
 

（別添） 

令和 2 年度 第 14 回製品安全対策優良企業表彰 

受賞企業一覧 

 

１．大企業製造･輸入事業者部門 

経済産業大臣賞      パナソニック株式会社 アプライアンス社 

ランドリー・クリーナー事業部 

優良賞（審査委員会賞）  株式会社アシックス 

優良賞（審査委員会賞）  株式会社コロナ 

 

２．大企業小売販売事業者部門 

技術総括・保安審議官賞  大阪ガスマーケティング株式会社 

 

３．中小企業製造･輸入事業者部門 

経済産業大臣賞      マツ六株式会社 

技術総括・保安審議官賞  有限会社鈴文 

優良賞（審査委員会賞）  新潟精密鋳造株式会社 

 

４．中小企業小売販売事業者部門 

経済産業大臣賞      株式会社大一電化社 

技術総括・保安審議官賞  株式会社カイノ電器 

 

５．特別賞 

団体部門   一般財団法人ニッセンケン品質評価センター 

ﾈｯﾄﾓｰﾙ運営事業者部門 株式会社メルカリ 

  



 

2 
 

パナソニック株式会社 アプライアンス社 ランドリー・クリーナー事業部 

設立 ：1951 年 

代表者 ：アプライアンス社 ランドリー・クリーナー事業部 事業部長 堤 篤樹 

従業員数 ：872名（2019年 3月） 

所在地 ：滋賀県草津市 

事業内容 ：電化製品などの生産、販売、サービス 

選出理由 ： 

・サプライヤー管理の強化・徹底 

コロナ禍において海外へ監査員を派遣できない状況に対応するため、リモ

ート教育および独自のスキル認定基準による海外拠点監査員の育成・認定

により注力することで、海外拠点が主体的に一次サプライヤーを管理する

体制の構築を図っている。また、二次・三次サプライヤーに対しては、相対

する一次サプライヤーに改善・是正指導の責任を契約によって負わせるこ

とで、実効性のある管理体制を目指している。このような一連のサプライヤ

ー管理の強化・徹底により、サイレントチェンジ防止を図っている。 

 

・部品レベルでのトレーサビリティ確保 

製品出荷時において製品ごとに割り当てた QRコードと搭載している重要管

理部品の製造ロットや検査データ等の情報を紐づけるとともに、使用者に

対し購入した製品の QRコードをユーザー登録するように求めている。この

仕組みにより、出荷後に部品の不具合等の問題が判明した場合には、当該部

品を搭載する製品の所有者に対し迅速に連絡することが可能な仕組みとな

っている。 

 

・IoT技術を活用した耐久試験の改良および設計開発への活用 

IoT技術を活用して得られた製品のデータログに基づき、製品の使用状況お

よび動作状態を分析することで、より実使用条件に近い形に耐久試験の方

法の改良を行っている。これによって、経年劣化や寿命による製品の死に際

を開発現場においてより正確に再現することが可能となり、安全な製品の

設計開発に役立てられている。 
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株式会社アシックス 

設立 ：1949 年 

代表者 ：代表取締役社長 COO 廣田 康人 

従業員数 ：9,039 人（2019年 12月）［連結］ 

所在地 ：兵庫県神戸市 

事業内容 ：各種スポーツ用品等の製造および販売 

選出理由 ： 

・重点化されたサイレントチェンジ対策と制限化学物質管理 

シューズ製品の安全上の重要部分であるソールについては、材料工場に対

し自社独自の配合を指定した上で生産工場へ一括供給させるとともに、ソ

ールの材料段階、部品化された段階、最終製品に組み込まれた段階でサンプ

ル抜き取りによる組成分析を行い、サイレントチェンジの防止を図ってい

る。また、有害な制限化学物質に関するフットウェア・アパレルのグローバ

ル基準の AFIRM RSL を社内基準化し、製品 OEM 工場や材料サプライヤーに

遵守を求めるとともに、最終製品の抜き取り分析で混入等がないか自ら確

認をすることで、サプライチェーンを通じた制限化学物質管理体制を構築

している。 

 

・実使用条件を意識した製品開発 

シューズの外底が滑ることによる重大事故を防止するため、実際の使用者

の動作や路面状況を踏まえた、独自の厳しい耐滑性基準を設定している。ま

た、経年劣化による安全性への影響を確認する高温・高湿状態での加速試験

や、自社開発の人工足を使った屈曲耐久試験、モーションセンサーを活用し

た動作分析など、実使用条件を意識した様々な観点から製品の安全性の評

価を行い、設計開発に役立てている。 

 

・製品安全文化構築に向けた品質情報展の継続開催 

自社製品・サービスの品質に対する意識の向上、より良い製品・サービスの

開発、ミスの再発防止を企図した品質情報展を 2003年より継続的に開催し

ている。制限物質のもたらす危険性や、過去のクレーム・リコール事例など

について学ぶ機会を設けることで、社内の製品安全に対する意識の向上を

実現している。今年度は特に、コロナ禍での新しい取組として、e-Learning

を取り入れたオンラインでの品質情報展を行っている。 
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株式会社コロナ 

設立 ：1950 年 

代表者 ：代表取締役社長 小林 一芳 

従業員数 ：2,304 名（2020年 3月）［連結］ 

所在地 ：新潟県三条市 

事業内容 ：暖房機器、空調・家電機器、住宅設備機器の製造・販売 

選出理由 ： 
・設計開発段階における安全性の追求 

すべての安全装置が故障した状態で製品がどのように作動停止するかとい

った寿命時の製品動作を確認する「なれのはて試験」や、使用者が必要なメ

ンテナンスを行わずに製品を使用し続けた状態などの意図的に厳しい条件

を課する「意地悪試験」を通じて、想定されうるあらゆる場面において製品

安全が担保されるよう、製品の設計開発段階において取り組んでいる。 

 

・経営トップが先頭に立った製品安全の推進 

企画段階（商品企画推進会議）、構想・設計段階（本部 DR）、生産準備段階

（品質保証会議）の各工程における主要会議に経営トップである社長が出

席し、自ら製品に関する指摘や指導を行っている。また、社内報において安

全・品質への想いや考え方、活動方針を定期的に発信することで、製品安全

文化の醸成を図っている。 

 

・一人暮らし高齢者世帯への訪問指導による事故防止活動 

暖房機器の使用にともなう火災事故の発生防止を目的とした防火活動に

1986 年から継続的に参加しており、消防、ガス事業者、電気事業者とも連

携して、専門的な立場から地元地域の一人暮らし高齢者世帯への訪問指導

を行っている。使用機器の異常有無や設置状態の確認、簡単な点検・整備を

行なうとともに、正しい使用方法について説明することで、メンテナンス不

備を含めた誤使用による事故防止を図っている。 

 

 
 
  



 

5 
 

大阪ガスマーケティング株式会社 

設立 ：2019 年 

代表者 ：代表取締役社長 中村 剛 

従業員数 ：990名 (2020 年 4月、嘱託含む) 

所在地 ：大阪府大阪市 

事業内容 ：家庭用お客さま向けガス・電気の販売および保守等、機器販売事業、リフォ

ーム事業 

選出理由 ： 

・製品安全実現のため開発初期段階から積極的に参画 

新たに取り扱う製品について、材料や仕入先の製造事業者との共同開発な

ど開発上流部分から関与し、品質・メンテ検討会、性能評価、モニター調査、

工程監査、初頭品検査等の関門を設け、より安全な製品の販売につなげてい

る。また、高齢者におけるコンロでの着衣着火リスクの低減に向けて開発段

階から積極的に関与し、製品化した実績などもある。 

 

・製品安全に関する体系的な情報共有 

使用者、仕入先の製造事業者、施工事業者のステークホルダーおよび自社内

の関係部門における製品安全に関する様々な情報を共有・連携するための

システムが体系的に構築され、運用されている。これにより製品安全実現に

向けた抜け漏れなく効率的かつスピーディーな対応、知識・知見の継承等に

つながっている。 

 

・IoT技術搭載機器の活用による製品事故の未然防止 

IoT技術を搭載し、機器の状況を遠隔で見守り、不具合発生前の是正措置や

不具合発生時における迅速なメンテナンス等の対応を実現する IoT 製品の

開発・販売を行い、製品事故の未然防止を図っている。また、高齢者の安全

確保の観点から、当該製品を介して、使用状況を家族等に伝達するなどのサ

ービスも展開している。 
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マツ六株式会社 

設立 ：1948 年 

代表者 ：代表取締役社長 松本 將 

従業員数 ：242名（2020年 4月 1日） 

所在地 ：大阪府大阪市 

事業内容 ：住宅関連資材の開発並びに販売、「高齢者リフォーム」のための資材開発と

販売 

選出理由 ： 

・高齢者の事故防止に向けた製品開発 

高齢者向けの製品開発において、これまでに蓄積されたデータに加え、使用

者の行動特性を把握するための長期的な調査や作業療法士、理学療法士等

へのヒアリングで得られた情報を活用している。また、高齢者の立場に立っ

た使い方や実際に起こりうる設置環境や設置作業について、安全確保の観

点から、より安全な自社基準を設定し、実使用環境における最悪事態を想定

した独自の評価試験を専用の試験室で実施している。 

 

・マニュアル等の安全情報の充実とその内容の確実な伝達 

施工方法や利用方法等を充実させたマニュアルやカタログ（過去 3 年で 54

万部弱発行）、動画（157件）等を作成している。その中では、シーン別の使

用例や図解入りで説明したり、正しい組み立てや設置のためのチェックリ

ストを掲載している。取扱製品の製品安全に関する情報を発信すべき対象

者が多いこと（施主、施工事業者、介護事業者、ケアマネ、理学療法士、作

業療法士等）から、伝達すべき情報の均一化を図り、安全に関する情報を確

実に伝達することに留意している。 

 

・施工事業者との連携による安全な施工方法の実現 

2015年以降、定期的に優良な施工事業者を認定する会を開催するとともに、

安全な施工方法の共有や施工事業者間の意見交換が行われている。その中

で、より安全に資する施工方法の共有が行われ、合理性が認められる場合に

は、施工マニュアルに反映している。また、施工事業者からの要望・提案か

ら製品の改良につながったケースもある。 
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有限会社鈴文 

設立 ：1975 年 

代表者 ：代表取締役 鈴木 一 

従業員数 ：12名（2020年 11月） 

所在地 ：新潟県三条市 

事業内容 ：雪止め金具など雪害防止製品の製造卸 

選出理由 ： 

・厳格な自社基準による安全性確保の取組 

JIS等の公的規格が存在しない雪止め金具について、第三者機関とも連携し、

独自の厳格な社内基準を策定・運用している。雪の荷重への耐性を確認する

強度試験や、海沿いの地域で設置されることを想定した塩水噴霧試験など、

実使用環境を考慮した複数の試験を組み合わせることで、製品として、また

その使い方の安全性を担保している。 

 

・インターネットを活用した安全性に関する情報発信 

施工事業者向けに雪止め金具の正しい設置方法について説明した資料や動

画を自社ウェブサイトにおいて公開している。公開する資料・動画はすべて

自社で制作しており、必要な場合に迅速な情報更新が行える体制を備えて

いる。加えて、主に施工事業者を対象にウェブ会議システムを活用した「よ

ろず相談会」を実施しており、設置する環境や条件に適した雪止め金具の選

定等についての相談に応じている。 

 

・製品安全の価値についての多面的なアピール活動 

県内の組合や事業者の集まりにおける製品安全への取組およびその価値に

ついての講演や、地元の教育機関における出前授業による啓発活動を行っ

ている。加えて、県内の PSアワード受賞企業による地域コミュニティを設

立し、地元企業による PSアワードへの応募・受賞を後押しする取組を行う

など、製品安全の価値についての多面的なアピール活動を展開している。 
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新潟精密鋳造株式会社 

設立 ：1973 年 

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 紀男 

従業員数 ：50名（2020年 12月） 

所在地 ：新潟県燕市 

事業内容 ：鋳物素材・鋳物製品の製造販売 

選出理由  

・安全性に配慮した材料の採用および確認の徹底 

製品のホーロー塗膜にカドミウムや鉛などの有害物質が含まれない釉薬を

採用するとともに、ステンレス材料には医療用器具にも使われるサージカ

ルステンレスを用いることで、使用者の人体に危害が及ばないよう最大限

配慮している。特に塗膜については、釉薬の調達先に安全データシートの提

出を求めるとともに、外部機関での成分分析を行うという二重のチェック

によって、有害物質の意図しない混入がないかを確認している。 

 

・製造工程から出荷までのトレーサビリティの確保 

製造時において型の作成、鋳造、ホーローといった工程がいつ行われたかを

随時記録し、こうした記録と製品のシリアルナンバー、販売記録を紐づける

ことによって、万一の製品の不具合発生時においても、個々の製造工程まで

遡り、原因分析および対応を行うことが可能な仕組みを設けている。 

 

・高齢者や女性が安全に使える製品設計の実現 

鋳物ホーロー鍋という製品の特質から重量があることや、調理にともなっ

て本体および内容物が高温となるため落下が大きな事故につながることを

踏まえ、握力や腕力の弱い高齢者や女性などの使用者に配慮した設計を行

っている。特に鍋の蓋については、重さが分散することで保持しやすい持ち

手を採用するとともに、本体部とのかみ合わせにより滑り落ちない設計と

している。 
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株式会社大一電化社 

設立 ：1967 年 

代表者 ：代表取締役 上田 隆 

従業員数 ：25名（2020年 12月、パート含む） 

所在地 ：奈良県天理市 

事業内容 ：エスプレッソマシン・グラインダーの輸入販売 

選出理由 ： 

・故障率のデータから仕入先を絞り込み 

機種別の故障状況を集計し、故障率を明らかにしている。当該結果を踏まえ、

故障しにくい、より安全な製品を取り扱うべく、タンク式小型マシンでは 5

社 30 種あった仕入品を、2 社 4 種（2020 年 9 月現在）に絞り込んでいる。

仕入先を絞ったことで、当該仕入先からの取扱量が増え、使用部品の確認や

技術的な照会がしやすくなるとともに、部品改善や設計変更の提案を行い

やすい環境にまで至っている。 

 

・製品安全実現に向けた試験検査機能の強化や第三者機関との連携 

技術棟を新設し、仕入製品の安全性確認の試験検査機能を強化している。ま

た、自社での確認のみならず、第三者機関との連携を新たに開始し、製品安

全および法令適合性の観点から支援、助言を得て、取扱製品の安全性確保に

向けて力を入れているとともに、第三者機関から得られる知見を自社のス

キルアップ等に活かしている。 

 

・積極的な情報発信による製品安全文化の醸成 

これまでも実施してきた使用者、取引先に対して使用方法やメンテナンス

方法等、製品安全を確保する観点からの情報発信を拡大し続けている。また、

天理市と協力して市内の中小企業に対して製品安全の勉強会を実施。PS ア

ワードの受賞企業の講演を設定するなど、同地域における製品安全文化醸

成に寄与している。 
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株式会社カイノ電器 

設立 ：1926 年 

代表者 ：代表取締役社長 海野 晋 

従業員数 ：15名（2021年 1月） 

所在地 ：山形県寒河江市 

事業内容 ：家庭用電化製品、住宅設備の販売、設置、サービス全般 

選出理由 ： 

・地域における電器店の使命を意識した製品安全活動 

地域においての高齢化が著しく進む中で、高齢者の行動特性や身体的特徴

等を強く意識して、仕入段階では、操作性や視認性、軽量であること、メン

テナンス性に優れた製品を選定している。販売後においては、お客様宅を定

期的に巡回により、自社で販売した製品を含め家電製品の使用実態を把握

し、製品の長期使用についての注意喚起など製品事故のリスクを啓発や必

要に応じて交換、修理等を行い、製品事故の未然防止に寄与している。 

 

・製造事業者への積極的な改善提言 

過去の受賞実績が製造事業者側にも評価されている。この環境を活用し、定

期巡回によって得られるお客さまの使用実態や製品事故の予兆と考えられ

る不具合や故障などの情報を集約し、製造事業者に対して製品安全の観点

から積極的に改善提言を行っている。また、本活動は、地域の同業他社とも

連携し、展開を図っている。この提言活動は従業員にも共有し、日々の定期

巡回の活動が、安全な製品の開発に寄与していることの認識の定着を図っ

ている。 

 

・人材育成の充実と社外への積極的な情報発信 

地域の高齢化が進み、住民の生活上の困りごとへの解決のニーズが高まる

中で、製品安全に関連する資格はもちろんのこと、各種工事資格等の取得を

推奨するなど人材育成に力を入れている。また、電機商業組合、商工会、法

人会等において、高齢化が進む地域における電器店が製品安全実現のため

に果たすべき役割や活動を数多く講演し、訴えている。 
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一般財団法人ニッセンケン品質評価センター 

設立 ：1948 年 

代表者 ：理事長 駒田 展大 

従業員数 ：343名（2020年 3月） 

所在地 ：東京都台東区 

事業内容 ：衣料品・洋品、雑貨・インテリア、玩具、ペット用品、日用品、テクニカル

マテリアル、香粧品等の性能・品質試験、機能性試験、化学分析試験、安全

評価、製品検査、品質コンサルティング業務等 

選出理由 ： 

・繊維製品の安心・安全を証明する認証規格の推進 

繊維製品からホルムアルデヒド、残留農薬、アレルギー誘発性染料などの有

害化学物質を排除することを目的とした安全規格である「エコテックス®」

の試験および認証機関として、繊維業界の製品安全に向けた取組やグロー

バル市場への展開を支援している。さらには「エコテックス®認証」を通じ、

国際的な安全基準を日本に根付かせるよう尽力している。 

 

・教育機関での講義や展示会などを通じた製品安全の普及啓発 

大学などの教育機関での講義や、一般消費者向け情報展への出展、ラボの見

学受け入れによって、安全な衣類の普及・教育活動を草の根レベルで展開し

ている。特に、窒息や巻き込みの恐れがある子ども用衣料で使用されている

ひもについては、幼稚園・保育園を訪問して注意喚起するとともに、関連す

る安全規格を紹介する活動を継続的に行っている。 

 

・第三者試験機関の立場からの製品安全への貢献 

アパレル製品のみで 400種類を超える安全性・耐久性試験のサービス提供、

法令・規格に適合する正しい表示方法についての事業者へのアドバイス、製

造物責任の原因究明機関ネットワーク登録機関としての製品事故の解析な

どによって、第三者試験機関の立場から製品安全の実現に貢献している。 
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株式会社メルカリ 

設立 ：2013 年 

代表者 ：代表取締役 CEO 山田 進太郎 

従業員数 ：1,752 名（2020年 9月）[連結] 

所在地 ：東京都港区 

事業内容 ：個人が簡単に中古品の売買を行える CtoCマーケットプレイスを運営 

選出理由 ： 

・経営トップらの参画による禁止出品物ルールの策定 

人体に危害を及ぼす可能性があるなど、安全性に問題がある製品が出品さ

れることを防ぐルールを定めるとともに、具体的に出品が禁止される製品

の例を公式ブログで公開している。ルールの検討は、日本事業の CEOを委員

長とし社内を横断したメンバーから構成される週次の基準策定委員会で行

っており、経営トップを含めた全社的活動によって安全性の担保を志向し

ている。 

 

・自動検知システムとオペレーターによる二重の監視システム 

検知システムによる自動キーワード検索により禁止出品物に該当する恐れ

がある商品を検出するとともに、検出通知を受けたオペレーターが目視に

よる確認および出品取消等を 24時間体制で行うことにより、安全性に疑い

のある製品が流通することを未然に防止している。キーワードのリストは

随時更新し、オペレーターに対してはマニュアルの整備や研修を実施する

ことで、実効性のある監視体制を維持している。 

 

・出品者・購入者へのリコール情報の通知 

一部の製造事業者等との間で、製品情報（商品名、型番、商品の仕様等）の

提供を受け、それを出品者が活用できる仕組みを講じている。当該事業者が

リコールを実施した場合、この仕組みを利用して、特定した出品者、購入者

に対してアプリ上でリコール情報を通知し、製造事業者等によるリコール

回収率の向上につなげている。 

 


