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多様なお客様に
求められる
「おいしい食事」を。

日産10万食、
「ヘルスケアフード
ファクトリー亀岡」の更なる挑戦。
多様化する食のニーズ、人手不足の加速。この課題に対して私たち
は、大量・多品種の自動化工場で「モバイルプラス」を製造し、現場の
省力化を図ることで解決を目指しています。
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より多くの方に、食べる喜びを。一 人
ひとりの健康維持やQOL向上を実現
し、かつ「おいしい」をお届けできる食
事を提案し続けています。
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活動ハイライト

業界のリーディングカンパニーとしての

「誇り」と「責任」を胸に刻みながら。

日清医療食品はヘルスケアフードサービスのリーディングカンパニーとして、安全・安心な食事を届けることはもちろんのこと、
食べる方に食の喜びを感じていただくことに、誇りと責任を抱き、
日々さまざまな取り組みを推進しています。
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04

さらに安全・安心な
食の実現へ。
深化する衛生管理体制。

“想定外ゼロ”をめざして
―平成30年7月豪雨
での対応。

食べる方に満足していただける食事をお届
けするために。全国の社員は、日々この使命
に向き合い、コミュニケーションや創意工
夫を重ねています。

全国約5,300ヵ所の医療・社会福祉
施設に食事サービスを提供する企業
の責務として。仕入れから厨房までの
すべての工 程で、厳 格な衛 生 管 理 体
制を構築しています。

お客様の命をつなぐ食事を確実にお届けす
るために。震災や豪雨など想定外の事態に
陥っても、社員や関 連 機 関 、協力会 社が連
携して、欠かすことなく食事を提供してまい
ります。

〜社員座談会〜
食べる方の笑顔をつなぐ
私たちの想いと日々の工夫。
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業 界 の リ ー ディン グ カ ン パニ ー と し て の

万食、
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「 誇 り 」と「 責 任 」を 胸 に 刻 み な が ら

日産

フ ー ド ファク ト リ ー 亀 岡 」の
更 なる

「 ヘル ス ケ ア

挑戦

活動ハイライト 01

持 続 可 能な
食 事サービスの実 現に
向けて
地域における雇用拡大
人材育成の強化
衛生管理体制の一層の強化
災害時対応

日清 医 療 食 品の
ソリューション
モバイルプラス
セントラルキッチンで調理して
契約先に配送する食事サービスで、
品質の確保と契約先の省力化を実現

HF F 亀岡
多彩なメニューを大量生産できる機能を装備し、
より少ない人員・時間で
より多くの方へ
127億円を投資した、医療・介護食の新たなセントラルキッチン
「ヘルスケアフードファクトリー亀岡
（HFF亀岡）」
が2017年12月に稼働。
その生産能力は、既存のセントラルキッチン
（最大で1万２千食／日）
を
大幅に上回る約10万食／日。
肉・魚・納豆などの禁止食に対応するほか、
常時8種類のメニューをつくり分ける
大量・多品種の自動化は世界でも類を見ない工場です。
その背景にある社会課題やお客様のニーズ

社会課題

おいしい食事を安定的に提供

医療・社会福祉施設における
人手不足の深刻化
医療・介護食の品質・安全性、
おいしさへのニーズの高まり
365日欠かさず
安定供給できる体制の必要性

そして、解決・実現に向けた取り組みをご紹介します。

FACTORY KAMEOKA
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医療・福祉サービスの質の向上に
貢献するために

大量多品種の医療・介護食を、最先端の自動化・省力化技術を駆
使して1日10万食生産できる
「ヘルスケアフードファクトリー亀岡

（以下、HFF亀岡）」。
この建設プロジェクトを開始した背景にある
のが、
「ヘルスケアフードを通じて日本の医療福祉サービスの質の
向上に貢献する」
という日清医療食品の経営ビジョンです。
超高齢社会を乗り越えるために、国は現在、医療機関の病床数の
削減を掲げ、在宅医療へのシフトを図る医療と介護の一体的な改
革を推進しています。
一方で、少子化が進むなか、
さまざまな業界で人手不足が顕在化
しており、医療・介護業界においても食品の生産や食事サービス
の提供現場における負荷低減のニーズが高まっています。
また、高齢者の健康を維持していくためには、嚥下のメカニズムな

であり、経営ビジョンを実践していくためには、安全・安心でおいし

提供が可能になります。
すでにサービスを導入したご契約先事業

多くのご契約先事業所に活用いただけるよう、
「医療版」
「福祉版」

い食事サービスを365日欠かすことなく全国に安定供給する社会

所では、
調理技術がない方でも均一な品質を保った調理を調理員

のメニューに分け、通常食に加え、全粥食、
エネルギーコントロー

的使命を果たしていく必要があります。

だけでも提供できます。

ル食、減塩食とラインナップを増やしていきました。
また、
パン、
肉、

また、導入した事業所の中には導入前より４割の人員削減を達成

魚、
麺、
納豆といった禁止食への対応もしています。

この使命を果たすために、2017年12月、現場の人手不足と、
より
おいしく質の高い食事の提供という課題に応えるソリューション
として、独自の食事サービス
「モバイルプラス」
の専用工場となる
HFF亀岡が稼働開始しました。

02

した事業所もあり、
これからの人手不足の解消に
「モバイルプラ
ス」
は非常に有効であることがわかりました。
また、導入先のご契約先事業所からは
「モバイルプラス」
のおかげ
で水道光熱費が削減されたとの声もいただいています。

クックチル方式で省人化・
サービス向上などの効果を創出

「モバイルプラス」
とは、
セントラルキッチンで調理した均一な品質

VOICE
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モバイルプラスは誰もが簡単に均一な食事が提供でき
ることが最大の特徴ですが、もちろん味にもこだわっ
ています。

「医療版」「福祉版」など
ラインナップを拡充

例えば、煮物をそのまま真空包装すると、通常濃い味
がする具材表面と中の味が均一になってしまい、全体

モバイルプラスの誕生にはその前身となる
「モバイル」
の存在があ

の食事を急速冷却し、真空パックで保存するクックチル方式を採

ります。
この
「モバイル」
は通常食のみを製造していましたが、東日

用し、全国各地に安定的にお届けする食事サービスです。
その特

本大震災時に電気・水道・ガスのインフラが寸断された地域にお

長は、従来、病院や施設の厨房で行っていた献立作成、発注、下処

いて活躍しました。暗く、寒いなか、少人数でも温かい食事を提供

こうしたなか、
日清医療食品は、医療施設で30.9％、社会福祉施

理、調理などの業務をセントラルキッチンが担うことで、
ご契約先

できたことで多くの方に喜んでいただけました。

設では23.0％のシェアを有する業界のリーディングカンパニー※

事業所の厨房では、再加熱、和えるなどの簡単な調理だけで食事

この経験をもとに、
日清医療食品は常食以外の開発に着手。
より

どに配慮しながら、
より安全でおいしい食事を提供することが求め
られています。

メニュー開発を担当した社員の声

的に味が薄く感じます。
また、配送時にも煮崩れを起こします。そのため、具
材と汁を分けて配送するなどおいしく食べていただく
工夫をしています。利用される施設からは「クックチ
ルと言われなければわからない」とご評価いただくこ
ともあります。

※ 2016 年、矢野経済研究所調べ

モバイルプラスによる食事サービスの仕組み

モバイルプラスのラインアップ
医療版

ご契約先事業所

クックサーブ
方式の流れ

献立作成

発注

検収

下処理

調理

盛り付け

配膳

福祉版

病院向けのお食事。治療の

やわらかい食材を選び、高

一 環 と し て の 構 成。 常 食

齢者の嗜好に配慮した社会

（1800Kcal）をはじめ、消

福祉施設向けのお食事。
「み

化のよさに配慮した全粥

んなで同じものを」がコン

食、塩分 6g 未満の減塩食、

セプト。常食（1500Kcal）
、

エネルギーコントロール食

全粥食、減塩食、エネルギー
コントロール食がある。

（600Kcal）がある。

セントラルキッチン

モバイル
プラスの流れ
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献立作成

発注

検収

ご契約先事業所

下処理

調理

発注

検収

普通食

再加熱 盛り付け

配膳

治療食

常食

減塩食

全粥食

朝食のみ
（パン食）

エネルギー
コントロール食

朝食のみ
（パン食）
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04

自動化と制御システムで
大量・多品種の自動化を実現

HFF亀岡は従来のクックサーブからクックチルへのビジネス
モデルの転換となるフラグシップ工場です。加熱・冷却・包
装などの製造工程を自動化したHFF亀岡は、ご契約先事業所
での人手不足に対応するため、多品種の生産を行っていま
す。従来までのセントラルキッチンと比べて3割以上も省力
化して生産することができます。こうした省力・省人化の取

り組みが評価され、2018年には第48回食品産業技術功労賞
を受賞しました。
これらHFF亀岡の自動化を支えているのが、製造実行システ
ム「MES」です。
計画した多品種の献立ごとの生産数量をMESに入力すること
で、必要な食材の発注、検収ができるほか、下処理や加熱調
理の手順や温度、風量、人員配置など出荷までの詳細な生産
計画を算出。機械設備に指示を出すなど、まさに頭脳として
の役割を担っています。
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安全衛生の管理体制を強化

HFF亀岡は、生産工程が自動化されているため、人などを介した

06

工場を維持発展させていく
人材育成に注力

HFF亀岡が今後、
日産10万食の生産能力をフルに発揮し、社会に

交差汚染※のリスクが比較的低い食品工場ですが、全国約300の

なくてはならない食のインフラとしての役割を発揮していくために

事業所にモバイルプラスを届けている食品工場として、安全・安心

は、安全・安心の確保に加えて、工場そのものの機能を維持・向上

の確保は最も重要なテーマです。

させていく人材の雇用や育成が不可欠です。

※調理済み食品や加工品が、原材料や下処理をした材料と交わって汚染されること

そこでHFF亀岡では、約300名の社員を対象に全社的な教育プロ

こうした認識をもとに、HFF亀岡では、従来から実施している衛生
管理手法（P27）
や
「モバイルプラス衛生管理マニュアル」
の活用

グラムを適用するほか、
セクション別の教育マニュアルを活用した
実践的な教育を実施。
新たな機械設備への対応を強化しています。

に加えて、社員の健康管理を日々チェックする仕組みや、新しい設

一方、
雇用に関しても地元の学生を受け入れるだけでなく、
今後は

備に適切に対応するための清掃マニュアルを整備しています。
ま

シニアの雇用などを通じて地域社会に貢献していく方針です。
日

た、労災対策についてもリスクアセスメントを継続的に実施し、階

産10万食、全国800事業所への展開をめざして。HFF亀岡は、社

層別研修のプログラムに取り入れています。

員と地域社会がともに成長しながら、
これからもご契約先事業所

一方、
モバイルプラスを導入いただいたご契約先事業所の安全衛

の食事サービスの質の向上に努めていきます。

生の確保についても、衛生管理室のインスペクターが無作為に選

過熱水蒸気調理機とトンネルフリーザー
一列にホテルパン4枚を連続的に加熱できる過熱水蒸気調理機（写真）
は、
自動洗浄機能付きのトンネルフリーザーと連動しており、加熱機で設
定を変えると冷却機も設定変更できる。

自動搬送機（AGV）
下処理した食材を運ぶための自動搬送機。
運行エリアに人や障害物があると検知して止まる、安心の障害物検
出センサー付き。

定した事業所を訪問し、所定の書類監査から調理施設・器具・備

CLOSE UP

品の細菌検査までを実施する
「衛生インスペクション」
を実施して

臨時ヘリポートを設置

います。

過

去の災害時に電気・水道・ガスが寸断されたな
か、ご契約先事業所で温かい食事が提供できた

ことで被災された方が安心できたという声をいただ
きました。
再加熱、和えるだけで提供できるモバイルプラスを
専用で製造している HFF 亀岡では、敷地内の駐車場
を臨時へリポートとして申請することで有事の際に
迅速な支援を可能としています。
また、有事の際にヘリコプターが着陸できるよう地
域住民の協力や理解のもと、2018 年には HFF 亀岡
の臨時へリポートでの発着訓練を実施しました。

生フルーツ下処理機

調味料調合機

エアシャワー

コンベアに載って流れてきた外装殺菌された他品種のフルーツを安全に
安定的に処理する高度オーダーメイド機器。

しょうゆ、酒、
みりんなどの調味料を操作画面で指定した分量だけ投入で
きる調味料調合機。

ウォークイン方式にすることで多数の社員が連続的に入場でき渋滞がな
く、
蛇行することで風を十分に受けて毛髪やホコリが除去できる。

自動倉庫

自動仕分け機

包装された商品はコンベアに流され、自動的に仕分けられ、自動倉庫に収められる。出荷日になると、生産計画に基づいて出庫指示が出る。
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生野菜洗浄・殺菌機
生野菜は微酸性電解水に投入して自動で洗浄。洗浄・殺菌作業を3回以
上行うなど衛生面に配慮。
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