
BRCGS 認証

BRCGS がリモート審査を導入します。
これにより、皆様の組織で食品安全規格
を継続して準拠できるようになります。

認証期間を
延長

食品・飲料業界では、コロナ禍による困難な状況が続いています。そんな
中、確実に組織の BRCGS 準拠を維持し、サイトへの立入り制限に伴う影
響を緩和することができるようになりました。それを可能にするのが、リモー
ト審査です。

リモート審査により、多くの BRCGS の認
証プログラムで審査の受審および認定済
み認証の取得が、引き続き可能になりま
した。食品、包装、貯蔵・保管および流通、
消費財、植物由来製品、ETRS などのプ
ログラムで、外部審査員によるサイト訪問
が不要になる場合があります。

リモート審査は GFSI のベンチマーク認証
ではありませんが認定を受けており、認
証期限切れが原因で評判に傷がつくリス
クを低減するものです。また、リモート審
査により、顧客にサプライヤー保証を継続
して提供することができます。このことは、
貴組織への信頼につながります。BRCGS
では現在、審査が予定されているサイト、

既得の認証の延長、2020 年中に認証期
間が終了するサイトを対象に、リモート審
査を許可しています。

広がる選択肢
リモート審査の導入により自由度を高めな
がらも、オンサイト審査時と同様に、貴
社を担当するLRQAの食品審査員の優れた
技術的知見が得られます。

LRQA のリモート審査は、オンサイト
審査と同じ食品安全のスペシャリスト
が、BRCGSの判断基準に沿って実施し
ます。この審査

は徹底的かつ実践的であり、サイト訪問
に期待されるものと同じ価値と結果を提
供するものです。

リモート審査の活用
リモート審査は、認証失効の回避を希望
するすべての認証済みサイトを対象とし、
実現可能性アセスメント後に実施可能とな
ります。BRCGS のレビュー・合意を受けて、
新規サイトでも認証を実施することができ
る場合もあります。

リモート審査でもオンサイト審査とまったく
同様に、認証を既得したシステムおよびプ

BRCGS 認証

専門性が実現する
確かな保証



ロセスを、BRCGS 規格の判断基準に照ら
して評価します。クリティカルな、または
リスクの高い、または脆弱な領域を特定
することで、継続的な改善を支援します。 

リモート審査に加え、BRCGS ではリモー
トとオンサイトの組合せ審査も導入しまし
た。これは BRCGS による恒久的な変更
であり、この変更により、サイトで費やす
時間の有効性が最大限に高められます。
組合せ審査は、実施の検証手法として認
定を受けています。対象となるのは、認
証を既得しているサイトのある企業様およ
びオンサイト審査が引き続き可能な場合
です。

データを安全に保管
LRQA のリモート審査は、多様なデジ
タルデバイスおよび安全なプラット
フォームを活用し、オンサイト審査と変
わらぬ高い水準で実施されます。ま
た、複数のステークホルダーの立会
い、ストリーミング配信を使ったステー
クホルダーと審査員とのリアルタイムでの
やりとりも可能。業務の自由度を高め
ながら、安全かつ確実に認証を完了させ
ることができます。

BRCGS 準拠の継続で
もたらされる機会
困難な状況でも BRCGS 認証を維持するこ
とは、貴社の食品安全に対するコミットメ
ント、改善の継続に向けた投資を証明す
ることになり、ひいては競合他社との差別
化につながります。

LRQA では、皆様の組織ではコロナ禍の
影響を受けている一方で、食品安全規格
の強化、環境・社会へ対する顧客からの
要求、ステークホルダーおよび政府からの
要求事項の厳格化にも直面し続けてい
ることを承知しています。

こうした状況を踏まえ、LRQA では適
切な保証サービスを通じた付加価値に
より、貴社が組織の課題に集中できる
ようサポートします。このことを通じ
て、LRQA は貴社の発展および収益性の
向上、さらには貴社ブランドの信頼構築
に寄与します。

LRQA が選ばれる理由 
食品業界における 30 年を超える経験
を有し、75 を超える国々にクライアント
を持つ LRQA は、食品安全認証およびカ
ス
タマイズド アシュアランスソリューションに
おける、世界有数の大手サービスプロバ
イダーです。

LRQA では食品スペシャリスト陣が、
最新のテクノロジーに裏打ちされた技
術的知見を用い、国際的な、または
業界固有の規格に照らし、世界各国の
企業を認証します。

弊社で提供する保証および教育研修サー
ビスは、規模・場所を問わず、あらゆる
組織でご利用いただけ、BRCGS 規格を
最大限に活用することに役立ちま
す。LRQA の審査員およびトレーナー
は、業界の専門家であり、貴社と協力
して、最高の状態で貴社の事業を運営
するには何が必要かを解明します。

LRQA の認証・審査サービスは BRCGS 
の認定を受けており、オンサイト・リモートを
問わず弊社の審査員で構成されるグ
ローバルネットワークにより実施されま
す。

LRQAでは審査員の力量・資格・経験に
対し、極めて厳格な基準を設けていま
す。また、弊社および BRCGS では審査
員を厳密にモニタリングしており、審
査基準が厳守されるようにしています。

LRQA は高い技術力を活かし、連携を通
じて、長続きする価値を創出し、貴社
の事業・従業員・顧客へよりよい影響
をもたらします。



顧客の信頼を維持する審査手法、
貴社の場合は？

はい。オンサイト審査のための立入りが可能です。 いいえ。COVID-19の流行に伴う制限により立入りはできません。

オンサイト審査のために審査員がサイトに立ち入ることができますか？

新規審査ですか？それとも認証済みのサイトですか？ 新規審査ですか？それとも認証済みのサイトですか？

現在は認証なし 現在は認証なし認証済みのサイト認証済みのサイト

延長された認
証の期限切れ
が近いサイト

2020 年内に認
証期限が終了

するサイト

監査が予定さ
れているサイト

COVID-19 追加
モジュール

リモート審査
 （GFSI 非ベンチ

マーク）

認証の延長組合せ審査予告審査

メリット

予告なし審査

•	 サイトで費やす時間を
最大限有効活用

•	 サイト訪問前の情報
の共有・レビューによ
るコスト効率の向上

•	 準拠の継続を証明、
顧客の信頼獲得

•	 認証により保証され
た方法およびプロセ
スをサイトで継続可
能

•	 GFSIの準拠、認定の
適用範囲内

•	 準拠の継続を証明、
顧客の信頼獲得

•	 GFSI のベンチマーク
審査がCOVID-19に伴
う制限により中止され
た場合でも認証が可
能

•	 顧客に一定レベルのサ
プライヤー保証を提供

•	 テクノロジーを用い、
製品安全マネジメント
システムの徹底的なア
セスメントが可能

•	 認定の適用範囲内

•	 あらゆる食品メーカー
で使用可能

•	 いつでも使用可能

•	 COVID-19 に関するリ
スクマネジメントに関
連した保証を提供
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