘導しメーカー責任で個人情報を取得して
いただきます。
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グローバルトレーサビリティ
確保による輸出促進支援！

付加機能

B

GS1( 流通情報の国際標準化機関）は、世界の大手流通小売事業者・メーカー（約２万社）
が約 2,000 万種類の商品情報を登録した巨大なデータベース GDSN(Global Deta Synchronization
Network）を運営しています。
scodt を利用する商品の B2B 情報は、ご希望により当社を介し GDSN への登録ができます。
このデータベースでは GTIN（日本では JAN コード）でブランドオーナーや商品の特定がお
こなわれ、このビッグデータを利用している世界の事業者と商品情報を共有することができ
ます。Alibaba や amazon などでも GS1 GDSN 登録データの信頼性を重視、海外への輸出促
進の際も、販路拡大への重要な役割を担っています。

to

B

世界の２万社との情報共有が実現！

グローバルトレードは GTIN が共通言語、トレーサビリティそのものです。

④

GS1us
GS1Germany

GDSN 登録情報にて
具体的な商取引き

GS1UK
GS1France

GTIN を共通言語にして
GDSN を利用している流通
事業者との情報共有
商品発掘

食品

雑貨

機械工具

化粧品

製造・生産者
流通小売事業者など

北米・EU の大手小売、
中国・東南アジアなどの輸出支援

③

GS1 GDSN

https://www.gs1.org/

①

その他各国の GS1

GS1China

GTIN を利用して、
商取引情報を GDSN
に登録

商品・企業情報登録

GTIN を利用し商品
情報などを登録

scodt DB

アプリ管理 sys.

② 介して消費者への情報

商品の scodtGS1QR を

金属タグでロゴと GS1QR
を表示している屋外用組
立式捕獲器

提供（B2B2C)

輸 出 促 進、イ ン バ ウ
ンドの多言語対応を
本体表示で行なって
い る 加 工 食 品・お 醤
油・お酒など
農産物なども GTIN を
組み込んだ GS1QR で
生産者トレーサビリ
ティを達成

家電製品や部品などでは、
特に事故予防、リコール
事前対策に活用
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一般の QR と GS1QR の相違について

登録手続きやサービスについて

scodt を利用するには、当社の発行する GS1QR コード（注１） ①当社サービスは、当社又は当社の代理店指名権を得た代理店にてのご契
を GS1QR の２次元シンボルに生成し、本体やパッケージ、 約後、ご利用いただけます。
外箱などに表示します。一般の QR とは異なり GS1 にて規 ②登録に際しては、下記の事前確認をされ、その上で詳細な GLN（企業・
定された国際ルールにより、厳格に運用方法などが定めら
事業所識別コード）と 13 桁 JAN コードが必要です。GLN が不明な場合
れています。下記表にその相違を記載しました。
や現行が 13 桁以外のコードの場合などは、GTIN 対応可否を一般財団法
尚、詳細については、GS1 の日本での窓口機関の一般財団
人流通システム開発センターにてご確認ください。
法人流通システム開発センターのサイトにてご確認くださ ③具体的なアドバイスなどは、初期登録の際に対応する代理店もしくは当
い（GS1QR で検索できます）。

社にて、規定された対応費用をご請求することがあります。その場合は、

項目 / 比較
scodt GS1QR 一般の QR
国際標準対応
◯
△ 注2
商品詳細情報の確認
◯
△
ユーザー端末の特定
◯
△ 注3
アクセスログ解析
◯
◯
ブランドオーナーの特定
◯
△ 注2
商品の特定
◯
△ 注2
ロット管理情報の特定
◯
△
導入コスト
△
△
プッシュ通知
△
△
リコールなどのモバイル画面表示
◯
× 注4
自由なコード作成と運用
×
◯
読み取りエラーの責任対応
◯
×
注１ コードは英数字列であり、２次元化されたものはシンボルと呼びます
注 2 AI を利用することで、ISO レベルでは可能です
注 3 端末情報を特定できるサービスをアプリに導入すると可能です
注 4 プッシュ通知サービスのあるアプリを導入すると可能です

お試しキットのご案内

当社及び代理店より、事前にご案内します。
詳細は

面の場合は読み取りテストが必要です）等を考慮いただき自社にてご決
定ください。
⑤当社で発行した GS1QR コードを GS1QR シンボルに生成するには専用の
ソフトウエアが必要です。また、ビットマップではなくベクトルデータ
での生成を当社のテンプレートにて作成する必要があります。自社環境
で対応できない場合は、当社もしくは担当代理店にご相談ください。
⑥生成した GS1QR シンボルは、基本的に白背景に黒での印刷となります。
有彩色での印刷や背景色のある状態、サイズを縮小することなどは基本
的に禁止されています。詳細は当社サイトのご利用約款をご参照くださ
い。
⑦GDSN への登録に際してのご相談も、初期対応費用に組み込まれていま
す。サービスの内容は 1WorldSync の約款をご参照ください。
⑧食品など頻繁に GTIN やロットを切り替える必要のある場合は、システ
ム契約にて User Interface を自社管理でご利用いただく事が出来ます。

導入企業様の紹介 1

無料

弊社の主力製品である栄ヒルズは、主に野生動物
を捕獲、保護をするための道具となります。近年
の野生動物による作物被害や家屋被害は残念なが
ら右肩上がりとなっていす。昨年「鳥獣保護管理
法」の一部改正により一般の使用者が使う頻度が
増 す と 予 測 し、正 し く 使 う 為 の ツ ー ル と し て
scodt を採用いたしました。
スマートフォンの普及に伴い外で使う製品にはと
ても良いと考えられます。また、scodt はモバイル ID の登
録ができるので、製品がリコールになった場合でも実使用
者が把握でき、即座に対応できます。今後は多言語表示や
ホームページへの移行など QR コードで出来る最大限の活用
を駆使し、使用者との距離を縮めていきたいと考えていま
す。（プラスワンスタイル株式会社 代表取締役 山村則子様）

JAN コード（取得されていない場合は当社のもので対応）とホームペー
ジの URL、商品情報（トリセツや簡単なパンフレットなど）を下記の
申し込みフォームにてお送りください。
お試し用 60 セット分の本体表示ラベルとアプリダウンロード用シー
ルを無料で２週間程度でお送りします。本体に貼って、専用アプリ
[GS1 scodt] で読み取ってください。
社内りん議、企画会議のプレゼン、社員などの意見聞き取り、実際の
営業などにご利用できます。

ご利用申し込みは：

http://scodt.com/scodt-try/

http://scodt.com/buy/

④本体に表示する方法などは、製品寿命期間の耐久性の確保できる場所（曲

導入企業様の紹介２

当社の製品は、日本の食文化に欠かせない米麹を利用した基礎化粧品です。
本品は、国内産麹をパウダー状に粉砕加工した美容用品で手軽にお肌のお
手入れにご利用いただけます。防腐剤・香料・着色料はいっさい使用して
おりませんので、お顔から全身まで安心してお使いいただけます。
膨大な広告費用を使えない当社でも、麹の安全性、独特の使用感、正しい
使い方などを商品の QR コードで、多言語にて伝えられる scodt は、知人
の紹介で知り、すぐに採用を決定し、海外販路など、新規開拓に大いに役
立っています。（SKL 株式会社 代表取締役 櫻井ひろみ様）

TDN インターナショナル株式会社
〒173-0013 東京都板橋区氷川町 47-4 アビタシオン K 1F
電話 03-6909-6618
FAX 03-3962-5515
Email info@tdn-japan.com
URL http:// tdn-japan.com

scodt のご用命は

営業時間：平日午前 10 時より午後５時まで（来社の場合は事前にご予約ください）
Copyright©TDN International Ltd.2017 All Rights Reserveed.（無断転記転載禁止）
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