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GS1 標準では
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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

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。
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scodt cloudR

Society5.0 超スマート社会が始まっています。5G、量子コンピューター、
個体式リチウム電池など、これまでの常識と想像を超える技術と製品が
次々に実用化されます。品質管理や品質保証なども人に依存してきた企業
ほど対応に苦慮しています。スマート化が進むということは、即ち人に依
存しないということで、日本社会が一番出遅れた情報分野での対応力が、
製品の品質そのものに影響を与えます。
販売後の製品の所有者情報である個人情報も大変厳しい責任を求められ、
更にサイバーテロなどの対策、そして自社製品の安全上の対策を早急に進
めないと、その先の企業の業績に大きく影響します。

Society5.0 での品質保証・信頼性確保について

本質安全で
リスク低減

グローバル
対応力

圧倒的な
差別化

業績UP

製品自主回収やリコールの短期間での収束が鍵を握ります。

国が進める Society5.0 超スマート社会での品質保証と信頼
性確保には製品安全のスマート化が大きく関わります。
それは、製品自主回収やリコールが事故の未然防止である
ことから、事故後の対策と混同していると大きな経営リス
クとなります。世界中でリコールの効果的な方法を模索し
ています。一方、この産業構造の変革をチャンスとしてグ
ローバル社会での課題解決をいち早く実行し、市場競争力
を一気に進めることに関心のある企業を支援するクラウド
サービスを実用化しました。

製品の安全性が最も重要！

scodt cloud の詳細は「製品安全スマート化のご提案」をご参照ください。
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scodt cloud でできることR

❶ 個人情報に依存しない販売後の製品ユーザー情報集積
❷ 出荷後の流通販売側へのコード表示やリコールなどの負担軽減
❸ GS1 標準の自動認識技術による製品ユーザーとのコミュニケーション
❹ 安全に関わる正しい情報を迅速に利用者がその場で確認できること
❺ 集積情報を利用した新たなマーケット戦略への活用
❻ 長期に亘る人に依存しないロットごとの品質管理と品質保証のスマート化
❼ 営業効率や自社製品ユーザーの囲い込み（リピーターの確保）
❽ システムなどの専門性は不要
❾ クラウドサービスなのでweb から申し込み即座に導入できることなど

すでにスマホなどのモバイルでは様々なアプリを利用し、サイトで検索して閲覧するコンテン
ツとの差別化が進んでいます。QR コードも今までは URL を読み取って web サイトに誘導する
という単純なものでしたが、今では PAYPAY のように専用のアプリを使用してバックエンドの
システムに接続し様々な機能を利用するためのものに進化しました。
製品安全のスマート化を実現するために、無料モバイルアプリ「GS1QR scodt」を利用し自動
認識技術でアクセスモバイルを特定、必要な時にいつでもリスクコミュニケーションのできる
クラウドシステム「scodt cloud」を開発、昨年よりサービスを開始しました。

品質保証と営業支援の ICT/IoT 化による経営効率化の推進

自動認識によるビッグデータの活用

クラウドサービスをご契約いただくことでご利用になれます。
自社システム開発への支援も可能です。
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物の特定 人の特定

これまでは購入者情報を販売時点で取得していま
した。実際に製品に関わる人をトレースすると、
これまでの集積状況では一つの製品に２年半で平
均 11 台のモバイルがアクセスしています。
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台
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？

今まで見逃されていたビッグデータ！



scodt cloud での効果R

3

様々な業界で評価をいただいています。

食品、化粧品、生活雑貨など 産業・作業機械・資材部品など

住宅用設備、家電製品メーカー（輸入元）

GS1QR
scodtⓇ
六花Ⓡ

scodt GS1QR

仲卸業や流通小売事業者
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
員と仕入先との信頼性が高まったこと、粗悪品排除やリ
コール時の対応なども進んでいる。経産省の発表した「電
子商取引及び情報財取引等に関する準則」の対策効果が期
待できる。
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。今後は
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、
海外進出を加速したい、店内オペレーションへの利用など
の報告をいただいています。

海外進出に際し、GS1 標準がメーカーブランドの証で
あること、安全上の多言語の説明や無農薬などの証明
書を格納できており、HACCP やグローバル GAP など
の海外の厳しい安全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競争力になる。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ので心強
い。

農作業や建設現場の事故が減らず、その対応をこれか
ら強く求められるようだ。これまでの取り組みの改善
についてどこから手をつけるのか、どのように具体的
に何をすれは良いのか、所管行政からは何も情報が得
られず不安だった。製品の ICT/IoT が進むことと品質
保証とは繋がらず困っていたなど、産業機械分野での
課題解決に、このシステムの有効性が評価されてきて
います。

国産でも材料や部品なども含め信頼性が低下し、自主回
収、リコールが多数発生、収束できず品質保証の取り組
み効果が得られない。所有者登録も全く進まずこのシス
テムにより自動認識で B2C 双方に負担なく行え、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。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ができるよう
になったので、お客様にも喜ばれている。

EC SHOP 物流

このシステムは製品安全対策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。
例えば、展示会などでの説明が製品から直に多言語で出
来るので、商談が纏まり易くなった、GS1QR なのでコ
ストに影響しない、販売ルートが追える、証明書の管理
が楽になったなどのご感想をいただいています。

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。

プラスワンスタイル株式会社
代表取締役　山村則子様

システム導入第１号の企業様



例えば出荷後に製品の設計寿命などの到来を製品の所有使用者に伝えることができれ
ば、寿命を超えて使用されるリスクを回避できます。消費者基本法にも明確に示され
ている事業者の責務であり消費者の知る権利です。長期に使用されるものほど重要に
なり、避けられない経年劣化のリスクを低減することができます。
このシステムでは、製品情報登録時にロットごとに設計寿命や期待寿命、修理点検の
お知らせなどの年月日を設定できます。これにより、出荷後所定の期日が到来すると
システム上でワーニングが発せられ、直ちに該当するロットのアクセス履歴情報を利
用して該当するモバイルの画面をWARNING 画面に切り替えます。

●モバイル画面は様々なシーンに合わせていつでも変更することができます。
●所有者登録や買い替え情報として製品ごとに指定したサイトに誘導したり、製品の
所有管理・使用している消費者もメンテナンスなどの場合は正しい交換部品を探す
手間なく購入することができます。
●ショップ運営者などであれば自社管理の元、顧客の囲い込みが実現します。

たった一つのQRコードで多くの機能が実現！

立ち上げ時の画面 WARNING 画面

格納されている取説やエビデンス

システム管理画面

※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。
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今、インタネットモール事業者にて問題になってい
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、流通の自動化に最も適合しています。

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！

(01)045897322001(91)1210CX10A01(8200)http://scodt.jp
GS1２次元シンボルGS1QR のコード体系での見本

GTIN（JAN コード） 汎用QR
4 912345 678904

流通システムの自動認識

最終的に、製品所有・使用者が製品に
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、
販売時には解らなかったでき情報を確実
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。

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！

プッシュ
通知画面

GS1 及びシンボルの詳細は
PDF の見本は scodt の利用事例です。

日本において製品安全関係法に違反する製品を流通
させる行為は、海外販売事業者によるものであって
も法の適用対象となることを「電子商取引及び情報
財取引等に関する準則」の改訂が発表後わずか３か
月で施行しました。
これを受け、Amazon や Yahoo、楽天なども製品安
全の取り組みを強化しています。

CPSC では 2016 年より、消費生活用製品全般（他の法律で規制されていないもの全て）について、安全性が損
なわれていると判断すると、そのメーカーなどに通知、２４時間以内にリコール対応をしないと３～３０億円の
罰金を課しています。現地法人のある大手トラクターメーカー、産業機械、家電から様々なものがこの対象となっ
ており、OECDの連携で EU、中国なども同様の規制を開始しています。

海外事業者等に対する製品安全関係法の適用

北米の CPSC（米国消費者安全委員会）と諸外国の動向
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ご利用は簡単、低コストです！

準備していただくこと
①GTIN（JAN コード）
②ロット識別のコード
③対象品のweb サイトのURL
④証明書や商品を説明する PDF

web 申し込みフォームへの記
入と登録

当社からのご案内
重要事項や意向確認などができると
当社より指定のメールアドレスにロ
グイン情報などをお送りします。

ご担当者の作業
①導入ガイドをお読みになり、システム
にログイン、情報登録を行います。
②生成されたGS1QR コードを指定され
たソフトを使用してGS1QR２次③元シ
ンボルを作成し製品やパッケージに表
示します。
④読み取りテストを行なってください。

クラウドサービスをご利用の場合

https://scodt.com/cloud_service-2/

・web からのお申し込みで１か月は体験利用として無料でご利用いただけます。この間にサンプル
を作成、社内や関係者にサンプルのQRを配布しアクセスデータなどを集め、データを CSV で DL
し、検証を行ってください。

・ご不明なことは無料でご相談対応（来社または担当者と電話、メール）させていただきます。

・継続利用される場合は、利用開始（ログイン情報をお送りした日から起算）30 日までに当社に意
向をご連絡ください。ご利用を中止する場合はログイン PWなどの無効化を行います。

・ご利用料金は売上規模により 48,000 円（１か月分、税別）からとなっています。
・ご利用を決定されると当社よりご利用の覚書と請求書をお送りします。ログイン情報はそのままご
利用いただけます。

①

②

③

④

⑤

⑥

単品登録は＠15,000 円（税別）からとなります。詳細は

https://scodt.com/buy/
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こどもたちの未来の製品安全は
今の私たちの責任です。

www.tdn-japan.com

c  TDN International Ltd.Jan.2020 Allright Reserved

To Do Next...
社名 TDNインターナショナル株式会社
英字 TDN International Ltd.
住所 〒173-0013 東京都板橋区氷川町４７－４　アビタシオン K１F
eMail info@tdn-japan.com

運営サイト 
https://tdn-japan.com/
https://scodt.com/
https://scodt.jp/
https://tdn-hoken.com/

役員など
代表取締役会長　渡辺　吉明
代表取締役社長　田原　衝
取締役副社長　　長岡　信治
取　締　役　　　渡辺　欣洋
取　締　役　　　菅沼　奏子
監　査　役　　　伊藤　美奈子
特別顧問　　　　大羽　宏一
ISO 顧問　　 　　阿部　和由

資本金 5,740 万円 ( 平成 31 年７月現在）
設    立 2002 年 11 月（創業 1966 年）

主要事業
scodt cloud による B2B サービス
製品リスクコンサルティング
デザイン成果物コンサルティング
商品販売
生保・損保プロ代理店
情報通信サービス及びシステム開発
PL アドバイザー、テクニカルデザイナー育成
企業・団体向け PL 対策セミナーなど

代理店契約保険会社
東京海上日動火災
三井住友海上火災
東京海上日動あんしん生命
日本アニマル倶楽部 
さくら小額短期保険

主要取引先
株式会社ナガオカ . リコー（socdt１次代理店）
株式会社WINCLE（scodt ２次代理店）

所属団体
一般社団法人　PL 研究学会　賛助会員
一般社団法人 PL 対策推進協議会　賛助会員

会社概要


