
世界中でムスリムは人口の約1/4（16億

人）に及びます。その中でもイスラム圏は、

新たな市場として大きな注目を浴びていま

す。 

 
 
 
 
 
ハラールとは？ 
イスラム教の教えにおいて、合法な物のこ

とをハラール、非合法な物のことをハラー

ムといいます。 

（豚・豚由来成分、アルコール飲料・それを

使った調味料はハラームです。） 

そして、それらの2つの間にはシュブハ（疑

わしい）である物があります。 
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Muslim is occupying about 1/4 
of the population (1.6 billion 
people) all over the world. 
The sphere of Islam especially is 
paid to keen attention as a new 
market． 

 
What is HALAL？ 
The lawful thing is called 
「HALAL」 by teaching Islam, and 
an illegal thing is called 
「HARAM」． 
Please refer to the HALAL 
seminar material that FSC 
executes for details of the 
HALAL standard (Malaysian 
standard &MUI standard). 
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ハラール認証とは? 
 
イスラムの定める適正な方法で処理、加工さ

れた食品に与えられる証明です。イスラムの戒

律を受ける人々が、安心して食することのでき

る食材や食品、について承認された製品には

ハラール認証マークを表示することができます。 
 
イスラム教徒は戒律に厳格で、ハラールな食

品＝ハラール食品を選び食します。 

よく知られいるのは、”豚を食さない”ことです

が、豚由来成分もハラームなのです。例えば、

薬に使われるカプセルは通常ゼラチンから出

来ています。アイスクリーム、ヨーグルト、ゼ

リーなどもゼラチンを含みます。女性に注目さ

れているコラーゲンを使用した食品、化粧品も

豚由来成分の可能性があります。 

あまり、意識していないものに薬やワクチンが

あります。豚の血液から採取された成分が使

用されているものがあります。 

 

ハラール食品認証取得には、食材・

食品の豊富な知識が必要となります。 

食の安全に力を注ぎ、経験豊富な食

品専門審査員が食品企業様専門に

コンサルティング致します。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

What  is HALAL Certification? 
 
It is proof given to the food that 
processes or is processed by the proper 
method that Islamic law establishes. 
 
The purpose is to offer the proof of the 
food that can be eaten people who 
receive commandments of Islam being 
relieved. 
 
Details of the HALAL standard are 
lectured in the HALAL seminar. 
 
In FSC,the food professional skill 
person who has an experienced HALAL 
auditor qualification corresponds to the 
consultation for the acquisition of the 
HALAL certification. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ハラール認証への 

総合的コンサルティング 
ハラール認証取得には、FSSMS(FSSC22000)、

HACCP、ISO9001,ISO22000の認証取得及び

実施状況が関わってきます。 

弊社では、ISO主任審査員の資格とハラール技

術監査員両者を有する食品専門担当者がコン

サルティングさせていただくので、ISOやHACCP

の取り組みに不安な食品企業様も安心してお

任せ下さい。 

食品専門の審査員なので、食材・食品の知識、

食品工場内の設備、環境、食品機械にいたるま

で、熟知した担当者がサポート致します。 
 
食品安全に数多く携わった経験豊富な食品専

門審査員であり、ハラール技術監査員（食品技

術士）である担当者が問題点の解決案をご提

案させていただき、認証取得をスムーズになる

よう支援をさせていただきます。 
 
 

The overall consulting to 
HALAL certification 
The operation of the management 
systems such as HACCP, GMP, and 
ISO22000 becomes basic for the 
acquisition of the HALAL certification. 

As for NOP Food Safety Certification 
Organization(FSC), the auditor who has 
all qualifications of the food 
technological engineer qualification, the 
HALAL technological auditor 
qualification, and the ISO lead auditor  
qualification responds to your 
consultation. 
 
All HALAL standards are observed,and 
food technological engineer of  FSC 
strictly audits the following  and points 
out an nonconformity matter.   
  
①Food factory environment, 

②Appropriateness of facilities and 

equipment  in food factory, 
③Safety of food material, 

④Safety and appropriateness in 
processing process, 
⑤Engaging  person's sanitary custom, 

⑥Appropriateness of relating all system 
documentation and records 
 



ハラール基礎知識 

セミナー 
（食品企業様専門） 

 
 
数々の食品安全に関する資格を取

得した食品安全のスペシャリストの

講師が講義致します。 
 

 
 
 
 
 
 
 

小川 洋 

技術士（農業部門・農芸化
学部門 科学技術庁登録

第33030号） 

ＩＳＯ主任審査員 
(22000,9001,14001,FSSC) 

ハラール技術監査員 

 
 
 
 

 
 
 
 
HALAL basic 
knowledge  seminar for 
food company 
 
 
The auditor whom FSC 
mentioned above takes 
charge of the seminar 
lecturer. 
 
 
 
 

Hiroshi Ogawa 
Government Registered Consulting 
Engineer(Food Cemistry Dept) 
 ISO Read Auditor 
(22000,9001,14001,HACCP,SQF) 
 HALAL Technological auditor 
 


