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FUJITSU Business Application CRMate（シーアールメイト）導入事例

品質情報管理

株式会社ファンケル美健 様

工程で起きた異常をデータベース化し、
原因究明や再発防止策へとつなげていく。

ファンケル美健では、お客様の安全を考え、信頼に応えるた

めに、最高レベルの生産環境と厳格な品質保証体制を整えてい

る。例えば、無添加化粧品では、原料の選択から生産・出荷に

至るまで、独自の基準で何段階もの検査をクリアした製品だけ

を届ける。もし工場などの生産現場で不良品が見つかった時に

は、作られる工程（現場）や、不良品そのもの（現物）を見て、

起きている状況（現実）を確認するという三現主義を徹底。加

えて、原因を特定し、対策を考える場合には、原理と原則に従っ

て進めるという二原主義を基本にしている。こうした中で重視

しているのが、工程のトラブルや不良品の発生など、ファンケ

ル美健で「異常」と呼んでいる事象の記録。そして、発生原因

の究明と同じ異常を起こさないための再発防止策や、さらなる

改善のための是正策を進める品質情報の一元管理である。

無添加化粧品を具現化する
最高水準の生産環境を備えた千葉工場

ファンケル美健は、ファン

ケルグループの化粧品、健康

補助食品の製造を担当する部

門である。横浜に本社を置き、

国内に4つの工場がある。千葉、

滋賀、群馬の3工場ではファン

ケルグループの化粧品を生産。

千葉工場、滋賀工場がファン

ケル製品、そして群馬工場で

はOEM製品の生産も担ってい

る。また、横浜工場では健康補助食品を生産している。

千葉工場工場長の秋
あき

谷
や

昌
まさ

仁
ひと

氏は千葉工場の特徴を次のように

語る。

「千葉工場は、ファンケルの創業者である池森賢二が提唱す

る無添加化粧品を具現化した工場となっています。生産の工程

には医薬品レベルのクリーンルームを備え、特に充填機部分に

はクラス100注）のクリーンブースを設置しています。化粧品工

場でこれだけの衛生レベルを備える工場はなかなかないと思い

ます。また、見学コースを備えているのも特徴で、一般の方々

や同じ業界の方々、そして市内の小学生の社会科見学の場とし

て活用されており、年間で約2,000人の見学者が訪れています」。

さらに千葉工場では、2012年3月に発売した新製品を作るた

めに最新鋭のロボットを導入。全自動化を実現するなど、常に

時代の先を見つめた工場となっている。

独自の厳しい基準をクリアした
製品だけが市場に届けられる

千葉工場では、徹底した無添加を実現するため、秤
ひょう

量
りょう

（原料

を量ること）から調合、充填、包装まで、厳しい品質管理のも

と製品づくりに取り組んでいる。その要となっているのが、品

質管理グループである。

「品質管理グループでは、まず受け入れ検査ということで、

納品された容器、包材などが仕様通りに作られているか、原料

に異常はないかを検査します。そこで問題がないことを確認し、

合格したものだけが使えるという決まりになっています。次

に、化粧品の中身を作った段階で中身の検査を行います。そこ

で問題がなければ充填作業が可能になります。そして、充填を

した後には充填品の検査を行い、合格したものだけが包装工程

に移ります。包装作業を終え

た製品は最終検査を行い、初

めて市場に出荷されていきま

す。このように何段階もの検

査をクリアしたものだけが製

品となって市場に出されるの

です」と品質管理グループ課長

の植村敦史氏。現在、千葉工

場では約250品目の化粧品が作

られており、原料だけでも600

無添加化粧品をはじめ、健康食品、青汁、発芽玄米などの製造販売を通して、世の中の不安や不便などの「不」の

解消を目指し、質の高い製品とサービスの提供に取り組むファンケルグループ様。その製造部門であるファンケル

美健様では、異常情報の管理データベースとして、「FUJITSU Business Application CRMate（シーアールメイト）／

お客様接点力」（以下、CRMate）を導入しました。千葉、群馬、滋賀の各工場で起きた異常を記録し、再発防止策

や是正策につなげるとともに、本社品質統括部と3工場での情報共有を実現。品質の安定化や生産性の向上に役立

てています。

課　題 効　果

各工場でバラバラに管理されていた品質情報を一元管理
したい

従来のExcel管理による手間を削減したい

これまで使い慣れた異常報告書に合わせた仕様にしたい

CRMateで情報を共有でき、再発防止策、是正策の水平
展開が容易になった

入力操作の手間が約50％削減し、データの抽出や進捗管理
も楽になった

従来の報告書に合わせて自分たちでカスタマイズするな
ど、使い勝手を向上できた

千葉工場 工場長
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 様

千葉工場 品質管理グループ 課長

植村 敦史 様

注）  クラス100：クラスは空気清浄度の基準。数字の100は、1フィートの空気の立
方体の中にある塵や雑菌が100個以下のレベルであることを意味する。通常は
同じ範囲の中に数百万個の塵や雑菌が入っており、100レベルは医薬品なども
作れる清潔さである。

■ 無添加エイジングケアの製品 ■ 無添加ホワイトニングの製品■ ファンケル美健様 千葉工場
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使い勝手のいい形に
自分たちでカスタマイズ

品質統括部では他社製品と比較検討を行い、最終的に

CRMateの導入を決定した。決め手になったのは、クラウド型

で初期費用が抑えられ、サーバのメンテナンスなども考える必

要がないこと。月額制のライセンス体系で、リーズナブルにス

モールスタートできること。必要に応じてライセンスを増やせ、

迅速に対応できるということなどがあった。

「手軽にカスタマイズできるというのも魅力でした。ファン

ケル美健独自に使っている用語を項目名に使えますし、それ

まで使っていた異常処理報告書に合わせた形で作れます。使

い勝手のいい形に自分たちで作り替えていけるというのは、

CRMateの優れた点だと思います」（梶原氏）。

導入にあたっては過去2年分の異常処理報告書のデータを

CRMateに移行。富士通のサポートを受けて作った雛形をもと

に、自分たちで画面のカスタマイズを進めていった。導入初期

の画面のカスタマイズ作業では1ライセンスで始め、ある程度

画面ができ、使えるというメドが立ったところでIDを増やし、

そこで一気に導入を進めていった。

Excelの時と比べ、
入力時間を約50％削減

CRMateは2014年春から本社と3工場で本格稼働している。

各工場では、それぞれの特色に合わせ、工夫も行った。

「化粧品3工場ごとに異なる画面を作りました。また、OEM

製品を扱っている工場については、機密保持の観点で、ファン

ケル美健グループ全体に公開する画面と、公開しない画面でア

クセス権を変えるということもしています」（梶原氏）。

「工場では以前から異常が発生した時点でその都度、異常処

理報告を作成していました。CRMateでは業務に合わせあらか

じめ選択項目を作り、プルダウンで選べるなど極力入力の手間

を減らし、効率的に作業ができるようになっています。そのた

め、操作性が格段に向上し、Excelの時と比べて入力時間が約

50％削減されました。また、毎週水曜日の午前中には、工場

内の全部署の課長を集め、CRMateの画面を見ながら生産品質

会議を行っています。そこでは、発生している異常の共有や原

因の特定、再発防止策が妥当かなどの検証を行い、その場で

CRMateに入力しています。こうした対応により、生産工程の

リーダーたちのトラブルに対しての意識や感受性は格段に高ま

りました」と、植村氏はCRMateの導入効果をそう語る。

異常を未然に防ぐことによって
より良い改善に役立てる

CRMateに蓄積したデータの活用もすでに始まっている。

「CRMateには過去何年分ものデータが入るので、過去の異常

をひとつながりの形で抽出したり、直近数カ月分の傾向を調べ

たりすることができます。また、年度ごとに工場の異常発生の

特徴を分析し、従業員に対しての研修も提案できるようになり

ました」（梶原氏）。

ファンケル美健全体で今、最も力を入れて取り組んでいるの

が、人によるミスをゼロにするためのヒューマンエラー対策で

ある。

「異常を未然に防ぐことによってより良い改善に役立てる。

そして、改善情報を各工場で共有し、水平展開を図る。そのた

めのツールとしても活用を広げていきたいと思っています」。

秋谷氏はCRMateの今後の活用に向けた展開について、そう

語ってくれた。ファンケルグループの製造拠点として、よりス

ピーディーで、より高品質な化粧品の生産を目指す同社のチャ

レンジは、これからも続いていく。

（山田稚佳子）

～ 700種類にも及ぶ。これだけ複雑な工程の中で徹底した品質

管理を行っているのである。

各工場で管理されていた
異常処理報告の情報を一元化

製造工程では、日々様々な

課題やトラブルに遭遇する。

工程で異常が発生した場合に

は、いかに迅速に原因を特定

し、再発防止策を取るかが、

品質の向上や生産の効率化に

大きく影響を与える。また、

前回の対策が妥当だったかど

うかの検証や、過去に同じよ

うな事例があったかどうかの

検索や抽出を行い、さらなる改善に活かすことも必要になる。

その元となるのが、各工場での異常処理報告などの情報である。

「これまで各工場では、こうした情報がバラバラに管理され、

その管理方法も様々でした。千葉工場ではExcelを使って管理

していましたが、Wordを使って管理している工場もありまし

た。各工場内ではそれでも特に不都合を感じていませんでした。

しかし、ファンケル美健全体で考えると、まずは各工場で発生

したトラブルの違いや共通点の把

握が必要であり、一元管理できる

システムが不可欠であると考えて

いました」と、本社機能として4工

場の品質保証体制を統括し、ファ

ンケル美健全体での品質向上を目

指す品質統括部担当課長の梶原伸

子氏はそう語る。

顧客管理の仕組みを
品質管理に応用

今まで千葉工場では、Excelを使って、年度ごとに起きた異

常の案件とその原因・対策などをまとめていた。

「Excelでは入力の手間がかかるうえに、管理項目が多く一目

で把握しにくいということがありました。また、データベース

ではないのでカテゴリー分けや、過去年度の異常処理の情報

をすぐに見つけられないなど管理面で難点がありました」（植

村氏）。

千葉工場では、過去と同じ異常が発生した時に、前回取った

再発防止策が妥当であったかどうかを再度検証することが難し

かった。また、他工場で同じような異常が発生していないかを

調べるには、電話で都度、担当者に連絡を取って状況を聞くな

ど手間がかかっていたと言う。

品質統括部で品質異常のデータベースとして使えそうな

システムを探す中で、富士通から紹介されたのがCRMate

だった。

「CRMateは、本来は顧客管理のツールです。データベースと

して顧客1件1件のデータを管理できる。それならば、工場に

おいても異常案件1件1件のデータを記録し、検索や抽出、分

析をするための品質管理のデータベースとして使えるのではな

いかと感じました」（梶原氏）。
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CRMateで3工場の情報を共有し、
製品品質のさらなる向上を目指す。

■ 異常処理情報の検索画面

品質統括部 担当課長

梶原 伸子 様
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