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新しい食品表示制度について 

 
新しい食品表示については、食品表示法(平成 25年 6 月 28 日法律第 70号)及びこれにもとづく

食品表示基準(平成 27年内閣府令第 10 号)が平成 27 年 4月 1 日から施行され、令和 2年 4 月 1日

までの経過期間を経て完全施行されます。 

この新しい食品表示制度は、 
① これまで食品表示に関する制度は食品衛生法、ＪＡＳ法、健康増進法による複数の制度から

成っており、消費者、事業者、行政など関係者にとって分かりにくいものとなっていたこと、 
② 消費者の食品の安全、安心に対する関心の高まりに対応するため、安全性確保及び消費者の

商品選択に資する情報を確実に提供する必要性が高まっていること 
などを踏まえて、これらの法律の表示部分を一元化するとともに、安全性の確保及び消費者の商

品選択に資する情報提供の強化が図られたものとなっています。 

したがって、新しい食品表示制度においても、これまで食品衛生法、ＪＡＳ法、健康増進法に

基づいて行ってきた食品表示の基本的な内容、仕組みは変わっていません。 

ただし、安全性の確保及び消費者の商品選択に資する情報提供の強化という視点で、主に次の

点について見直しがなされています。 
① これまで任意表示であった栄養成分表示の義務化 
② 製造所固有記号使用のルールの変更 
③ アレルギー表示のルールの変更 
④ 原材料名表示のルールの変更 
⑤ 表示レイアウトの変更、機能性表示制度の創設など 

なお、②の製造所固有記号については、データベースの整備等の必要性から、１年遅れの平成

28 年４月１日から施行されています。 

その後、以下の内容が見直しされています。 
⑥ 原料原産地名表示の全面化（新たな原料原産地表示制度） 
  （食品表示基準の改正：公布・施行 平成 29 年 9 月 1 日／経過期間令和 4 年 3 月 31 日） 
⑦ 消費者の安全性に関係する表示の欠落、誤りによる食品回収の届け出制度の創設 

（食品表示法の一部改正：公布平成 30 年 12 月 14 日／施行令和 3 年 6 月）  
⑧ 遺伝子組み換え食品の任意表示の変更  

（食品表示基準の改正：公布平成 31 年年 4 月 25 日／施行令和 5 年 4 月 1 日） 
 ⑨ 食品表示基準中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に変更 

（食品表示基準の改正：公布令和元年年 6 月 28 日／施行令和元年 7 月 1 日） 
 ⑩ 特定原材料に準じるものとしてアーモンドを追加 

（食品表示基準についての改正：公布・施行令和元年９月１９日） 
 ⑪ ゲノム編集技術応用食品に関する表示の扱い 

（食品表示基準 Q&A の改正：令和元年９月１９日） 

会員企業、菓子製造事業者の皆様方には、従来の表示方法を基本としながら、新しい食品表示

制度の変更点に基づいて表示の見直しに取組み、適切な表示を行っていただく必要があります。 

その一助としていただくために、全日本菓子協会、全国菓子工業組合連合会、全国和菓子協会、

全日本洋菓子工業会及び日本洋菓子協会連合会の事務局で菓子の表示制度研究会を設け、食品表

示制度の主要な見直し点の説明と消費者庁が公表している法令及びＱ＆Ａのうちお菓子にかかわ

りの深いものを編集の上、次頁以降に収録いたしましたので、ご活用下さい。 
 この資料の内容は、令和元年９月１９日現在のものです。 
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食品表示制度の主な変更点       
             内は該当する条文、Ｑ＆Ａ等です。 

１ 栄養成分表示の義務化 基準第３条(横断的義務表示）第１項の表中「栄養成分の量及び熱量」の項、

基準第６条（推奨表示） 
  食品関連事業者（食品を製造、加工若しくは輸入を業とする者、食品の販売を業とする者）

に対し、原則として、全ての消費者向けの加工食品への栄養成分表示を義務付け   

  【義務成分等】エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム（食塩相当量で表示） 
【推奨成分】 飽和脂肪酸、食物繊維      
【表示方法】 分析値、計算値又は参照値による表示（「食品表示法に基づく栄養成分表示の

ためのガイドライン」参照）       

  ＜留意事項＞          
（１）栄養成分表示を省略出来る場合（栄養表示をしようとする場合、特定保健食品及び機能性 

表示食品を除く。） 
           基準第３条第３項の表中「栄養成分の量及び熱量」の項、附則第６条第１項 

① 容器包装の表示可能面積がおおむね３０平方センチメートル以下のもの 
② 酒類      
③ 栄養の供給源として寄与の程度の小さいもの（コーヒー、ハーブ、茶、スパイス等）  
④ 極めて短期間で原材料が変更されるもの（日替わり弁当、食肉加工品等） 
⑤ 消費税免税事業者（全事業の課税売上 1000 万円以下）又は、当分の間、中小企業基本法

に定める小規模事業者（常時使用する従業員数が、製造業 20 人以下、商業 5 人以下＊）

が販売するもの     
  ＊製造小売は、商業に該当する。  基準附則第６条第１項、中小企業基本法第２条第５項 

（２）栄養成分義務表示の特例（義務免除）    基準第５条（義務表示の特例）の表中以下の項 
① 食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合（菓子の製造小売りであって、製造し

た場所と一体となった店舗で販売する場合が該当する。）       Ｑ＆Ａ（加工－196） 
② 不特定又は多数の者に対して無償譲渡する場合（見本品の配布等）    

（３）ナトリウムの量の表示    基準第７条(任意表示)表中「ナトリウムの量」の項、「食品表示法 
に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」の第 3 の(4)のイ 

   ナトリウム塩を添加していない食品については、任意でナトリウムの量を食塩相当量に併

記できる。（ナトリウムの量の後ろに括弧書きで食塩相当量を表示する等） 
Ｑ＆Ａ（加工－219） 

２ 製造所固有記号の使用に係るルールの変更  
基準第３条第１項の表中「製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名

又は名称」の項の３、「食品表示基準について」の（加工食品）の１の(6)の⑤ 
（１）原則として、同一製品を二以上の製造所で製造する場合に使用可能とする。 

① 同一製品の考え方 
・同一の製品とは、同一の規格で同一の包材を使用した製品であること 
・同一の規格とは、原則として、原材料及び添加物の配合、内容量等、通常包材に表示さ

れる内容が同一であること 
・同一の包材とは、いわゆるデザイン部分が同一であるとともに、いわゆる表示部分（法

定されていない表示も含む）についても同一であること 

② 二以上の製造所の考え方 
二以上の製造所とは、㋐自社の二以上の工場で製造している場合、㋑他社に製造を委託し

て二以上の工場で製造している場合、㋒自社の工場と他社に製造を委託した工場で製造し

ている場合とする。 
㋒の場合、事項名の「製造者」又は「販売者」については、事項名を表示しなくてもよ

いこととする。 
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③ 二以上の製造所の例外 
㋐ 製造計画書を添付する場合 

届出時には一つの製造所で製造を行っている場合であっても、製造所固有記号の有効

期間内（５年）に同一製品を別の製造所で製造する予定があり、その製造所に関する製

造計画書を添付して届け出る場合 
例えば、繁忙期だけ二以上の工場で製造する場合、新商品について売行きが良い場合

には二以上の工場で製造する予定がある場合などが該当する。Ｑ＆Ａ（固有記号－11） 
㋑ 加工所の取扱 

同一製品を二以上の加工所で加工（食品の衛生状態を最終的に変化させるものに限る） 
している場合は引続き製造所固有記号の使用を認める。 

例えば、うなぎ蒲焼をバルクで仕入れて小分けし、包装するなど衛生状態の変化が生

じる場合などが該当する。                 Ｑ＆Ａ（固有記号－7） 
                

（２）製造所固有記号を使用する場合には、次のいずれかを表示することが必要 
Ｑ＆Ａ（固有記号－12～19） 

① 製造所所在地等の情報提供を求められたときに回答する者の連絡先 
② 製造所固有記号が表す製造所所在地等を表示したＨＰアドレス等 
③ 当該製品の製造を行っている全ての製造所所在地等及び製造所固有記号 

（３）届出方法                        Ｑ＆Ａ（固有記号－20～42） 
① データベースの導入 

・製造所固有記号の届出等は、事業者が製造所固有記号制度届出データベースにおいてオ

ンライン手続きで行う。（「製造所固有記号制度届出データベース」と入力、検索して下

さい。） 
・届出者は、表示内容に責任を有する製造者又は販売者 
・一つの製造所につき、一つの製造所固有記号の取得が認められる。ただし、一つの製造

所が複数の販売者から製造を委託されている場合には、販売者との組合せごとに、複数

の製造所固有記号の取得が認められる。 
・製造所固有記号は、アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組み

合わせで、文字数は１０文字以内とする。 

② 更新制の導入 
・有効期間は５年とする。 
・有効期間後も使用する場合は、更新手続きが必要 
・更新は、更新期限の９０日前から可能（９０日前、３０日前にメールで連絡あり） 
・更新しない場合には、廃止となり、使用は不可 

（４）表示方法 

新たな製造所固有記号には、製造所固有記号の前に「+」を冠して表示 

（５）経過措置 基準附則第１条（施行期日）の｢ただし書き｣及び「食品表示基準について」の附則の３ 

① 食品表示基準に基づく製造所固有記号制度は、平成２８年４月１日から開始する。 

② 製造所固有記号を含めた全体の経過措置期間は、令和２年３月３１日までであるため、

それまでは、旧表示の包装に旧製造所固有記号を使用することはできる。旧製造所固有記号

の届出は、平成２８年３月３１日までで受付を終了している。 

③ 平成２８年４月１日以降、食品表示基準に基づく表示の包材を製品に使用する場合には、

食品表示基準に基づいて取得した製造所固有記号を使用する。ただし、食品表示基準に基

づく製造所固有記号の届出に関する手続き等が完了するまでは、食品表示基準に基づく表

示の包材に旧製造所固有記号を使用できる。 
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④ 今回の改正により製造所固有記号を使用できなくなった業者が、令和２年３月３１日ま

での経過期間中に販売する商品に限って、他の表示が食品表示基準に基づいたものであって

も製造所固有記号については旧制度に基づいた表示をすることができる。 

⑤ なお、③、④の旧制度に基づき取得した製造所固有記号を使用する場合であっても、消

費者への情報提供の観点から、応答義務に係る事項を表示することが望ましい。 

３ アレルギー表示のルールの変更 
（１）誤認防止の観点から、特定加工食品※1 及びその拡大表記※2 を廃止し、より広範囲の原材料

について、アレルゲンを含む旨の表示を義務付け 
（代替表記※3は存続、一括表示の際は要注意）  

     食品表示基準についての「別添 アレルゲンを含む食品に関する表示」の第 1 の３の(２)の② 

                       Ｑ＆Ａ：アレルゲン関係（Ｆ－1）及び（Ｆ－2） 

   【アレルギー表示を必要とする特定原材料】             基準別表第１４ 
（義務表示７品目）えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)  
【アレルギー表示が推奨される特定原材料に準じるもの】：アーモンドを追加（元年 9 月） 
（推奨表示２１品目）アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、

キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、

バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン 
 

    ※以下、特定原材料及び特定原材料に準じるものを「特定原材料等」という。 

 
   ※1【特定加工食品】   

  表記に特定原料等を含まないが、一般的にアレルゲンを含むことが予測できると考

えられてきた食品、例えば、オムレツ（卵を含むと予測）、うどん(小麦を含むと予測）、

パン（小麦を含むと予測）についてはアレルゲンを表示しなくてもよかったが、事故

や誤認が生じる可能性があることから廃止され、これらについても「卵を含む」、「小

麦を含む」と表記することが必要   
   ※2【特定加工食品の拡大表記】 

表記に特定加工食品の名称を含むことにより、アレルゲンを含むことが予測できると

考えられてきた表記、例えば、からしマヨネーズ（卵を含むと予測）、ロールパン（小

麦を含むと予測）についてもアレルゲンを表示しなくてもよかったが、事故や誤認が生

じる可能性があることから廃止され、これらも「卵を含む」、「小麦を含む」と表記する

ことが必要  
   ※3【代替表記及びその拡大表記】     Ｑ＆Ａ：アレルゲン関係（Ｆ－1）及び（Ｆ－3） 

① 代替表記：表記方法や言葉が違うが、アレルゲンを含む食品と同一であるという 
ことが理解できる表記 
② 拡大表記：①に掲げる代替表記を含むことにより、特定原材料等を使った食品で 
あることが理解できる表記 

        ただし、「卵黄」、「卵白」については誤認防止のため拡大表記の対象から除外  

（２）消費者の商品選択の幅を広げるため、個別表示を原則とし、例外的に一括表示を可能とす
る。    基準第３条第２項の表中第 2 欄の「アレルゲン」の項、「別添 アレルゲンを含む食品 

         に関する表示」の第１の３の(1)特定原材料の表示方法及び(3)その他の表示方法 

   【個別表示】 

それぞれの原材料名の直後に括弧を付けて特定原材料等を表示  

【一括表示】 
個別表示によりがたい場合や個別表示がなじまない場合には一括表示を可能とするが、

一括表示を見ることでその食品に含まれる全ての特定原材料等を把握できるように一括

Ｑ&Ａ：アレルゲン関係（Ｆ－2） 

「別添 アレルゲンを含む食品に関する表示」の第 1 の２の(２) 
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表示に全ての特定原材料等を表示することが必要 
    原材料名に特定原材料等や特定原材料等の代替表記（たまご、コムギ等）の表記があっ

ても、一括表示には改めて表示が必要（従来は不要）  

   【一括表示が可能な場合の例】           Ｑ＆Ａ：アレルゲン関係の（Ｅ－6） 

① 個別表示よりも一括表示の方が文字数を減らせる場合であって、表示面積に限りが 
あり、一括表示でないと表示が困難な場合 

② 食品の原材料に使用されている添加物に特定原材料等が含まれているが、最終食品

においてキャリーオーバーに該当し、当該添加物が表示されない場合 

③ 同一の容器包装内に包装されていない食品を複数詰め合わせる場合であって、容器 
包装内で特定原材料等が含まれる食品と含まれない食品が接触する可能性が高い場合 

④ 弁当など裏面に表示がしてあると、表示を確認するのが困難な食品について、表面 
に表示するため(ラベルを小さくするため)に表示量を減らしたい場合  

４ 原材料名表示のルールの変更     基準第３条第 1 項の表中「原材料名」の項の 1 の二、三、 
Ｑ＆Ａ(加工－52)及び(加工－53) 

  複合原材料（複数の原料から製造された中間加工原料）表示について、それを構成する原材

料を分割して表示した方が分かりやすい場合には、分割して表示することが可能 

 【複合原材料表示の原則】 
   複合原材料（中間加工品）を使用していることが分かるように、複合原材料の一般的な名

称の後に括弧を付して、その複合原材料を構成する原材料を重量順に表示する  
   例えば、原材料名：〇〇、××、マヨネーズ（食用植物油、卵黄（卵を含む）、醸造酢、そ

の他）、□□ 

 【分割表示の条件及び例示】 
＜条件１＞ 中間加工原料を使用した場合であって、消費者がその内容を理解できない複合

原材料の名称の場合 
＜条件２＞ 中間加工原料を使用した場合であって、複数の原材料を単に混合しただけなど、

消費者に対して中間加工原料に関する情報を提供するメリットが少ないと考えら

れる場合 
＜例 示＞ ココア調製品、加糖卵黄、もち米粉調製品  

５ 新たな原料原産地表示制度の創設    （平成 29 年 9 月 1 日食品表示基準改正） 
（１）主な改正内容 

① 原料原産地義務表示の対象の拡大 

    全ての加工食品(輸入品を除く)について、使用した原材料に占める重量割合が最も高い

原材料の原産地表示を義務化  

    (2 位以下の原材料についても自主的に表示することができる) 

② 表示方法 

   1）従来の国別重量順表示を原則としつつ、これが困難な場合には、「又は表示」や「大括

り表示」を行うことができる。              

   2）対象原材料が中間加工原材料である場合、原則として、「製造地表示」を行う。 

 

   なお、これまで原料原産地表示の対象であった加工食品 22食品群と個別 5品目(今回、 

「海苔で巻かれたおにぎり」を追加)については、製品に占める重量割合が 50％以上のもの 

は、従前どおりの国別重量順表示方法による。また、これら品目のうち、これまでは表示 

義務のなかった製品に占める重量割合 50％未満のものも新制度の表示義務の対象となる。 

                         

基準第３条第２項の表の｢原料原産地名｣の項 

同上の表の項の１の二 

同上の表の項の１の五 

同上の表の項の１の一及び２から６ 
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（２） 具体的な内容 

① 義務表示の例外 

1）表示を要しないもの 

   ・加工食品を設備を設けて飲食させる場合(外食)  

   ・容器包装に入れずに販売する場合 

   ・食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合 

・・製造所併設の菓子の製造小売りはこれに該当 

   ・不特定多数のものに譲渡(販売を除く)する場合 

   2）表示を省略することができるもの 

   ・容器包装の表示可能面積がおおむね 30㎝²以下の場合 

② 新たな表示方法の追加 

    従来の国別重量順表示を原則としつつ以下の表示方法を追加する。 

   （従前通り、原産国が３か国以上ある場合には、３か国目以降を「その他」と表示できる 

        ） 

1）「又は表示」 

過去の使用実績等に基づき、原産地として使用可能性がある複数国を、使用が見込ま

れる重量割合の高いものから順に「又は」でつないで表示する方法  

 

    なお、原材料が国産のみの場合、都道府県名などを用いて「又は表示」を行うことは可

能 

    ＜認める条件＞ 

     ア）過去の一定期間における産地別使用実績※1又は今後の一定期間における産地別使

用計画※2からみて、国別重量順表示が困難な場合※3 

        ※1 製造年から遡って 3年以内の中で 1 年以上の実績 

        ※2 該計画に基づく製造開始日から 1年以内の予定］ 

        ※3 過去の実績や合理的な使用計画に基づき、表示しようとする時を含む 

1 年で重量割合の順位変動や産地切替が行われる見込みのある場合） 

     イ）根拠種類を保管すること 

＜誤認防止＞ 

     ア）「又は表示」をする場合には、過去の一定期間における使用実績又は今後の一定の

期間における使用計画における対象原材料の割合(一定期間使用割合)の高いものか

ら順に表示した旨の表示を付記する。 

          イ）使用割合が極めて少ない対象原材料の産地についての誤認を防止するための措置

として、一定期間における使用割合が５パーセント未満である対象原材料の原産地に

ついて、当該原産地の後にかっこを付して、使用割合が５％未満である旨を表示する。 

 

   2）「大括り表示」 

    3 か国以上の外国の原産地表示を「輸入」と括って表示する方法 

    ＜認める条件＞ 

     １）過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用

計画から見て、国別重量表示が困難な場合 

     ２）根拠種類を保管すること 

   3）「大括り表示＋又は表示」 

過去に使用実績等に基づき、2）により３か国以上の外国の原産地表示を「輸入」と括

って表示できるとした上で、「輸入」と「国産」を、使用が見込まれる重量割合の高いも 

基準第１条 

基準第３条 

基準第５条 

Q&A：加工－193 

基準第 5 条 

基準第３条第３項 

基準第３条第２項の表の「原料原産地名」の項の１の四、Q&A：原原－17 

同上の表の項の１の五の

Q&A：原原－26／27 

Q&A：原原－28 

基準第３条第２項の表の｢原料原産地名｣の項の１の五のイ、ハ／Q＆A：原原－29 

同上の表の項の１の五のロ 

Q&A：原原－31／32 

同上の表の項の１の五のハ 
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のから順に、「又は」でつないで表示する方法 

    ＜認める条件＞ 

     ・過去の一定期間における国別使用実績又は今後の一定期間の使用計画からみて、 

「大括り表示」のみでは表示が困難な場合 

     ・根拠種類を保管すること 

    ＜誤認防止＞ 

     ・「大括り表示＋又は表示」をする場合は、一定期間使用割合の高いものから順に表示

した旨の表示を付記する（①の誤認防止の 2項目も併せ参照） 

   4）「製造地表示」 

対象原材料が中間加工食品である場合は、国産品にあっては、国内で製造された旨を

「国内製造」と、輸入品にあっては外国で製造された旨を「○○製造」(○○は、原産国

名)と表示する方法 

ただし、国産品にあっては、「国内」の表示に代えて、都道府県名その他一般に知られ

ている地名で表示することができる 

当該対象原材料に占める重量の割合が最も高い生鮮食品の産地が判明している場合には、 

製造地に変えて当該原材料の名称とともにその産地を表示することができる 

  5）経過措置期間 

令和４年３月３１日までに製造され、又は加工される加工食品については改正前の基準

による表示が可能 

６ 「非遺伝子組換え」任意表示の厳格化（平成 31 年 4月 25 日食品表示基準の改正） 

 

  従前は遺伝子組換え農作物が混入しないように分別生産流通理が行われた場合には、5％以下

の意図せざる混入があっても「非遺伝子組換え」、「遺伝子組換えでない」等の任意表示が可能

だったが、令和 5年 4月 1日以降は「遺伝子組換えでない」旨の表示ができるのは遺伝子組換

え農産物の混入がないと認められるものに限定された。 

７ ゲノム編集技術応用食品に関する表示の扱い 

  合理的な根拠書類等で証明できれば当該応用食品で「ある旨」又は「ない旨」を任意表示で

きます。 

８ 表示レイアウトの変更 

（１）表示可能面積がおおむね３０平方センチメートル以下の場合  
① 安全性に関する表示事項（名称、保存方法、消費期限又は賞味期限、表示責任者、アレ

ルゲン、Ｌ-フェニルアラニン化合物を含む旨）については、省略不可 
② 表示責任者を表示しなくても良い場合（食品を製造し、若しくは加工した場所で販売す

る場合等）には、製造所又は加工所の所在地及び名称は省略不可 

  ＜留意事項＞ 
１）今回、食品表示基準に「おおむね」という弾力的表現が追加されたが、この範囲は、容 

器包装の形状、義務表示対象となる事項の字数は、個々の食品により異なるため、個々の 
ケースに応じて判断するとされている。             Ｑ＆Ａ（加工－264） 

２）表示可能面積とは、表示事項を表示しても判読が困難な部分を除いた容器包装の表面積 
 をいう。 例えば、包装の重なり部分やキャンディのひねりの部分等は入らない。 

Ｑ＆Ａ（加工－271） 

（２）原材料と添加物の表示         基準第８条の３、別記様式１、Ｑ＆Ａ(加工－249) 

添加物を原材料名欄に合わせて表示する場合には、例えば、原材料名表示と添加物表示と

の間に「線を入れる」、「スラッシュを入れる」、「改行する」等、その区分が明確に分かるよ

うに表示することが必要 

基準第３条第３項の表第５条の表中第２、第３の場合 

Q&A：原原－34／35 

同上の表の項の１の二 

基準付則第２条 

基準第３条第２項の表の「遺伝子組み換え食品に関する事項」の１の三 

Ｑ＆Ａ（ゲノム編集‐１～５） 



‐8‐ 

９ その他 
（１）新たな機能性表示制度の創設      基準第３条第２項の表中「機能性表示食品」の項他 

既存の「特定保健用食品」、「栄養機能食品」の他に、新たに一定の要件を満たす場合に、

事業者の責任で機能性が表示できる「機能性表示食品」の制度が創設された。 
（詳細は、基準、ガイドライン等を参照）  

（２）栄養機能食品の表示ルールの変更 基準第２条の１１、第７条の表の「栄養機能食品に係る栄養 
成分の機能」項、別表１１ 

栄養成分の機能が表示できるものとして、新たに「ｎ-３系脂肪酸」、「ビタミンＫ」、「カリ

ウム」を追加（基準別表第１１においてビタミン等２０種類が指定されている。）  

（３）栄養強調表示のルールの変更 基準第７条の表中「栄養成分の補給ができる旨」、「栄養成分又は

熱量の適切な摂取ができる旨」の項、別表１２及び１３ 

① 低減された旨（熱量、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウム）及び強

化された旨（たんぱく質、食物繊維）の表示をする場合には、絶対差に加え、新たに 25％
以上の相対差が必要  

② 強化された旨（ミネラル類（ナトリウムを除く）、ビタミン類）の表示する場合には、

「含む旨」の基準値以上の絶対差に代えて、別表十に定める「栄養素等表示基準値」の

10％以上の絶対差（別表十二に規定）が必要 

（４）冠表示における原料原産地情報の提供に関するガイドラインの制定（平成 31 年 3 月 29 日） 
   新たな原料原産地表示の下では重量割合上位 1 位の原材料の原産地等を表示することにな

るが、いわゆる「冠表示」となる原材料については重量順位にかかわらず自主的に原産地等

を表示すべきとの指摘を受け、そのための指針として制定された。 
  ① 「冠表示」の定義 
   「商品名に特定の原材料名を冠している表示」 又は 
   「商品名に近接した箇所に特定の原材料の使用を特に強調している表示」 
   ＜本ガイドラインの対象としない商品＞ 
    ・法令により原産地等の表示（情報伝達）が義務付けられている商品 
    ・○○味、○○風味等商品のバリエーションを表し、特定の原材料の使用を特に強調し

ていない商品 
    ・特定の原材料名を含む商品名が一般名称とされている商品 
    ・商品の形状等からイメージされる食材の名称を商品名の一部としている商品 
  ② 原料原産地名の情報提供方法及び留意事項 
    ・食品表示基準に基づく原料原産地名の表示方法又はウェブサイト、電話対応等 
    ・「冠表示」にかかる特定の原材料名が生鮮食品である場合には、一括表示の原材料名欄

が加工食品であっても当該生鮮食品の原産地を情報提供 
    ・複数の原産地の原材料を使用する場合、特定の原産地のみを強調する表示は不可 

（５）経過措置期間         基準附則第４条、「食品表示基準について」の附則の２及び３ 
① 経過措置期間（食品表示基準の施行（平成 27 年４月１日）後、新ルールに基づく表示へ

の移行の猶予期間）は、加工食品及び添加物の全ての表示について５年（令和 2 年 3 月 31
日まで） 

② 原則として、１つの食品の表示の中での食品表示基準と旧基準の両者に基づいた表示の

混在は不可（ただし、製造所固有記号については例外あり） 

  ＜留意事項＞ 
    令和 2 年 3 月 31 日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品については従前

の例によることができるとされているので、この期日までに旧表示に基づいて「製造」し

たものは販売可能 
    ただし、業務用加工食品及び業務用添加物については、この期日までに｢販売｣したもの 
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菓子の表示に関する資料 
以下の資料は、消費者庁が公表しているものを菓子の関係する部分だけを抜粋して編集したも

のです。原本をご覧になりたい場合には、消費者庁のホームページ http://www.caa.go.jp/の表題

下の「事業者の方」→「表示について知りたい」→「食品の表示について」の「食品表示一元化

情報」（製造所固有記号の届出方法については「製造所固有記号の届出をされる方へ」）→に掲載

されています。  
なお、以下の資料中、 
・ ＜○○○＞とあるのは編集による注意書きです。 

・ ［原－102］とあるのは、ホームページ上の原本では 102 頁に記載されていることを示し

ています。 

・ また、原本では法律政令等については、縦書きされていますが、以下では印刷の都合等か

ら横書きに変更してあります。加えて、重量等の単位の表記は記号に変更している場合があ

ります。 

【資料名一覧】 
■ 法令・政令・府令・通知                         頁 

 ・食品表示法（平成 25 年 6 月 28 日法律第 70 号）・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 
（一部改正 平成 30 年 12 月 14 日法律 97 号） 

・食品表示法の施行期日を定める政令（平成２７年政令第 67 号）・・・・・・・・・１７ 

・食品表示法第 15 条の規定による権限の委任等に関する政令 
（平成２７年政令第 68 号）    ＜省略＞ 

・食品表示基準 （平成 27 年 3 月 30 日内閣府令第 10 号）・・・・・・・・・・・・・１８ 
（第 1次改正 平成 29 年 9 月 1 日内閣府令第 43 号） 

（第 2次改正 平成 30 年 9 月 21 日内閣府令第 44 号） 

（第 3次改正 平成 31 年 4 月 25 日内閣府令第 24 号） 

（第 4次改正 令和元年 6 月 28 日内閣府令第 17 号） 

・食品表示基準について（平成 27 年 3 月 30 日消食表第 139 号）・・・・・・・・・・４７ 
            （第 1次改正 平成 27 年 6 月 1 日消食表第 276 号） 

            （第 2次改正 平成 27 年 9 月 14 日消食表第 495 号） 

            （第 3 次改正 平成 27 年 12 月 24 日消食表第 655 号） 
（第 4 次改正 平成 28 年 3 月 31 日消食表第 202 号） 
（第 5 次改正 平成 28 年 8 月 9 日消食表第 532 号） 
（第 6 次改正 平成 28 年 11 月 17 日消食表第 706 号） 
（第 7 次改正 平成 29 年 3 月 28 日消食表第 169 号） 
（第 8 次改正 平成 29 年 9 月 1 日消食表第 407 号） 
（第９次改正 平成 30 年 1 月 19 日消食表第 20 号） 
（第 10 次改正 平成 30 年 2 月 8 日消食表第 58 号） 
（第 11 次改正 平成 30 年 3 月 28 日消食表第 154 号） 
（第 12 次改正 平成 30 年 7 月 10 日消食表第 375 号） 
（第 13 次改正 平成 30 年 9 月 21 日消食表第 492 号） 
（第 14 次改正 平成 31 年 3 月 28 日消食表第 135 号） 
（第 15 次改正 令和元年 5 月 7 日消食表第 198 号） 
（第 16 次改正 令和元年 6 月 11 日消食表第 96 号） 
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（第 17 次改正 令和元年 9 月 19 日消食表第 317 号） 
 

別添 添加物関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６８ 

別添 アレルゲンを含む食品に関する表示・・・・・・・・・・・・・・ １１０ 
   （別添の内：添加物関係、栄養成分等の分析方法等、アレルゲンを含む食品の検査方法、

機能性食品、遺伝子非組み換え大豆及びとうもろこしの分別生産流通管理の指針、遺

伝子組み換え食品の検査方法、生かき関係  ＜省略＞） 

■ 食品表示基準に関するガイドライン等について 

・食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン（第２版）・・・・・１２６ 

・機能性表示食品の届出等に関するガイドライン          ＜省略＞ 

■ 食品表示基準に係る Q&A 

・食品表示基準 Q&A  平成 27 年 ３月 30 日消食表第 140 号）・・・・ ・１５１ 
（第 1 次改正平成 27 年 7 月 30 日消食表第 395 号） 
（第 2 次改正平成 27 年 12 月 24 日消食表第 660 号） 
（第 3 次改正平成 29 年 9 月 1 日消食表第 410 号） 
（第 4 次改正平成 30 年 1 月 19 日消食表第 21 号） 
（第 5 次改正平成 30 年 9 月 1 日消食表第 495 号） 
（第 6 次改正平成 31 年 3 月 1 日消食表第 72 号） 
（第 7 次改正令和元年 5 月 7 日消食表第 201 号） 
（第 8 次改正令和元年 7 月 1 日消食表第 148 号） 
（第 9 次改正令和元年 9 月 19 日消食表第 320 号） 
 

■ 冠表示における原料原産地情報の提供に関するガイドライン・・・・・・・・３７３ 
（平成 31 年３月 29 日消食表第 147 号） 

※各項目の冒頭に詳細な目次を付してあります。 
  



‐11‐ 

食品表示法  （平成 25 年 6 月 28 日法律第 70 号） 
              （一部改正 平成 30 年 12 月 14 日法律 97 号） 

目 次                               頁 

第一章 総則（第一条―第三条）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 
 第一条（目的） 
 第二条（定義） 
第三条（基本理念） 

第二章 食品表示基準（第四条・第五条）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 
 第四条（食品表示基準の策定等） 
 第五条（食品表示基準の遵守） 
第三章 不適正な表示に対する措置（第六条―第十条）・・・・・・・・・・・・・・・１３ 
 第六条（指示等） 
 第七条（公表） 
 第八条（立入検査等） 
 第九条（センターによる立入検査等） 
 第十条（センターに対する命令） 
第四章 差止請求及び申出（第十一条・第十二条）・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 
第十一条（適格消費者団体の差止請求権） 

 第十二条（内閣総理大臣等に対する申出） 
第五章 雑則（第十三条―第十六条）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 
 第十三条（内閣総理大臣への資料提供等） 
 第十四条（不当景品類及び不当表示防止法の適用） 
 第十五条（権限の委任等） 
第十六条（再審査請求） 

第六章 罰則（第十七条―第二十三条）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 
附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １６ 
 第一条（施行期日） 
 第二条（準備行為） 
 第三条～第十五条 ＜省略、関連法の一部改正規定＞ 
 第十六条（経過措置） 
 第十七条（罰則の適用に関する経過措置） 
 第十八条（政令への委任） 
 第十九条（検討） 
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第一章 総 則                             ［原－1］ 
（目的） 
第一条 この法律は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理

的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、販売（不特定又は

多数の者に対する販売以外の譲渡を含む。以下同じ。）の用に供する食品に関する表示について、

基準の策定その他の必要な事項を定めることにより、その適正を確保し、もって一般消費者の

利益の増進を図るとともに、食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）、健康増進法（平

成十四年法律第百三号）及び農林物資の規格化等に関する法律（昭和二十五年法律第百七十五

号）による措置と相まって、国民の健康の保護及び増進並びに食品の生産及び流通の円滑化並

びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 
第二条 この法律において「食品」とは、全ての飲食物（薬事法（昭和三十五年法律第百四十五

号）第二条第一項に規定する医薬品及び同条第二項に規定する医薬部外品を除き、食品衛生法

第四条第二項に規定する添加物（第四条第一項第一号及び第十一条において単に「添加物」と

いう。）を含む。）をいう。） 
２ この法律において「酒類」とは、・・・＜省略＞ 
３ この法律において「食品関連事業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 
一 食品の製造、加工（調整及び選別を含む。）若しくは輸入を業とする者（当該食品の販売を

しない者を除く。）又は食品の販売を業とする者（以下「食品関連事業者」という。） 
二 前号に掲げる者のほか、食品の販売をする者 

（基本理念） 
第三条 販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施策は、消費者基本法（昭

和四十三年法律第七十八号）第二条第一項に規定する消費者政策の一環として、消費者の安全

及び自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、並びに消費者に対し必要な情報が提供される

ことが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のた

め自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として講

ぜられなければならない。 
２ 販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施策は、食品の生産、取引又は

消費の現況及び将来の見通しを踏まえ、かつ、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影

響及び食品関連事業者間の公正な競争の確保に配慮して講ぜられなければならない。 

第二章 食品表示基準                          ［原－3］ 
（食品表示基準の策定等） 
第四条 内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事

項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するた

めに必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなけ

ればならない。 
一 名称、アレルゲン（食物アレルギーの原因となる物質をいう。第六条第八項及び第十一条

において同じ。）、保存の方法、消費期限（食品を摂取する際の安全性の判断に資する期限を

いう。第六条第八項及び第十一条において同じ。）、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、

原産地その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項 
二 表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定により販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めようと

するときは、あらかじめ、厚生労働大臣、農林水産大臣及び財務大臣に協議するとともに、消

費者委員会の意見を聴かなければならない。 
３ 厚生労働大臣は、第一項の規定により販売の用に供する食品に関する表示の基準が定められ

ることにより、国民の健康の保護又は増進が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、

当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。 
４ 農林水産大臣は、第一項の規定により販売の用に供する食品に関する表示の基準が定められ
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ることにより、当該基準に係る食品（酒類を除く。）の生産若しくは流通の円滑化又は消費者の

需要に即した当該食品の生産の振興が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基

準の案を添えて、その策定を要請することができる。 
５ 財務大臣は、・・・＜省略＞ 
６ 第二項から前項までの規定は、第一項の規定により定められた販売の用に供する食品に関す

る表示の基準（以下「食品表示基準」という。）の変更について準用する。 

 
（食品表示基準の遵守） 
第五条 食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはな

らない。 

第三章 不適正な表示に対する措置                    ［原－6］ 
（指示等） 
第六条 食品表示基準に定められた第四条第一項第一号に掲げる事項（以下「表示事項」という。）

が表示されていない食品（酒類を除く。以下この項において同じ。）の販売をし、又は販売の用

に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第一項第二号に

掲げる事項（以下「遵守事項」という。）を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理

大臣又は農林水産大臣（内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府

令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣）は、当該食

品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることがで

きる。 
２ 次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示（第一号に掲げる大臣にあっては、

同項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は同項の内閣府令・農林水

産省令で定める遵守事項を遵守しない場合におけるものを除く。）をしようとするときは、あら

かじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。 
一 内閣総理大臣 農林水産大臣 
二 農林水産大臣 内閣総理大臣 

３ 表示事項が表示されていない酒類の・・・＜省略＞ 
４ 次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示・・・＜省略＞ 
５ 内閣総理大臣は、第一項又は第三項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてそ

の指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきこと

を命ずることができる。 
６ 農林水産大臣は、第一項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者が、正

当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、内閣総理大臣に対し、前項の規

定により、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することが

できる。 
７ 財務大臣は、・・・＜省略＞ 
８ 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するため

に加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項と

して内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をし、

又は販売をしようとする場合において、消費者の生命又は身体に対する危害の発生又は拡大の

防止を図るため緊急の必要があると認めるときは、当該食品関連事業者等に対し、食品の回収

その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部を停

止すべきことを命ずることができる。 

（公表） 
第七条」内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による指示又は命令をしたと

きは、その旨を公表しなければならない。 

（立入検査等） 
第八条 内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するため必要がある
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と認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事

業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書類その

他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所その他の場所に立ち入

り、販売の用に供する食品に関する表示の状況若しくは食品、その原材料、帳簿、書類その他

の物件を検査させ、従業員その他の関係者に質問させ、若しくは試験の用に供するのに必要な

限度において、食品若しくはその原材料を無償で収去させることができる。 
２ 農林水産大臣は、第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項以外の表示事項

又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する

食品（酒類を除く。以下この項において同じ。）に関する表示の適正を確保するため必要がある

と認めるときは、食品関連事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、

販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提

出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、販売の用

に供する食品に関する表示の状況若しくは食品、その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査

させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。 
３ 財務大臣は、・・・＜省略＞ 
４ 前三項の規定による立入検査、質問又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 
５ 第一項から第三項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 
６ 第一項の規定による収去は、食品衛生法第三十条第一項に規定する食品衛生監視員に行わせ

るものとする。 
７ 内閣総理大臣は、第一項の規定により収去した食品の試験に関する事務については食品衛生

法第四条第九項に規定する登録検査機関に、当該事務のうち食品の栄養成分の量又は熱量に係

るものについては独立行政法人国立健康・栄養研究所にそれぞれ委託することができる。 
８ 内閣総理大臣は、第一項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を、

販売の用に供する食品（酒類を除く。）に関する表示の適正を確保するために行われた場合にあ

っては農林水産大臣に、販売の用に供する酒類に・・・＜省略＞・・・通知するものとする。 
９ 農林水産大臣又は財務大臣は、第二項又は第三項の規定による権限を単独で行使したときは、

速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。 

（センターによる立入検査等） 
第九条 農林水産大臣は、前条第二項の規定によりその職員に立入検査又は質問を行わせること

ができる場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センタ

ー（以下「センター」という。）に、食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある

事業者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品（酒類を除く。以下

この項において同じ。）に関する表示の状況若しくは食品、その原材料、帳簿、書類その他の物

件を検査させ、又は従業員その他の関係者に質問させることができる。 
２ 農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査又は質問を行わせるときは、センタ

ーに対し、当該立入検査又は質問の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきこ

とを指示するものとする。 
３ センターは、前項の規定による指示に従って第一項の規定による立入検査又は質問を行った

ときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければなら

ない。 
４ 農林水産大臣は、第一項の規定による立入検査又は質問について前項の規定による報告を受

けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。 
５ 第一項の規定による立入検査又は質問については、前条第四項及び第五項の規定を準用する。 

（センターに対する命令） 
第十条 農林水産大臣は、前条第一項の規定による立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保

するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすること

ができる。 
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（食品の回収の届出等） 
第十条の二 食品関連事業者等は、第六条第八項の内閣府令で定める事項について食品表示基準

に従った表示がされていない食品の販売をした場合において、当該食品を回収するとき（同項

の規定による命令を受けて回収するとき、及び消費者の生命又は身体に対する危害が発生する

おそれがない場合として内閣府令で定めるときを除く。）は、内閣府令で定めるところにより、

遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を内閣総理大臣に届け出なければならない。 
２内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表しなければならない。 

第四章 差止請求及び申出                       ［原－13］ 
（適格消費者団体の差止請求権） 
第十一条 消費者契約法（平成十二年法律第六十一号）第二条第四項に規定する適格消費者団体

は、食品関連事業者が、不特定かつ多数の者に対して、食品表示基準に違反し、販売の用に供

する食品の名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量若しく

は熱量又は原産地について著しく事実に相違する表示をする行為を現に行い、又は行うおそれ

があるときは、当該食品関連事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該食品に関し

て著しく事実に相違する表示を行った旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な

措置をとることを請求することができる。 

（内閣総理大臣等に対する申出） 
第十二条 何人も、販売の用に供する食品（酒類を除く。以下この項において同じ。）に関する表

示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・農林水産省

令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は農林水産大臣（当該食品に関する表示が適

正でないことが第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項又は遵守事項のみに

係るものである場合にあっては、内閣総理大臣）に申し出て適切な措置をとるべきことを求め

ることができる。 
２ 何人も、販売の用に供する酒類に・・・＜省略＞ 
３ 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前二項の規定による申出があった場合には、

必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第四条又は第六条の規定に

よる措置その他の適切な措置をとらなければならない。 

第五章 雑 則                             ［原－15］ 
（内閣総理大臣への資料提供等） 
第十三条 内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、厚生労

働大臣、農林水産大臣又は財務大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めること

ができる。 

（不当景品類及び不当表示防止法の適用） 
第十四条 この法律の規定は、不当景品類及び不当表示防止法（昭和三十七年法律第百三十四号）

の適用を排除するものと解してはならない。 

（権限の委任等） 
第十五条 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁

長官に委任する。 
２ この法律に規定する財務大臣の・・・＜省略＞ 
３ この法律に規定する農林水産大臣の権限・・・＜省略＞・・・の全部又は一部は、政令で定

めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。 
４ この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、

都道府県知事が行うこととすることができる。 
５ 第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めると

ころにより、都道府県知事、地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第一項の政令で

定める市（次条において「保健所を設置する市」という。）の市長又は特別区の区長が行うこと

とすることができる。 
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（再審査請求） 
第十六条 前条第五項の規定により保健所を設置する市の市長又は特別区の区長がした処分（地

方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務

に係るものに限る。）についての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審

査請求をすることができる。 

第六章 罰 則                             ［原－16］ 
第十七条 第六条第八項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以

下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

第十八条 第六条第八項の内閣府令で定める事項について、食品表示基準に従った表示がされて

いない食品の販売をした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれ

を併科する。 

第十九条 食品表示基準において表示されるべきこととされている原産地（原材料の原産地を含

む。）について虚偽の表示がされた食品の販売をした者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の

罰金に処する。 

第二十条 第六条第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰

金に処する。 

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 
一 第八条第一項から第三項までの規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽

の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同条第一項から第三項まで若しくは第九条第一

項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若

しくは虚偽の答弁をした者 
二 第八条第一項の規定による収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 
三第十条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

第二十二条 法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下

この項において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の

従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の

罰金刑を科する。 
一 第十七条 三億円以下の罰金刑 
二 第十八条から第二十条まで 一億円以下の罰金刑 
三 前条 同条の罰金刑 

２ 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用があるときは、その代表者又は管理人が、

その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者と

する場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

第二十三条 第十条の規定による命令に違反したときは、その違反行為をしたセンターの役員は、

二十万円以下の過料に処する。 

附 則                                   ［原－18］ 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 
ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。 

（準備行為） 
第二条 内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、第四条の規定の例により、販売の用に

供する食品に関する表示の基準を定めることができる。 
２ 前項の規定により定められた販売の用に供する食品に関する表示の基準は、この法律の施行

の日において第四条第一項の規定により定められたものとみなす。 
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＜以下、第三条～十七条まで省略＞ 
第三条（地方自治法の一部改正）  
第四条（食品衛生法の一部改正） 
第五条（工業標準化法の一部改正） 
第六条（農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正） 
第七条（登録免許税法の一部改正） 
第八条（独立行政法人国立健康・栄養研究所法の一部改正） 
第九条（独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部改正） 
第十条（消費者契約法の一部改正） 
第十一条（健康増進法の一部改正） 
第十二条（公益通報者保護法の一部改正） 
第十三条（米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の一部改正） 
第十四条（消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正） 
第十五条（農林水産省設置法の一部改正） 

（経過措置） 
第十六条 この法律の施行前に附則第四条の規定による改正前の食品衛生法、附則第六条の規定

による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律又は附則第十一条の規定

による改正前の健康増進法の規定によってした処分その他の行為であって、この法律に相当の

規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。 

（罰則の適用に関する経過措置） 
第十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 
第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。 

（検討） 
第十九条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘

案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする。 

 
 
 
 
 
 

食品表示法の施行期日を定める政令（平成２７年政令第六十七号） 
 

内閣は、食品表示法（平成二十五年法律第七十号）附則第一条の規定に基づき、この政令を制

定する。 
食品表示法の施行期日は、平成二十七年四月一日とする。 
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食品表示基準   （平成 27 年 3 月 30 日内閣府令第 10 号） 
（一部改正平成 29 年 9 月 1 日内閣府令第 43 号） 

（一部改正平成 30 年 9 月 21 日内閣府令第 44 号） 

（一部改正平成 31 年 4 月 25 日内閣府令第 24 号） 

（一部改正令和元年 6 月 28 日内閣府令第 17 号） 
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第一章 総則                               ［原－2］ 

（適用範囲） 

第一条 この府令は、食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合につ

いて適用する。ただし、加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、第四十条

の規定を除き、適用しない。 

（定義） 

第二条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 加工食品 製造又は加工された食品として別表第一に掲げるものをいう。 

二 生鮮食品 加工食品及び添加物以外の食品として別表第二に掲げるものをいう。 

三 業務用加工食品 加工食品のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のもの

をいう。 

四 業務用生鮮食品 生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものをいう。 

五 業務用添加物 添加物のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のものをい

う。 

六 容器包装 食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第四条第五項に規定する容器

包装をいう。 

七 消費期限 定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化

に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。 

八 賞味期限 定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が

十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合で

あっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。 

九 特定保健用食品 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令（平成二

十一年内閣府令第五十七号）第二条第一項第五号に規定する食品（容器包装に入れられたも

のに限る。）をいう。 

十 機能性表示食品  ＜省略＞                       ［原－4］ 

十一 栄養機能食品 食生活において別表第十一の第一欄に掲げる栄養成分（ただし、錠剤、

カプセル剤等の形状の加工食品にあっては、カリウムを除く。）の補給を目的として摂取をす

る者に対し、当該栄養成分を含むものとしてこの府令に従い当該栄養成分の機能の表示をす

る食品（特別用途食品及び添加物を除き、容器包装に入れられたものに限る。）をいう。 

十二 栄養素等表示基準値 国民の健康の維持増進等を図るために示されている性別及び年齢

階級別の栄養成分の摂取量の基準を性及び年齢階級（十八歳以上に限る。）ごとの人口により

加重平均した値であって別表第十の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる値をいう。 

十三 組換えＤＮＡ技術 酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、ＤＮＡをつなぎ合

わせた組換えＤＮＡを作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。 

十四 対象農産物 組換えＤＮＡ技術を用いて生産された農産物の属する作目であって別表第

十六に掲げるものをいう。 

十五 遺伝子組換え農産物 対象農産物のうち組換えＤＮＡ技術を用いて生産されたものをい

う。 

十六 非遺伝子組換え農産物 対象農産物のうち遺伝子組換え農産物でないものをいう。 

十七 特定遺伝子組換え農産物 対象農産物のうち組換えＤＮＡ技術を用いて生産されたこと

により、組成、栄養価等が通常の農産物と著しく異なるものをいう。 

十八 非特定遺伝子組換え農産物 対象農産物のうち特定遺伝子組換え農産物でないものをい

う。 

十九 分別生産流通管理 遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加

工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理すること（その旨が書類により証明さ

れたものに限る。）をいう。 

二十 特定分別生産流通管理 

特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で

善良なる管理者の注意をもって分別管理すること（その旨が書類により証明されたものに限
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る。）をいう。 

２ 前項各号に定めるもののほか、この府令において、別表第三の上欄に掲げる食品に係る同表

の中欄に掲げる用語の意義は、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。 

３ 前二項に定めるもののほか、この府令において使用する乳及び乳製品並びにこれらを主要原

料とする食品の用語は、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和二十六年厚生省令第五

十二号。以下「乳等省令」という。）において使用する用語の例による。 

第二章 加工食品                             ［原－6］ 

第一節 食品関連事業者に係る基準  

第一款 一般用加工食品 

（横断的義務表示） 

第三条 食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品（業務用加工食品を除く。以下この節

において「一般用加工食品」という。）を販売する際（設備を設けて飲食させる場合を除く。第

六条及び第七条において同じ。）には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表

示の方法に従い表示されなければならない。ただし、別表第四の上欄に掲げる食品にあっては、

同表の中欄に掲げる表示事項については、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなけ

ればならない。      ＜別表第四及び下表中で触れている別表第五は、従前個別表示基 

          準が定められていたものであり、菓子は該当しない＞ 

名称 

 

１ その内容を表す一般的な名称を表示する。ただし、乳（生乳、生山羊乳

及び生めん羊乳を除く。以下同じ。）及び乳製品にあっては、この限りで

ない。 

２ １の規定にかかわらず、別表第五の上欄に掲げる食品以外のものにあっ

ては、それぞれ同表の下欄に掲げる名称を表示してはならない。 

保存の方法 

 

食品の特性に従って表示する。ただし、食品衛生法第十一条第一項の規定に

より保存の方法の基準が定められたものにあっては、その基準に従って表示

する。 

消費期限又は賞味

期限 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字を冠

したその年月日を、それ以外の食品にあっては賞味期限である旨の文字を

冠したその年月日を年月日の順で表示する。ただし、製造又は加工の日か

ら賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては、賞味期限である旨

の文字を冠したその年月を年月の順で表示することをもって賞味期限であ

る旨の文字を冠したその年月日の表示に代えることができる。 

２ １の規定にかかわらず、乳、乳飲料、発酵乳、乳酸菌飲料及びクリーム

のうち紙、アルミニウム箔その他これに準ずるもので密栓した容器に収め

られたものにあっては、消費期限又は賞味期限の文字を冠したその日の表

示をもってその年月日の表示に代えることができる。 

原材料名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 使用した原材料を次に定めるところにより表示する。 

一 原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名

称をもって表示する。 

二 二種類以上の原材料からなる原材料（以下「複合原材料」という。）

を使用する場合については、当該原材料を次に定めるところにより表示

する。 

イ 複合原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料を

当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高いものから順に、そ 

の最も一般的な名称をもって表示する。ただし、当該複合原材料の原

材料が三種類以上ある場合にあっては、当該複合原材料の原材料に占

める重量の割合の高い順が三位以下であって、かつ、当該割合が５％

未満である原材料について、「その他」と表示することができる。 

ロ 複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が５％未満である場

合又は複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合には、当
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（原材料名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該複合原材料の原材料の表示を省略することができる。 

三 一及び二の規定にかかわらず、単に混合しただけなど、原材料の性状

に大きな変化がない複合原材料を使用する場合については、当該複合原

材料の全ての原材料及びそれ以外の使用した原材料について、原材料に

占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって

表示することができる。 

２ １の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、それぞれに定める

ところにより表示することができる。 

一 同種の原材料を複数種類使用する場合 原材料に占める重量の割合の

高い順に表示した「野菜」、「食肉」、「魚介類」などの原材料の総称を表

す一般的な名称の次に括弧を付して、それぞれの原材料に占める割合の

高いものから順にその最も一般的な名称をもって表示する。 

二 複数の加工食品により構成される場合 原材料に占める重量の割合の

高い順に表示した各構成要素を表す一般的な名称の次に括弧を付して、

それぞれの原材料に占める割合の高いものから順にその最も一般的な名

称をもって表示する。 

３ １及び２に定める表示の際には、次の表の上欄に掲げる区分に該当する

原材料にあっては、同表の下欄に掲げる名称をもって表示することができ

る。 

食用油脂 植物油、植物脂若しくは植物

油脂、動物油、動物脂若しく

は動物油脂又は加工油、加工

脂若しくは加工油脂 

でん粉 でん粉 

魚類及び魚肉（特定の種類の魚類を表示

していない場合に限る。） 

魚又は魚肉 

家きん肉（食肉製品を除き、特定の種類

の家きんの名称を表示していない場合に

限る。） 

鳥肉 

無水結晶ぶどう糖、含水結晶ぶどう糖及

び全糖ぶどう糖 

ぶどう糖 

ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及

び高果糖液糖 

異性化液糖 

砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果

糖ぶどう糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖

性化液糖 

砂糖混合異性化液糖又は砂

糖・異性化液糖 

香辛料及び香辛料エキス（既存添加物

（平成八年厚生省告示第百二十号）に掲

げる添加物に該当するものを除き、原材

料に占める重量の割合が２％以下のもの

に限る。） 

香辛料又は混合香辛料 

香辛野菜及びつまもの類並びにその加工

品（原材料に占める重量の割合が二パー

セント以下のものに限る。） 

香草又は混合香草 

糖液を浸透させた果実（原材料に占める

重量割合が１０％以下のものに限る。） 

糖果 

弁当に含まれる副食物（外観からその原

材料が明らかなものに限る。） 

おかず 
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添加物 １ 次に掲げるものを除き、添加物に占める重量の割合の高いものから順

に、別表第六の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあ

っては当該添加物の物質名及び同表の下欄に掲げる用途の表示を、それ以

外の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。 

一 栄養強化の目的で使用されるもの（特別用途食品及び機能性表示食品

を除く。） 

二 加工助剤（食品の加工の際に添加されるものであって、当該食品の完

成前に除去されるもの、当該食品の原材料に起因してその食品中に通常

含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増

加させるものではないもの又は当該食品中に含まれる量が少なく、か

つ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないものをいう。以下同

じ。） 

三 キャリーオーバー（食品の原材料の製造又は加工の過程において使用

され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されないもの

であって、当該食品中には当該添加物が効果を発揮することができる量

より少ない量しか含まれていないものをいう。以下同じ。） 

２ １の規定にかかわらず、複数の加工食品により構成される加工食品にあ

っては、各構成要素で使用した添加物を、各構成要素を表す一般的な名称

の次に括弧を付して、１に定めるところにより表示することができる。 

３ １の規定にかかわらず、添加物の物質名の表示は、一般に広く使用され

ている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上

欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては同表の下欄

に掲げる表示をもって、これに代えることができる。 

４ １の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあってはそれぞれ当該各号に

掲げる用途の表示を省略することができる。 

一 添加物を含む旨の表示中「色」の文字を含む場合 着色料又は合成着

色料 

二 添加物を含む旨の表示中「増粘」の文字を含む場合 増粘剤又は糊料 

内容量又は固形量

及び内容総量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 特定商品の販売に係る計量に関する政令（平成五年政令第二百四十九

号）第五条に掲げる特定商品については、計量法（平成四年法律第五十一

号）の規定により表示することとし、それ以外の食品にあっては内容重

量、内容体積又は内容数量を表示することとし、内容重量はグラム又はキ

ログラム、内容体積はミリリットル又はリットル、内容数量は個数等の単

位で、単位を明記して表示する。 

２ １の規定にかかわらず、固形物に充てん液を加え缶又は瓶に密封したも

の（固形量の管理が困難な場合を除く。）にあっては、内容量に代えて、

固形量及び内容総量とすることとし、固形量はグラム又はキログラム、内

容総量はグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。ただ

し、固形量と内容総量がおおむね同一の場合又は充てん液を加える主たる

目的が内容物を保護するためである場合は、内容量に代えて、固形量を表

示する。 

３ １の規定にかかわらず、固形物に充てん液を加え缶及び瓶以外の容器包

装に密封したものにあっては、内容量に代えて、固形量とすることができ

る。この場合において、固形量は、グラム又はキログラムの単位で、単位

を明記して表示する。 
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栄養成分（たんぱ

く質、脂質、炭水

化物及びナトリウ

ムをいう。以下こ

の項において同

じ。）の量及び熱

量 

１ 栄養成分の量及び熱量は、次に定める方法により、当該食品の百グラム 

若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位（以下この項

において「食品単位」という。）当たりの量を表示する（特定保健用食品

及び機能性表示食品について表示する場合を除く。）。この場合において、

当該食品単位が一食分である場合にあっては、当該一食分の量を併記す

る。 

一 たんぱく質、脂質、炭水化物の量及び熱量にあっては当該栄養成分又

は熱量である旨の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により、

ナトリウムの量にあっては食塩相当量（ナトリウムの量に二・五四を乗

じたものをいう。以下同じ。）の文字を冠した一定の値又は下限値及び

上限値により表示する。 

二 一の一定の値又は下限値及び上限値は、別表第九の第一欄の区分に応

じ、同表の第二欄に掲げる単位（食塩相当量にあってはグラム）を明記

して表示する。 

三 一の一定の値又は下限値及び上限値は、当該一定の値にあっては、別

表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得ら

れた値が当該一定の値を基準とした同表の第四欄に掲げる許容差の範囲

内にある値、当該下限値及び上限値にあっては、同表の第一欄の区分に

応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得られた値が当該下限値及び

上限値の範囲内でなければならない。ただし、当該一定の値にあって

は、同表の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得

られた当該食品百グラム当たりの当該栄養成分の量又は熱量（清涼飲料

水その他の一般に飲用に供する液状の食品にあっては、当該食品百ミリ

リットル当たりの当該栄養成分の量又は熱量）が同表の第五欄に掲げる

量に満たない場合は、０と表示することができる。 

２ 次に掲げる要件の全てに該当する場合（特別用途食品（特定保健用食品

を除く。）を除く。）には、１の三の規定にかかわらず、１の一の一定の値

にあっては、原材料における栄養成分の量から算出して得られた値、当該

食品と同様の組成と考えられるものを分析して得られた値その他の合理的

な推定により得られた値を表示することができる。ただし、第七条の規定

に基づく栄養成分の機能の表示、栄養成分の補給ができる旨の表示、栄養

成分若しくは熱量の適切な摂取ができる旨の表示、糖類を添加していない

旨の表示又はナトリウム塩を添加していない旨の表示をする場合は、この

限りでない。 

一 表示された値が別表第九の第一欄の区分に応じた同表の第三欄に掲げ

る方法によって得られた値とは一致しない可能性があることを示す表示を

すること。 

二 表示された値の設定の根拠資料を保管すること。 

食品関連事業者の

氏名又は名称及び

住所 

食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を

表示する。 

 

製造所又は加工所

の所在地（輸入品

にあっては輸入業

者の営業所の所在

地、乳・・・＜省

略＞。以下この章

において同じ。）

及び製造者又は加

１ 製造所又は加工所（食品の製造又は加工（当該食品に関し、最終的に衛

生状態を変化させる製造又は加工（調整及び選別を含む。）に限る。以下

この表において同じ。）が行われた場所）の所在地（輸入品にあっては輸

入業者の営業所の所在地、乳・・・＜省略＞）及び製造者又は加工者（食

品を調整又は選別した者を含む。）の氏名又は名称（輸入品にあっては輸

入業者の氏名又は名称、乳・・・＜省略＞）を表示する。 

２ １の規定にかかわらず、食品関連事業者の住所又は氏名若しくは名称が

製造所若しくは加工所（食品の製造又は加工が行われた場所。以下この項
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工者の氏名又は名

称（輸入品にあっ

ては輸入業者の氏

名 又 は 名 称 、

乳・・・＜省略

＞。以下この章に

おいて同じ。） 

において同じ。）の所在地（輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在

地、乳・・・＜省略＞。以下この表において同じ。）又は製造者若しくは

加工者（食品を調整又は選別した者を含む。以下この項において同じ。）

の氏名若しくは名称（輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、

乳・・・＜省略＞。以下この項において同じ。）と同一である場合は、製

造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名

称を省略することができる。 

３ １の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製造し

ている場合にあっては、製造者の住所及び氏名又は名称並びに製造者が消

費者庁長官に届け出た製造所固有の記号（アラビア数字、ローマ字、平仮

名若しくは片仮名又はこれらの組合せによるものに限る。以下この項にお

いて同じ。）又は販売者（乳・・・＜省略＞）の住所、氏名又は名称並び

に製造者及び販売者が連名で消費者庁長官に届け出た製造者の製造所固有

の記号（以下｢製造所固有記号｣という。）の表示をもって製造所の所在地

及び製造者の氏名又は名称の表示に代えることができる。この場合におい

ては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。 

一 製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の情報の提供を求めら

れたときに回答する者の連絡先 

二 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表

示したウェブサイトのアドレス（二次元コードその他のこれに代わるも

のを含む。） 

三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若し

くは名称及び製造所固有記号 

 

２ 前項に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用加工食品のうち次の表の上欄に掲げるも

のを販売する際（設備を設けて飲食させる場合を除く。）には、同表の中欄に掲げる表示事項が

同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。       ［原－21］ 

別表第十四に掲げ

る食品（以下「特

定 原 材 料 」 と い

う。）を原材料とす

る加工食品（当該

加工食品を原材料

と す る も の を 含

み、抗原性が認め

られないものを除

く。）及び特定原材

料に由来する添加

物（抗原性が認め

られないもの及び

香料を除く。以下

同じ。）を含む食品 

アレルゲン １ 特定原材料を原材料として含む旨を、原則、原材料名

の直後に括弧を付して表示する。 

２ 特定原材料に由来する添加物を含む食品にあっては、

当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が当

該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の

直後に括弧を付して表示する。 

３ １及び２の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類

以上の原材料又は添加物を使用しているものであって、

当該原材料又は添加物に同一の特定原材料が含まれてい

るものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料を

含む旨又は由来する旨を表示すれば、それ以外の原材料

又は添加物について、特定原材料を含む旨又は由来する

旨の表示を省略することができる。ただし、当該原材料

又は添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づ

き抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。 

アスパルテームを

む食品 

Ｌ‐フェニル

アラニン化合

物を含む旨 

Ｌ‐フェニルアラニン化合物を含む旨を表示する。 

特定保健用食品 

＜省略＞ 

＜省略＞ 

 

＜省略＞                ［原－22］ 

機能性表示食品 

＜省略＞ 

＜省略＞    ＜省略＞                ［原－26］ 
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別表第十七の下欄

及び別表第十八の

中欄に掲げる加工

食品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺伝子組換え

食品に関する

事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 加工工程後も組み換えられたＤＮＡ又はこれによって

生じたたんぱく質が残存する加工食品として別表第十七

の下欄に掲げるもの（２に掲げるものを除く。）にあって

は、次に定めるところにより表示する。 

一 分別生産流通管理が行われたことを確認した遺伝子

組換え農産物である別表第十七の上欄に掲げる対象農

産物を原材料とする場合は、当該原材料名の次に括弧

を付して「遺伝子組換えのものを分別」、「遺伝子組換

え」等分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産

物である旨を表示する。 

二 生産、流通又は加工のいずれかの段階で遺伝子組換

え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていな

い別表第十七の上欄に掲げる対象農産物を原材料とす

る場合は、当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝子

組換え不分別」等遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組

換え農産物が分別されていない旨を表示する。 

三 遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流

通管理が行われたことを確認した別表第十七の上欄に

掲げる対象農産物を原材料とする場合は、当該原材料

名を表示するか、又は、当該原材料名の次に括弧を付

して、若しくは容器包装の見やすい箇所に当該原材料

名に対応させて、遺伝子組換え農産物が混入しないよ

うに分別生産流通管理が行われた旨を表示する。遺伝

子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理

が行われた旨を表示しようとする場合において、遺伝

子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物

を原材料とする場合に限り、遺伝子組換え農産物が混

入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示

に代えて、「遺伝子組換えでない」、「非遺伝子組換え」

等遺伝子組換え農産物の混入がない非遺伝子組換え農

産物である旨を示す文言を表示することができる。 

２ 別表第十八の上欄に掲げる形質を有する特定遺伝子組

換え農産物を含む同表の下欄に掲げる対象農産物を原材

料とする加工食品（これを原材料とする加工食品を含

む。）であって同表の中欄に掲げるものにあっては、次に

定めるところにより表示する。 

一 特定分別生産流通管理が行われたことを確認した特

定遺伝子組換え農産物である別表第十八の下欄に掲げ

る対象農産物を原材料とする場合は、当該原材料名の

次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを分

別」、「○○○遺伝子組換え」（○○○は、同表の上欄に

掲げる形質）等特定分別生産流通管理が行われた特定

遺伝子組換え農産物である旨を表示する。 

二 特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農

産物が意図的に混合された別表第十八の下欄に掲げる

対象農産物を原材料とする場合は、第三項の規定にか

かわらず、当該原材料名の次に括弧を付して「○○○

遺伝子組換えのものを混合」（○○○は、同表の上欄に

掲げる形質）等特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺

伝子組換え農産物が意図的に混合された農産物である
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(別表第十七の下欄

及び別表第十八の

中欄に掲げる加工

食品) 

 

 

 

 

 

(遺伝子組換

え食品に関す

る事項) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旨を表示する。この場合において、「○○○遺伝子組換

えのものを混合」等の文字の次に括弧を付して、当該

特定遺伝子組換え農産物が同一の作目に属する対象農

産物に占める重量の割合を表示することができる。 

３ 分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざ

る遺伝子組換え農産物又は非遺伝子組換え農産物の一定

の混入があった場合においても、１の一又は三の確認が

適切に行われている場合には、１の規定の適用について

は、分別生産流通管理が行われたことを確認したものと

みなす。 

４ 特定分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図

せざる特定遺伝子組換え農産物又は非特定遺伝子組換え

農産物の一定の混入があった場合においても、２の一の

確認が適切に行われている場合には、２の規定の適用に

ついては、特定分別生産流通管理が行われたことを確認

したものとみなす。 

５ 別表第十七及び別表第十八に掲げる加工食品の原材料

のうち、対象農産物又はこれを原材料とする加工食品で

あって主な原材料（原材料の重量に占める割合の高い原

材料の上位三位までのもので、かつ、原材料及び添加物

の重量に占める割合が５％以上であるものをいう。以下

同じ。）でないものについては、分別生産流通管理が行わ

れた遺伝子組換え農産物である旨、遺伝子組換え農産物

及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨、遺伝

子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が

行われた旨（遺伝子組換え農産物の混入がないと認めら

れる対象農産物である旨を含む。）、特定分別生産流通管

理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨又は特定

遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意

図的に混合された農産物である旨の表示（以下「遺伝子

組換えに関する表示」という。）は不要とする。ただし、

これらの原材料について遺伝子組換えに関する表示を行

う場合には、１から４までの規定の例によりこれを表示

しなければならない。 

６ 対象農産物を原材料とする加工食品であって別表第十

七及び別表第十八に掲げる加工食品以外のものの対象農

産物である原材料については、遺伝子組換えに関する表

示は不要とする。ただし、当該原材料について遺伝子組

換えに関する表示を行う場合には、１及び２の規定の例

によりこれを表示しなければならない。 

乳児用規格適用食

品   ＜省略＞ 

 ＜省略＞ ＜省略＞                ［原－38］ 

輸入品以外の加工

食品 

 

 

 

 

 

原料原産地名 

 

 

 

 

 

 

１ 対象原材料（使用した原材料に占める重量の割合が最

も高い原材料（酒税の保全及び酒類業組合等に関する法

律（昭和二十八年法律第七号）第八十六条の六第一項の

規定に基づく酒類の表示の基準において原産地を表示す

ることとされている原材料及び米穀等の取引等に係る情

報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（平成二十一

年法律第二十六号）第二条第三項に規定する指定米穀等
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(輸入品以外の加工

食品) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米穀及び別表第十五の１の(6)に掲げるもちを除く。）の

原材料である米穀を除く。）をいう。以下同じ。）の原産

地を、原材料名に対応させて、次に定めるところにより

表示する。 

一 対象原材料が生鮮食品であるもの（別表第十五の２

から５までに掲げるものを除く。）にあっては、次に定

めるところにより表示する。 

イ国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあって

は原産国名を表示する。ただし、国産品にあっては、

国産である旨の表示に代えて次に掲げる地名を表示す

ることができる。 

(イ) 農産物にあっては、都道府県名その他一般に知

られている地名 

(ロ) 畜産物にあっては、主たる飼養地（最も飼養期

間が長い場所をいう。以下同じ。）が属する都道府

県名その他一般に知られている地名 

(ハ) 水産物にあっては、生産（採取及び採捕を含

む。以下同じ。）した水域の名称（以下「水域名」

という。）、水揚げした港名、水揚げした港又は主

たる養殖場（最も養殖期間の長い場所をいう。以

下同じ。）が属する都道府県名その他一般に知られ

ている地名 

ロ 輸入された水産物にあっては、原産国名に水域名

を併記することができる。 

 二 対象原材料が加工食品であるもの（別表第十五の２

から５までに掲げるものを除く。）にあっては、次に定

めるところにより表示する。 

イ 国産品にあっては、国内において製造された旨を

「国内製造」と、輸入品にあっては外国において製

造された旨を「○○製造」と表示する（○○は、原

産国名とする。）。ただし、国産品にあっては、「国内

製造」の表示に代えて、「○○製造」と表示する（○

○は、都道府県名その他一般に知られている地名と

する。）ことができる。 

ロ イの規定による原産地の表示に代えて、当該対象原

材料に占める重量の割合が最も高い生鮮食品の名称

と共にその原産地を表示することができる。 

ハ 別表第十五の１に掲げるものにあっては、イの規定

にかかわらず、当該対象原材料に占める重量の割合

が最も高い生鮮食品の名称と共にその原産地を表示

する。 

三 一及び二の規定により表示することとされる原産地

が二以上ある場合にあっては、対象原材料に占める重

量の割合の高いものから順に表示する。 

四 一及び二の規定により表示することとされる原産地

が三以上ある場合にあっては、対象原材料に占める重

量の割合の高いものから順に二以上表示し、その他の

原産地を「その他」と表示することができる。 

五 別表第十五の１に掲げるものの対象原材料及び２から６

までの規定により原産地を表示する原材料以外の対象原
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(輸入品以外の加工

食品) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(原料原産地

名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料にあっては、次のいずれかに該当し、かつ、三及び

四の規定により表示することが困難な場合には、次に定

めるところにより表示することができる。 

イ 対象原材料として二以上の原産地のものを使用し、か

つ、当該対象原材料に占める重量の割合の順序が変動す

る可能性がある場合であって、次に掲げる要件の全てに

該当する場合には、三の規定にかかわらず、使用される

可能性がある原産地を、過去の一定期間における使用実

績又は将来の一定期間における使用計画における対象原

材料に占める重量の割合（以下「一定期間使用割合」と

いう。）の高い原産地から順に、「又は」の文字を用いて

表示することができる。 

(イ)過去の一定期間における使用実績に基づき原産地を

表示した場合にはその旨、将来の一定期間における使

用計画に基づき原産地を表示した場合にはその旨が認

識できるよう、一定期間使用割合の高いものから順に

表示した旨を、容器包装の原料原産地名に近接した箇

所に表示すること。 

(ロ)一定期間使用割合が五パーセント未満である対象原

材料の原産地（前号の規定に基づき「その他」と表示

されたものを除く。）については、当該原産地の表示

の次に括弧を付して、当該一定期間使用割合が五パー

セント未満である旨を表示すること。 

(ハ)過去又は将来の一定期間において、対象原材料とし

て使用する二以上の原産地のものの当該対象原材料に

占める重量の割合の順序の変動があること及びこれら

の一定期間使用割合の順を示す資料を保管すること。 

ロ 対象原材料として三以上の外国が原産地のものを使用

し、かつ、当該対象原材料に占める重量の割合の順序

が変動する可能性がある場合であって、過去又は将来

の一定期間における当該原産地の当該対象原材料に占

める重量の割合の順序の変動を示す資料を保管してい

る場合には、三の規定にかかわらず、原産国名の表示

に代えて、輸入品である旨を、対象原材料が生鮮食品

である場合には「輸入」等と、対象原材料が加工食品

である場合には「外国製造」等と表示することができ

る。 

ハ 対象原材料として国産品及び三以上の外国が原産地の

ものを使用し、かつ、当該対象原材料に占める重量の

割合の順序が変動する可能性がある場合であって、次

に掲げる要件の全てに該当する場合には、三の規定に

かかわらず、使用される可能性がある原産地として、

対象原材料が生鮮食品である場合には国産である旨及

び輸入品である旨を「国産又は輸入」等と、対象原材

料が加工食品である場合には国内において製造された

旨及び外国において製造された旨を「国内製造又は外

国製造」等と、一定期間使用割合の高いものから順に

表示することができる。 

(イ)過去の一定期間における使用実績に基づき原産地を

表示した場合にはその旨、将来の一定期間における使
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(輸入品以外の加工

食品) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(原料原産地

名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用計画に基づき原産地を表示した場合にはその旨が認

識できるよう、一定期間使用割合の高いものから順に

表示した旨を、容器包装の原料原産地名に近接した箇

所に表示すること。 

(ロ)一定期間使用割合が五パーセント未満である対象原

材料の原産地については、当該原産地の表示の次に括

弧を付して、当該一定期間使用割合が五パーセント未

満である旨を表示すること。 

(ハ)過去又は将来の一定期間において、対象原材料とし

て使用する三以上の外国が原産地のものの当該対象原

材料に占める重量の割合の順序の変動があること、三

以上の外国が原産地である対象原材料と国産品である

対象原材料の当該対象原材料に占める重量の割合の順

序の変動があること及びこれらの一定期間使用割合の

順を示す資料を保管すること。 

六 別表第十五の１に掲げるものにあっては、対象原材料

として二以上の原産地のものを使用し、かつ、当該対

象原材料に占める重量の割合の順序が変動する可能性

がある場合には、三の規定にかかわらず、使用される

可能性がある原産地を、一定期間使用割合の高い原産

地から順に表示することができる。この場合におい

て、一定期間において使用した割合の高いものから順

に表示したことが認識できるよう、必要な表示をしな

ければならない。 

２ 別表第十五の２に掲げる農産物漬物 

・・・＜省略＞       ［原－50］ 
３ 別表第十五の３に掲げる野菜冷凍食品 

・・・＜省略＞        ［原－54］ 

４ 別表第十五の４に掲げるうなぎ加工品 

・・・＜省略＞        ［原－57］ 

５ 別表第十五の５に掲げるかつお削りぶし 

・・・＜省略＞        ［原－58］ 
６ 別表第十五の６に掲げるおにぎり（米飯類を巻く目的

でのりを原材料として使用しているものに限る。） 

・・・＜省略＞        ［原－59］ 

７ １から６までの規定により表示することとされる原産

地以外の原材料の原産地を、１の規定により表示するこ

とができる。 

輸入品 原産国名 原産国名を表示する。 

３ 前二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる

区分に該当する食品にあってはこれを省略することができる。         ［原－61］ 

保存の方法 １ でん粉 

２ チューインガム 

３ 冷菓 

４ 砂糖 

５ アイスクリーム類 

６ 食塩 

７ 酒類 

８ 飲料水及び清涼飲料水（ガラス瓶入り・・・＜省略＞ 



‐31‐ 

９ 氷 

10 常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき事項

がないもの 

消費期限又は賞味期限 １ でん粉 

２ チューインガム 

３ 冷菓 

４ 砂糖 

５ アイスクリーム類 

６ 食塩及びうま味調味料 

７ 酒類 

８ 飲料水及び清涼飲料水 

９ 氷 

原材料名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下

であるもの（特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。） 

２ 原材料が一種類のみであるもの。ただし、次に掲げる場合は除

く。 

一 缶詰及び食肉製品の場合 

二 特定保健用食品及び機能性表示食品の場合 

三 原材料名に分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物で

ある旨を表示する場合 

四 原材料名に遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分

別されていない旨を表示する場合 

五 原材料名に分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産

物である旨を表示する場合 

六 原材料名に特定遺伝子組換え農産物と非特定遺伝子組換え農産

物を意図的に混合した旨を表示する場合 

添加物 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であ

るもの（特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。） 

内容量又は固形量及び

内容総量 

１ 内容量を外見上容易に識別できるもの（特定商品の販売に係る計

量に関する政令第五条に掲げる特定商品、特定保健用食品及び機能

性表示食品を除く。） 

２ 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下

であるもの（特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に掲げ

る特定商品、特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。） 

栄養成分の量及び熱量 

 

 

 

 

 

 

以下に掲げるもの（栄養表示(栄養成分若しくは熱量に関する表示及び

栄養成分の総称、その構成成分、前駆体その他これらを示唆する表現

が含まれる表示をいう。以下同じ。）をしようとする場合、特定保健用

食品及び機能性表示食品を除く。） 

一 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以

下であるもの 

二 酒類 

三 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの 

四 極めて短い期間で原材料（その配合割合を含む。）が変更される

もの 

五 消費税法（昭和六十三年法律第百八号）第九条第一項において

消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの 

製造所又は加工所の所

在地及び製造者又は加

工者の氏名又は名称 

容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であ

るもの（食品関連事業者の氏名又は名称及び住所の表示は要しないと

されているものを除く。） 
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遺伝子組換え食品に関

する事項 

容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であ

るもの 

乳児用規格適用食品で

ある旨 

＜省略＞ 

原料原産地名 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であ

るもの 

原産国名 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であ

るもの 

（個別的義務表示）                             ［原－65］ 

第四条 前条に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用加工食品のうち別表第十九の上欄に

掲げる食品を販売する際・・・＜従前個別表示基準の定められていた食品であり、菓子は 

該当しないので以下省略＞ 

（義務表示の特例）                             ［原－66］ 

第五条 前二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げ

る表示事項の表示は要しない。 

酒類を販売する場合 ＜省略＞ 

食品を製造し、又は加工した

場所で販売する場合 

原材料名（特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。） 

内容量又は固形量及び内容総量（特定保健用食品及び機能性表

示食品の場合を除く。） 

栄養成分の量及び熱量（栄養表示をしようとする場合並びに特

定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。） 

食品関連事業者の氏名又は名称及び住所（特定保健用食品及び

機能性表示食品の場合を除く。） 

原産国名 

原料原産地名 

別表第十九の中欄に掲げる表示事項 

     ＜以下、菓子は該当しないため省略＞ 

不特定又は多数の者に対して

譲渡（販売を除く。）する場合 

 

２ 前項の表の上欄の場合において、名称を表示する際には、第三条第一項ただし書及び同項の

表の名称の項の２の規定は適用しない。 

（推奨表示）                                ［原－70］ 

第六条 食品関連事業者は、一般用加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項の表

示を積極的に推進するよう努めなければならない。 

一 飽和脂肪酸の量 

二 食物繊維の量 

（任意表示） 

第七条 食品関連事業者が一般用加工食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項（特

色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工し

た場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡（販売を除く。）する場合を除く。）

が当該一般用加工食品の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従

い表示されなければならない。 

特色のある原材料

等に関する事項 

 

 

 

 

１ 特定の原産地のもの、有機農産物（有機農産物の日本農林規格（平成十

七年農林水産省告示第千六百五号）第三条に規定するものをいう。）、有機

畜産物、有機加工食品（有機加工食品の日本農林規格（平成十七年農林水

産省告示第千六百六号）第三条に規定するものをいう。）その他の使用し

た原材料が特色のあるものである旨を表示する場合又は製品の名称が特色

のある原材料を使用した旨を示すものである場合にあっては、第三条第二



‐33‐ 

 

(特色のある原材

料等に関する事

項) 

項の規定により原料原産地名を表示する場合（任意で原料原産地名を表示

する場合を含む。）を除き、次の各号に掲げるいずれかの割合を当該表示

に近接した箇所又は原材料名の次に括弧を付して表示する。ただし、その

割合が百パーセントである場合にあっては、割合の表示を省略することが

できる。 

一 特色のある原材料の製品の原材料及び添加物に占める重量の割合 

二 特色のある原材料の特色のある原材料及び特色のある原材料と同一の

種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合（この場合において、

特色のある原材料の特色のある原材料及び特色のある原材料と同一の種

類の原材料を合わせたものに占める重量の割合である旨の表示を表示す

る。） 

２ 特定の原材料の使用量が少ない旨を表示する場合にあっては、特定の原

材料の製品に占める重量の割合を当該表示に近接した箇所又は原材料名の

次に括弧を付して表示する。 

栄養成分（たんぱ

く質、脂質、炭水

化物及びナトリウ

ムを除く。） 

別表第九の第一欄に掲げる栄養成分（たんぱく質、脂質、炭水化物及びナト

リウムを除く。）を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分

（たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において

同じ。）の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。 

ナトリウムの量

（ナトリウム塩を

添加していない食

品の容器包装に表

示される場合に限

る。） 

ナトリウム塩を添加していない食品について、食塩相当量に加えてナトリウ

ムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分（たんぱく

質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。）の

量及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。この場合において、同項中

「たんぱく質、脂質、炭水化物の量及び熱量にあっては、当該栄養成分又は

熱量である旨の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により、ナトリ

ウムの量にあっては食塩相当量（ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。

以下同じ。）の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により表示す

る。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一

定の値又は下限値及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。 

栄養機能食品に係

る栄養成分の機能 

   ＜省略＞ 

＜省略＞                        ［原－73］ 

 

栄養成分の補給が

できる旨＜省略＞ 

＜省略＞                        ［原－76］ 

 

栄養成分または熱

量の適切な摂取が

できる旨＜省略＞ 

＜省略＞                        ［原－78］ 

 

糖類（単糖類又は

二糖類であって、

糖アルコールでな

いものに限る。以

下この項において

同じ。）を添加し

ていない旨 

次に掲げる要件の全てに該当する場合には、糖類を添加していない旨の表示

をすることができる。 

一 いかなる糖類も添加されていないこと。 

二 糖類（添加されたものに限る。）に代わる原材料（複合原材料を含

む。）又は添加物を使用していないこと。 

三 酵素分解その他何らかの方法により、当該食品の糖類含有量が原材料

及び添加物に含まれていた量を超えていないこと。 

四 当該食品の百グラム若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その

他の一単位当たりの糖類の含有量を表示していること。 
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ナトリウム塩を添

加していない旨 

次に掲げる要件の全てに該当する場合には、ナトリウム塩を添加していない

旨の表示をすることができる。 

一 いかなるナトリウム塩も添加されていないこと（ただし、食塩以外の

ナトリウム塩を技術的目的で添加する場合であって、当該食品に含まれ

るナトリウムの量が別表第十三の第三欄に定める基準値以下であるとき

は、この限りでない。）。 

二 ナトリウム塩（添加されたものに限る。）に代わる原材料（複合原材

料を含む。）又は添加物を使用していないこと。 

（表示の方式等）                              ［原－81］ 

第八条 第三条及び第四条に掲げる事項（栄養成分の量及び熱量については、第三条、第四条及

び前二条に掲げる事項）の表示は、次の各号に定めるところによりされなければならない。た

だし、別表第二十の上欄に掲げる食品にあっては、次の各号の規定（第三号の栄養成分の量及

び熱量の表示に係る規定を除く。）にかかわらず、同表の中欄に定める様式（当該様式による表

示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合を含む。）及び下欄に定める表示の方式に

従い表示されなければならない。 

一 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいよ

うな用語により正確に行う。 

二 容器包装（容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装）を開かないでも容

易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所（栄養成分の量及び熱量の表示に

関し、同一の食品が継続的に同一人に販売されるものであって、容器包装に表示することが

困難な食品（特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。）にあっては、当該食品の販売に伴

って定期的に購入者に提供される文書）に表示する。 

三 名称、原材料名、添加物、原料原産地名、内容量、固形量、内容総量、消費期限、保存の

方法、原産国名及び食品関連事業者の表示は別記様式一により、栄養成分（たんぱく質、脂

質、炭水化物及びナトリウム（食塩相当量に換算したもの））の量及び熱量の表示は別記様式

二（たんぱく質、脂質、炭水化物及び食塩相当量に換算したナトリウム以外の栄養成分もこ

れと併せて表示する場合にあっては、別記様式三）により行う。ただし、別記様式一から別

記様式三までにより表示される事項が別記様式による表示と同等程度に分かりやすく一括し

て表示される場合は、この限りでない。 

四 名称は、前号に規定する別記様式一の枠内ではなく、商品の主要面に表示することができ

る。この場合において、内容量、固形量又は内容総量についても、前号に規定する別記様式

一の枠内ではなく、名称と同じ面に表示することができる。 

五 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は、食品関連事業者の氏

名又は名称及び住所と近接して表示しなければならない。 

六 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を製造所固有記号をもって表示する場合にあっ

ては、原則として、食品関連事業者の氏名又は名称の次に表示する。 

七 特定保健用食品にあっては、特定の保健の目的が期待できる旨の表示は、添付する文書へ

の表示をもって、容器包装への表示に代えることができる。 

八 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とする。 

九 表示に用いる文字は、日本産業規格Ｚ八三〇五（一九六二）（以下「ＪＩＳＺ八三〇五」と

いう。）に規定する八ポイントの活字以上の大きさの文字とする。ただし、表示可能面積がお

おむね百五十平方センチメートル以下のもの及び印刷瓶に入れられた一般用加工食品であっ

て、表示すべき事項を蓋（その面積が三十平方センチメートル以下のものに限る。）に表示す

るものにあっては、ＪＩＳＺ八三〇五に規定する五・五ポイントの活字以上の大きさの文字

とすることができる。蓋に表示をする場合であって、内容量以外の事項を全て蓋に表示する

場合には、内容量の表示は、蓋以外の箇所にすることができる。 

（表示禁止事項） 

第九条 食品関連事業者は、第三条、第四条、第六条及び第七条に掲げる表示事項に関して、次

に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはならない。 
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一 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語 

二 第三条及び第四条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語 

三 乳児用規格適用食品以外の食品にあっては、乳児用規格適用食品である旨を示す用語又は

これと紛らわしい用語 

四 遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認した対象

農産物を原材料とする食品（当該食品を原材料とするものを含む。）以外の食品にあっては、

当該食品の原材料である別表第十七の上欄に掲げる作物に関し遺伝子組換え農産物が混入し

ないように分別生産流通管理が行われた旨（遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる

対象農産物である旨を含む。）を示す用語 

五 組換えＤＮＡ技術を用いて生産された農産物の属する作目以外の作目を原材料とする食品

にあっては、当該農産物に関し遺伝子組換えでないことを示す用語 

六 産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような用語 

七 ナトリウム塩を添加している食品にあっては、ナトリウムの量 

八 機能性表示食品・・・＜省略＞                     ［原－85］ 

九 栄養機能食品にあっては、次に掲げる用語 

イ 別表第十一に掲げる栄養成分以外の成分の機能を示す用語 

ロ 特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語 

十 保健機能食品（特定保健用食品、機能性表示食品及び栄養機能食品をいう。以下同じ。）以

外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目

的が期待できる旨を示す用語 

十一 屋根型紙パック容器の上端の一部を一箇所切り欠いた表示（ただし、牛乳について、別

表第二十一に掲げる方法により表示する場合を除く。） 

十二 等級のある日本農林規格の格付対象品目であって、等級の格付が行われた食品以外のも

のにあっては、等級を表す用語 

十三 その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示 

２ 前項に規定するもののほか、別表第二十二の上欄に掲げる食品にあっては、同表の下欄に掲

げる表示禁止事項を容器包装に表示してはならない。 

第二款 業務用加工食品                      ［原－86］ 

＜以下の条文省略＞ 

第十条（義務表示）、第十一条（義務表示の特例）、第十二条（任意表示）、第十三条（表示の方式

等）、第十四条（表示禁止事項） 

 第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準           ［原－102］ 

＜以下の条文省略＞ 

第十五条（義務表示）、第十六条（表示の方式等）、第十七条（表示禁止事項） 

第三章 生鮮食品                           ［原－105］ 

第一 節 食品関連事業者に係る基準 

第一款 一般用生鮮食品 

      ＜以下の条文省略＞ 

第十八条（横断的義務表示）、第十九条（個別的義務表示）、第二十条（義務表示の特例）、第二十

一条（任意表示）、第二十二条（表示の方式等）、第二十三条（表示禁止事項） 

第二款 業務用生鮮食品                      ［原－135］ 

＜以下の条文省略＞ 

第二十四条（義務表示）、第二十五条（義務表示の特例）、第二十六条（任意表示）、第二十七条

（表示の方式等）、第二十八条（表示禁止事項） 

第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準           ［原－142］ 

＜以下の条文省略＞ 

第二十九条（義務表示）、第三十条（表示の方式等）、第三十一条（表示禁止事項） 
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第四章 添加物 

第一節 食品関連事業者に係る基準                 ［原－144］ 

＜以下の条文省略＞ 

第三十二条（義務表示）、第三十三条（義務表示の特例）、第三十四条（任意表示）、第三十五条

（表示の方式等）、第三十六条（表示禁止事項） 

第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準           ［原－160］ 

＜以下の条文省略＞ 

第三十七条（義務表示）、第三十八条（表示の方式等）、第三十九条（表示禁止事項） 

第五章 雑 則                            ［原－162］ 

第四十条（生食用牛肉の注意喚起表示）＜省略＞ 

（努力義務） 

第四十一条 食品関連事業者等は、第三条及び第四条に掲げる事項のうち、第五条の規定により

表示の義務がない事項について表示しようとするときは、第三条及び第四条に定める方法によ

り表示するよう努めなければならない。 

２ 食品関連事業者等は、この府令に基づく表示を適正に行うために必要な限度において、その

販売する食品及び当該食品関連事業者等に対して販売された食品の表示に関する情報が記載さ

れた書類を整備し、これを保存するよう努めなければならない。 

 

附 則                               ［原－163］ 
（施行期日） 

第一条 この府令は、食品表示法の施行の日から施行する。ただし、第三条第一項の表の製造所

又は加工所の所在地（輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては・・・＜省

略＞。 以下この章において同じ。）及び製造者又は加工者の氏名又は名称（輸入品にあっては

輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては・・・＜省略＞。以下この章において同じ。）の項の３

（第十条第一項、第十五条において準用する場合を含む。）、第八条第一項第六号（第十六条に

おいて準用する場合を含む。）、第十条第二項、第十三条第三号、第三十二条第一項の表の製造

所又は加工所の所在地（輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地。以下この章において同

じ。）及び製造者又は加工者の氏名又は名称（輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称。以

下この章において同じ。）の項の３（同条第三項において準用する場合を含む。）の規定は、こ

の府令の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。 

第二条（食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令等の廃止） 

＜省略＞ 

（経過措置）                              ［原－170］ 

第三条 この府令の施行前にした表示に係る表示の基準の適用については、なお従前の例による。 

第四条 この府令の施行の日から令和 2 年 3 月 31 日までに製造され、加工され、又は輸入される

加工食品（業務用加工食品を除く。）及び添加物（業務用添加物を除く。）並びに同日までに販

売される業務用加工食品及び業務用添加物の表示については、第二章及び第四章の規定にかか

わらず、なお従前の例によることができる。 

第五条 この府令の施行の日から平成 28 年 9 月 30 日までに販売される生鮮食品（業務用生鮮食

品を除く。）の表示については、第三章の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

第六条 第三条第三項の表の栄養成分の量及び熱量の項の下欄に定める五の「消費税法（昭和 63

年法律第 108 号）第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するも

の」は、当分の間、「消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第九条第一項において消費税を納め

る義務が免除される事業者又は中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第二条第五項に規定

する小規模企業者が販売するもの」と読み替えるものとする。 

２ 第三十二条第五項・・・＜添加物関係、省略＞  
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附 則 （平成 29 年 9 月１日内閣府令第 43 号）              ［原－171］ 

（施行期日） 

第一条 この府令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この府令の施行日から令和 4 年 3 月 31 日までに製造され、又は加工される加工食品(業

務用加工食品を除く。)並びに同日までに販売される業務用生鮮食品及び業務用加工食品の表示

（この府令による改正に係る部分に限る。）については、この府令による改正後の食品表示基準

第二章及び第三章並びに附則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

第三条 前条の規定にかかわらず、この府令の施行の際に加工食品の製造所又は加工所で製造過

程にある加工食品の表示は、なお従前の例によることができる。 

 

附 則 （平成 30 年 9 月 21 日内閣府令第 44 号）：（省略事項のみ）     ［原－172］ 

この府令は、公布の日から施行する。 

 

附 則 （平成 31 年 4 月 25 日内閣府令第 24 号）             ［原－172］ 

（施行期日） 

１この府令は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

（経過措置） 

２この府令の施行前にこの府令による改正前の食品表示基準により遺伝子組換え食品に関する事

項を表示した加工食品（業務用加工食品を除く。）及び生鮮食品（業務用生鮮食品を除く。）は、

この府令の施行後においても販売することができる。 

 

附 則 （令和元年 6月 28 日内閣府令第 17 号） 

（施行期日） 

  この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から

施行する。 

 

 

別表第一（第二条関係） ＜加工食品の定義＞                 ［原－174］ 

１ 麦類 ：精麦 

２ 粉類 ：米粉、小麦粉、雑穀粉、豆粉、いも粉、調製穀粉、その他の粉類 

３ でん粉 ：小麦でん粉、とうもろこしでん粉、甘しょでん粉、ばれいしょでん粉、タピオ

カでん粉、サゴでん粉、その他のでん粉 

４ 野菜加工品 ：野菜缶・瓶詰、トマト加工品、きのこ類加工品、塩蔵野菜（漬物を除く。）、

野菜漬物、野菜冷凍食品、乾燥野菜、野菜つくだ煮、その他の野菜加工品 

５ 果実加工品 ：果実缶・瓶詰、ジャム・マーマレード及び果実バター、果実漬物、乾燥果

実、果実冷凍食品、その他の果実加工品 

６ 茶、コーヒー及びココアの調製品 ：茶、コーヒー製品、ココア製品 

７ 香辛料 ：ブラックペッパー、ホワイトペッパー、レッドペッパー、シナモン（桂皮）、ク

ローブ（丁子）、ナツメグ（肉ずく）、サフラン、ローレル（月桂葉）、パプリカ、オールスパ

イス（百味こしょう）、さんしょう、カレー粉、からし粉、わさび粉、しょうが、その他の香

辛料 

８ めん・パン類 ：めん類、パン類 

９ 穀類加工品 ：アルファー化穀類、米加工品、オートミール、パン粉、ふ、麦茶、その他

の穀類加工品 

10 菓子類 ：ビスケット類、焼き菓子、米菓、油菓子、和生菓子、洋生菓子、半生菓子、和

干菓子、キャンデー類、チョコレート類、チューインガム、砂糖漬菓子、スナック菓子、冷

菓、その他の菓子類 
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11 豆類の調製品 ：あん、煮豆、豆腐・油揚げ類、ゆば、凍り豆腐、納豆、きなこ、ピーナ

ッツ製品、いり豆、その他の豆類調製品 

12 砂糖類 ：砂糖、糖みつ、糖類 

13 その他の農産加工食品 ：こんにゃく、その他１から 12 に分類されない農産加工食品 

14 食肉製品 ：加工食肉製品、鳥獣肉の缶・瓶詰、加工鳥獣肉冷凍食品、その他の食肉製品 

15 酪農製品 ：牛乳、加工乳、乳飲料、練乳及び濃縮乳、粉乳、発酵乳及び乳酸菌飲料、バ

ター、チーズ、アイスクリーム類、その他の酪農製品 

16 加工卵製品 ：鶏卵の加工製品、その他の加工卵製品 

17 その他の畜産加工食品 ：蜂蜜、その他 14から 16 に分類されない畜産加工食品 

18 加工魚介類 ：素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類、塩蔵魚介類、缶詰魚介類、加工水

産物冷凍食品、練り製品、その他の加工魚介類 

19 加工海藻類 ：こんぶ、こんぶ加工品、干のり、のり加工品、干わかめ類、干ひじき、干

あらめ、寒天、その他の加工海藻類 

20 その他の水産加工食品 ：その他 18及び 19に分類されない水産加工食品 

21 調味料及びスープ ：食塩、みそ、しょうゆ、ソース、食酢、調味料関連製品、スープ、

その他の調味料及びスープ 

22 食用油脂 ：食用植物油脂、食用動物油脂、食用加工油脂 

23 調理食品 ：調理冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品、弁当、そうざい、その他

の調理食品 

24 その他の加工食品 ：イースト、植物性たんぱく及び調味植物性たんぱく、麦芽及び麦芽

抽出物並びに麦芽シロップ、粉末ジュース、その他 21 から 23 に分類されない加工食品 

25 飲料等 ：飲料水、清涼飲料、酒類、氷、その他の飲料 

別表第二（第二条関係） ＜生鮮食品の定義＞                 ［原－178］ 

１ 農産物（きのこ類、山菜類及びたけのこを含む。） 

 (1) 米穀（収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を

混合したものを含む。） ：玄米、精米 

 (2) 麦類（収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む。） 

：大麦、はだか麦、小麦、ライ麦、えん麦 

 (3) 雑穀（収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む。） 

   ：とうもろこし、あわ、ひえ、そば、きび、もろこし、はとむぎ、その他の雑穀 

 (4) 豆類（収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含み、未成熟の

ものを除く。） 

   ：大豆、小豆、いんげん、えんどう、ささげ、そら豆、緑豆、落花生、その他の豆類 

 (5) 野菜（収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させた

ものを含む。） ：根菜類、葉茎菜類、果菜類、香辛野菜及びつまもの類、きのこ類、山菜

類、果実的野菜、その他の野菜 

 (6) 果実（収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させた

ものを含む。） ：かんきつ類、仁果類、核果類、しょう果類、殻果類、熱帯性及び亜熱帯

性果実、その他の果実 

(7) その他の農産食品（収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に

凍結させたものを含む。） ：糖料作物、こんにゃくいも、未加工飲料作物、香辛料原材料、

他に分類されない農産食品 

２ 畜産物 ＜省略＞ 

３ 水産物 ＜省略＞ 

別表第三（第二条関係）                           ［原－182］ 

別表第四（第三条関係）                           ［原－318］ 

別表第五（第三条関係）                           ［原－490］ 

＜以上の表は従前個別表示基準が定められていた品目であり、菓子は該当しないので省略＞ 
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別表第六（第三条関係）  ＜添加物の表示の基本＞              ［原－500］ 

 

別表第七（第三条関係）  ＜添加物の表示の例外＞              ［原－501］ 

イーストフード イーストフード 

ガムベース ガムベース 

かんすい かんすい 

酵素 酵素 

光沢剤 光沢剤 

香料 香料又は合成香料 

酸味料 酸味料 

チューインガム軟化剤 軟化剤 

調味料（甘味料及び酸

味料に該当するものを

除く。） 

 

アミノ酸のみから構成される場合にあっては、調味料（アミノ酸） 

主としてアミノ酸から構成される場合（アミノ酸のみから構成される場

合を除く。）にあっては、調味料（アミノ酸等） 

核酸のみから構成される場合にあっては、調味料（核酸） 

主として核酸から構成される場合（核酸のみから構成される場合を除

く。）にあっては、調味料（核酸等） 

有機酸のみから構成される場合にあっては、調味料（有機酸） 

主として有機酸から構成される場合（有機酸のみから構成される場合を

除く。）にあっては、調味料（有機酸等） 

無機塩のみから構成される場合にあっては、調味料（無機塩） 

主として無機塩から構成される場合（無機塩のみから構成される場合を

除く。）にあっては、調味料（無機塩等） 

豆腐用凝固剤 豆腐用凝固剤又は凝固剤 

苦味料 苦味料 

乳化剤 乳化剤 

水素イオン濃度調整剤 水素イオン濃度調整剤又は PH 調整剤 

膨張剤 膨張剤、膨脹剤、ベーキングパウダー又はふくらし粉 

 

別表第八（第三十二条関係）  ＜省略、第四章 添加物に関する表＞      ［原－503］ 

別表第九（第三条、第七条、第九条、第十二条、第二十一条、第二十三条、第二十六条、 

第三十四条関係）＜栄養成分表示の単位、許容範囲等＞        ［原－506］ 

 ＜数値の記号は、以下のとおりです。 

   ｇ：グラム、ｍｇ：ミリグラム（千分の 1ｇ）、 

㎍：マイクログラム（千分の 1ｍｇ、百万分の 1ｇ） 

   ｍｌ：ミリリットル(千分の 1リットル、1ｃｃ)    以下の表において同じ。 ＞ 

甘味料 甘味料、人工甘味料又は合成甘味料 

着色料 着色料又は合成着色料 

保存料 保存料又は合成保存料 

増粘剤、安定剤、ゲル

化剤又は糊料 

主として増粘の目的で使用される場合にあっては、増粘剤又は糊料 

主として安定の目的で使用される場合にあっては、安定剤又は糊料 

主としてゲル化の目的で使用される場合にあっては、ゲル化剤又は糊

料 

酸化防止剤 酸化防止剤 

発色剤 発色剤 

漂白剤 漂白剤 

防かび剤又は防ばい剤 防かび剤又は防ばい剤 
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栄養成分及び熱

量 

表示の 

単位 
測定及び算出の方法 許容差の範囲 

0 と表示す

ることがで

きる量 

たんぱく質 

 

 

ｇ 窒素定量換算法 ±20％（ただし、当該

食品 100ｇ当たり（清

涼飲料水等にあって

は、100ｍｌ当たり）の

たんぱく質の量が 2.5

ｇ未満の場合は±0.5

ｇ） 

0.5ｇ 

脂質 ｇ エーテル抽出法、クロロホル

ム・メタノール混液抽出法、

ゲルベル法、酸分解法又はレ

ーゼゴットリーブ法 

±20％（ただし、当該

食品 100ｇ当たり（清

涼飲料水等にあって

は、100ｍｌ当たり）の

脂質の量が 2.5ｇ未満

の場合は±0.5ｇ） 

0.5ｇ 

飽和脂肪酸 ｇ ガスクロマトグラフ法 ±20％（ただし、当該

食品 100ｇ当たり（清

涼飲料水等にあって

は、100ｍｌ当たり）の

飽和脂肪酸の量が 0.5

ｇ未満の場合は±0.1

ｇ） 

0.1ｇ 

ｎ‐３系脂肪酸   ＜省略＞ ［原－508］  

ｎ‐６系脂肪酸   ＜省略＞ ［原－508］  

コレステロール   ＜省略＞ ［原－508］  

炭水化物 ｇ 当該食品の質量から、たんぱ

く質、脂質、灰分及び水分の

量を控除して算定すること。

この場合において、たんぱく

質及び脂質の量にあっては、

第一欄の区分に応じ、第三欄

に掲げる方法により測定し、

灰分及び水分の量にあって

は、次に掲げる区分に応じ、

次に定める方法により測定す

ること。 

一 灰分 酢酸マグネシウム

添加灰化法、直接灰化法又は

硫酸添加灰化法 

二 水分 カールフィッシャ

ー法、乾燥助剤法、減圧加熱

乾燥法、常圧加熱乾燥法又は

プラスチックフィルム法 

±20％（ただし、当該

食品 100ｇ当たり（清

涼飲料水等にあって

は、100ｍｌ当たり）の

炭水化物の量が 2.5ｇ

未満の場合は±0.5ｇ） 

0.5ｇ 

糖質 

 

 

 

 

ｇ 当該食品の質量から、たんぱ

く質、脂質、食物繊維、灰分

及び水分の量を控除して算定

すること。この場合におい

て、たんぱく質、脂質及び食

±20％（ただし、当該

食品 100ｇ当たり（清

涼飲料水等にあって

は、100ｍｌ当たり）の

糖質の量が 2.5ｇ未満

0.5ｇ 
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（糖質） 

物繊維の量にあっては、第一

欄の区分に応じ、第三欄に掲

げる方法により測定し、灰分

及び水分の量にあっては、炭

水化物の項の第三欄の一及び

二に掲げる区分に応じ、一及

び二に定める方法により測定

すること。 

の場合は±0.5ｇ） 

糖類（単糖類又

は二糖類であっ

て、糖アルコー

ルでないものに

限る。） 

ｇ ガスクロマトグラフ法又は高

速液体クロマトグラフ法 

±20％（ただし、当該

食品 100ｇ当たり（清

涼飲料水等にあって

は、100ｍｌ当たり）の

糖類の量が 2.5ｇ未満

の場合は±0.5ｇ） 

0.5ｇ 

食物繊維 ｇ プロスキー法又は高速液体ク

ロマトグラフ法 

±20％  

亜鉛  ＜省略＞ ［原－512］  

カリウム  ＜省略＞   

カルシウム  ＜省略＞ ［原－513］  

クロム  ＜省略＞   

セレン  ＜省略＞   

鉄  ＜省略＞   

銅  ＜省略＞ ［原－514］  

ナトリウム ｍｇ 

（ 千 ｍ

ｇ 以 上

の 量 を

表 示 す

る 場 合

に あ っ

て は 、

ｇ を 含

む。） 

原子吸光光度法又は誘導結合

プラズマ発光分析法 

±20％（ただし、当該

食品 100ｇ当たり（清

涼飲料水等にあって

は、100ｍｌ当たり）の

ナトリウムの量が 25ｍ

ｇ未満の場合は±5ｍ

ｇ） 

5ｍｇ 

マグネシウム   ＜省略＞ ［原－515］  

マンガン   ＜省略＞   

モリブデン   ＜省略＞   

ヨウ素   ＜省略＞   

リン   ＜省略＞   

ナイアシン   ＜省略＞ ［原－516］  

パントテン酸   ＜省略＞   

ビオチン   ＜省略＞   

ビタミンＡ   ＜省略＞   

ビタミンＢ１   ＜省略＞ ［原－517］  

ビタミンＢ２   ＜省略＞   

ビタミンＢ６   ＜省略＞   

ビタミンＢ12   ＜省略＞   

ビタミンＣ   ＜省略＞ ［原－518］  



‐42‐ 

ビタミンＤ   ＜省略＞   

ビタミンＥ   ＜省略＞   

ビタミンＫ  ＜省略＞   

葉酸   ＜省略＞   

熱量 ｋCal 修正アトウォーター法 ±20％（ただし、当該

食品 100ｇ当たり（清

涼飲料水等にあって

は、100ｍｌ当たり）の

熱量が 25ｋCal 未満の

場合は±5ｋCal） 

5ｋCal 

 

別表第十（第二条関係） ＜省略：国民の健康の維持増進等を図るために示されている栄養成分

の摂取量の基準値の平均値＞             ［原－520］ 

別表第十一（第二条、第七条、第九条、第二十三条関係） 

＜省略：栄養成分の機能、上・下限値、摂取上の注意事項＞  ［原－522］ 

別表第十二（第七条関係） ＜省略：栄養成分の補給できる旨の表示の基準＞   ［原－530］ 

別表第十三（第七条関係） ＜省略：栄養成分または熱量の適切な摂取ができる 

旨の表示の基準＞   ［原－537］ 

別表第十四（第三条関係） ＜アレルゲン＞                  ［原－540］ 

えび かに  小麦  そば  卵  乳  落花生 

別表第十五（第三条、第十条関係） ＜原料原産地＞              ［原－541］ 

１ 次に掲げるもののうち、原材料及び添加物に占める重量の割合が最も高い生鮮食品（ (5)

の緑茶及び緑茶飲料にあっては荒茶の原材料、(6)のもちにあっては米穀、(8)の黒糖及び黒

糖加工品にあっては黒糖の原材料、(9)のこんにゃくにあってはこんにゃくいも（こんにゃく

の原材料であるこんにゃく粉の原材料として用いられたこんにゃくいもを含む。）、(18)のこ

んぶ巻にあってはこんぶに限る。）の当該割合が５０パーセント以上であるもの 

(１) 乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実（フレーク状又は粉末状にしたものを除く。） 

(２) 塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実（農産物漬物を除く。） 

(３) ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん（缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ

食品に該当するものを除く。） 

(４) 異種混合したカット野菜、・・・＜省略＞ 

(５) 緑茶及び緑茶飲料 

(６) もち 

(７) いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類 

(８) 黒糖及び黒糖加工品 

(９) こんにゃく 

  ＜以下(10)～(22)は食肉、魚介類、海藻類並びにその加工品等であり省略＞ 

２農産物漬物 

３野菜冷凍食品 

４うなぎ加工品 

５かつお削りぶし 

６おにぎり（米飯類を巻く目的でのりを原材料として使用しているものに限る。） 
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別表第十六（第二条関係） ＜遺伝子組み換え農産物＞             ［原－544］ 

１ 大豆（枝豆及び大豆もやしを含む。） 

２ とうもろこし 

３ ばれいしょ 

４ なたね 

５ 綿実 

６ アルファルファ 

７ てん菜 

８ パパイヤ 

別表第十七（第三条、第九条関係） ＜遺伝子組み換え表示加工食品＞      ［原－544］ 

 

対 象 農 産 物 加 工 食 品 

大豆（枝豆及び大豆もやしを含

む。） 

１ 豆腐・油揚げ類 

２ 凍り豆腐、おから及びゆば 

３ 納豆 

４ 豆乳類 

５ みそ 

６ 大豆煮豆 

７ 大豆缶詰及び大豆瓶詰 

８ きなこ 

９ 大豆いり豆 

10 １から９までに掲げるものを主な原材料とするもの 

11 調理用の大豆を主な原材料とするもの 

12 大豆粉を主な原材料とするもの 

13 大豆たんぱくを主な原材料とするもの 

14 枝豆を主な原材料とするもの 

15 大豆もやしを主な原材料とするもの 

とうもろこし １ コーンスナック菓子 

２ コーンスターチ 

３ ポップコーン 

４ 冷凍とうもろこし 

５ とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰 

６ コーンフラワーを主な原材料とするもの 

７ コーングリッツを主な原材料とするもの（コーンフレ

ークを除く。） 

８ 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの 

９ １から５までに掲げるものを主な原材料とするもの 

ばれいしょ 

 

 

 

（ばれいしょ） 

１ ポテトスナック菓子 

２ 乾燥ばれいしょ 

３ 冷凍ばれいしょ 

４ ばれいしょでん粉 

５ 調理用のばれいしょを主な原材料とするもの 

６ １から４までに掲げるものを主な原材料とするもの 

なたね  

綿実  

アルファルファ アルファルファを主な原材料とするもの 

てん菜 調理用のてん菜を主な原材料とするもの 

パパイヤ パパイヤを主な原材料とするもの 
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別表第十八（第三条、第十八条関係） ＜特定遺伝子組み換え表示加工食品＞   ［原－547］ 

 

別表第十九（第四条、第五条関係）  ＜表示事項・方法＞           ［原－548］ 

  ＜従前個別表示基準が定められていた品目であり、おおむね菓子には該当しないが、容 

器包装詰加熱加圧殺菌食品については平成 24 年 8 月 2 日付け厚労省基準審査課長及び 

監視安全課長通達｢容器包装詰低酸性食品に関するボツリヌス食中毒の対策について｣の 

内容が該当する。食品表示基準について（平成 27 年 3 月 30 日消食表第 139 号）の(加工 

食品)の 1の（12）参照。）＞ 

 

食   品 表 示 事 項 表 示 の 方 法 

・・・・ ・・・・・＜省略＞・・・・・・・ ・・・・ 

容器包装詰加圧

加熱殺菌食品 

 

[原－583] 

食品を気密性のある容殺器包装に入れ、密

封した後、加圧加熱殺菌した旨（缶詰又は

瓶詰の食品、清涼飲料水、食肉製品、鯨肉

製品及び魚肉練り製品を除く。） 

「気密性容器に密封し加圧加

熱殺菌」等食品を気密性のあ

る容器包装に入れ、密封した

後、加圧加熱殺菌した旨を示

す文言を表示する。 

・・・・ ・・・・・＜省略＞・・・・・・・ ・・・・ 

 

別表第二十（第八条＜表示の方式、ただし書き＞関係）  ＜省略＞       ［原－633］ 
      ＜機能性表示食品及び従前個別表示基準が定められていた品目＞ 
別表第二十一（第九条第 1項第 11 号＜牛乳＞関係） ＜省略＞          ［原－673］ 
別表第二十二（第九条＜表示禁止事項＞関係）   ＜省略＞          ［原－674］ 
      ＜従前個別表示基準が定められていた品目＞ 
別表第二十三（第十三条＜業務用加工食品＞関係）  ＜省略＞         ［原－715］ 
別表第二十四（第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条関係）  ＜省略＞ ［原－717］ 

＜いずれも生鮮食品＞ 
別表第二十五（第二十七条＜業務用生鮮食品＞関係）  ＜省略＞        ［原－755］ 
  

形質 加工食品 対象農産物 

高オレイン酸 １ 大豆を主な原材料とするもの（脱脂されたことによ

り、上欄に掲げる形質を有しなくなったものを除く。） 

２ １に掲げるものを主な原材料とするもの 

大豆 

ステアリドン

酸産生 

高リシン １ とうもろこしを主な原材料とするもの（上欄に掲げる 

形質を有しなくなったものを除く。） 

２ １に掲げるものを主な原材料とするもの 

とうもろこし 
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別記様式一（第八条関係） ＜名称等の表示様式＞               ［原－758］ 

名称 

原材料名 

添加物 

原料原産地名 

内容量 

固形量 

内容総量 

消費期限 

保存方法 

原産国名 

製造者 

備考１ この様式中「名称」とあるのは、これに代えて、「品名」、「品目」、「種類別」又は

「種類別名称」と表示することができる。 

２ 添加物については、事項欄を設けずに、原材料名の欄に原材料名と明確に区分して

表示することができる。 

３ 原料原産地名については、事項欄を設けずに、対応する原材料名の次に括弧を付し

て表示することができる。 

４ 消費期限に代えて賞味期限を表示すべき場合にあっては、この様式中「消費期限」

を「賞味期限」とする。 

５ 食品関連事業者が、販売業者、加工業者又は輸入業者である場合にあっては、この

様式中「製造者」とあるのは、それぞれ「販売者」、「加工者」又は「輸入者」とする。 

６ 原材料名、原料原産地名、内容量及び消費期限又は賞味期限を他の事項と一括して

表示することが困難な場合には、表示事項を一括して表示する箇所にその表示箇所を

表示すれば、他の箇所に表示することができる。 

７ 消費期限又は賞味期限の表示箇所を表示して他の箇所に表示する場合において、保

存の方法についても、表示事項を一括して表示する箇所にその表示箇所を表示すれば、

消費期限又は賞味期限の表示箇所に近接して表示することができる。 

８ 第八条第四号の規定に基づき名称を商品の主要面に表示した場合にあっては、この

様式中、名称の事項を省略することができる。内容量、固形量又は内容総量を名称と

ともに主要面に表示した場合も同様とする。 

９ 第三条第二項の表の上欄に掲げる食品に該当しない食品にあっては、同表の中欄に

定める事項、第三条第三項により省略できる事項又は第五条の規定により表示しない

事項については、この様式中、当該事項を省略する。 

10 この様式は、縦書とすることができる。 

11 この様式の枠を表示することが困難な場合には、枠を省略することができる。 

12 不当景品類及び不当表示防止法（昭和三十七年法律第百三十四号）第十一条第一項

の規定に基づき公正競争規約に定められた表示事項その他法令により表示すべき事項

及び消費者の選択に資する適切な表示事項は、枠内に表示することができる。 
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別記様式二（第八条,第二十二条,第三十五条関係）＜栄養成分及び熱量の表示様式＞［原－761］ 

栄養成分表示 
食品単位当たり 
熱量                          Kcal 

たんぱく質                       ｇ 

脂質                          ｇ 

炭水化物                        ｇ 

食塩相当量                       ｇ 

備考１ 食品単位は、100g、100ml、１食分、１包装その他の１単位のいずれかを表示する。

この場合において、１食分である場合は、１食分の量を併記して表示する。 

２ この様式中の栄養成分及び熱量の順を変更してはならない。 

３ 栄養成分の量及び熱量であって一定の値を０とするものについては、当該栄養成分

又は熱量である旨の文字を冠して一括して表示することができる。 

４ この様式の枠を表示することが困難な場合には、枠を省略することができる。 

別記様式三（第八条、第二十二条、第三十五条関係） ＜栄養成分の拡大表示様式＞［原－762］ 

栄養成分表示 

食品単位当たり 

熱量                          Kcal 

たんぱく質                       ｇ 

脂質                          ｇ 

－飽和脂肪酸                     ｇ 

－ｎ‐３系脂肪酸                   ｇ 

－ｎ‐６系脂肪酸                   ｇ 

コレステロール                     ｍｇ 

炭水化物                        ｇ 

－糖質                        ｇ 

－糖類                       ｇ 

－食物繊維                      ｇ 

食塩相当量                       ｇ 

たんぱく質、脂質、飽和脂肪酸、ｎ‐３系脂肪酸、     ｍｇ 

ｎ‐６系脂肪酸、コレステロール、炭水化物、糖質 

、糖類、食物繊維及びナトリウム以外の栄養成分 

備考１ 食品単位は、100g、100ml、１食分、１包装その他の１単位のいずれかを表示する。

この場合において、1食分である場合は、1食分の量を併記して表示する。 

２ この様式中の栄養成分及び熱量の順を変更してはならない。 

３ 栄養成分の量及び熱量であって一定の値を０とするものについては、当該栄養成分

又は熱量である旨の文字を冠して一括して表示することができる。 

４ 糖質又は食物繊維の量のいずれかを表示しようとする場合にあっては、糖質及び食

物繊維の量両方を表示する。 

５ ナトリウム塩を添加していない食品又は添加物について、食塩相当量に加えてナト

リウムを表示しようとする際は、「食塩相当量」を「ナトリウム（食塩相当量）」等に

代えて表示する。 

６ 義務表示となっている栄養成分以外で表示しないものについては、この様式中当該

成分を省略する。 

７ 表示の単位は、この様式中の単位にかかわらず、別表第九の第一欄の区分に応じ、

同表の第二欄によって表示する。 

８ この様式の枠を表示することが困難な場合には、枠を省略することができる。 

別様式四（第二十二条関係）     ＜省略、玄米及び精米の表示様式＞    ［原－764］ 
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食品表示基準について （平成 27 年 3 月 30 日消食表第 139 号 次長通知） 

               （第 1 次改正 平成 27 年 6 月 1 日消食表第 276 号） 

               （第 2 次改正 平成 27 年 9 月 14 日消食表第 495 号） 

               （第 3 次改正 平成 27 年 12 月 24 日消食表第 655 号） 

               （第 4 次改正 平成 28 年 3 月 31 日消食表第 202 号） 

               （第 5次改正 平成 28 年 8 月 9 日消食表第 532 号） 

               （第 6次改正 平成 28 年 11 月 17 日消食表第 706 号） 

               （第 7次改正 平成 29 年 3 月 28 日消食表第 169 号） 

               （第 8次改正 平成 29 年 9 月 1 日消食表第 407 号） 

（第９次改正 平成 30 年 1 月 19 日消食表第 20 号） 

（第 10 次改正 平成 30 年 2 月 8 日消食表第 58 号） 

（第 11 次改正 平成 30 年 3 月 28 日消食表第 154 号） 

（第 12 次改正 平成 30 年 7 月 10 日消食表第 375 号） 

（第 13 次改正 平成 30 年 9 月 21 日消食表第 492 号） 

（第 14 次改正 平成 31 年 3 月 28 日消食表第 135 号） 

（第 15 次改正 令和元年 5 月 7 日消食表第 198 号） 

（第 16 次改正 令和元年 6 月 11 日消食表第 96 号） 

（第 17 次改正 令和元年 9 月 19 日消食表第 317 号） 
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（総則関係） 

１ 適用範囲について 

(１) 食品表示法における「販売」について 

食品表示法（平成 25 年法律第 70 号）における「販売」については、たとい無償の譲渡

であっても、不特定又は多数の者に対して食品を譲渡する場合は、販売と同等の規制を課

すことが適当であるため、不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡を含む概念として

いる（同法第１条）。したがって、食品表示基準（平成 27 年内閣府令第 10 号）においても、

「販売」とは有償での譲渡及び不特定又は多数の者に対する無償での譲渡を意味すること

になり、者と者の間で食品の所有権の移転が行われるか否かが、「販売」行為を行っている

か否かの境界となる。 

(２) 栄養成分表示について 

栄養成分表示をすることにより、健康で栄養バランスがとれた食生活を営むことの重要

性を消費者自らが意識し、商品選択に役立てることで適切な食生活を実践する契機となる

効果が期待されること、国際的にもコーデックス委員会において「栄養表示に関するガイ

ドライン」（CAC/GL 2-1985）の見直しがなされ、原則、あらかじめ包装された食品の栄養

表示を義務とすべき旨が追記されたこと等を踏まえ、原則として、全ての一般用加工食品

及び一般用の添加物に栄養成分表示を義務付ける。 

なお、店頭で表示されるポップやポスターなど、食品の容器包装以外のものに栄養表示

する場合は、食品表示基準は適用されない。 

 (３) 加工食品の原料原産地表示について 
    消費者の自主的かつ合理的な選択機会の確保に資するよう、可能な限り産地情報を充実

することが望ましいという観点を基本とし、原則国内で製造した全ての加工食品について、

使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料に原産地の表示を義務付ける。また、

食品表示基準に基づく表示方法は、当該原材料に占める重量の割合の高いものから順に原

料原産地を表示する「国別重量順表示」を原則とし、それが可能でない場合についても、

消費者の誤認を招かないよう、消費者の選択に資する一定の有用な情報が必ず表示される

制度とした。 

 (４) 試験検査の業務管理の実施について ＜省略＞ 

(５) その他 

特別用途食品の表示事項等については、食品表示基準及び本通知のほか、健康増進法に

規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令（平成 21 年内閣府令第 57 号）、特別用途

食品の表示許可等について（平成 29 年３月 31 日消食表第 188 号消費者庁次長通知）及び

特定保健用食品の表示許可等について（平成 26 年 10 月 30 日消食表第 259 号消費者庁次長

通知）を確認すること。 

２ 定義 

(１) 加工食品   ＜冷凍食品と生鮮食品の関係であり、省略＞ 

(２) 賞味期限 

賞味期限の定義について、「ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が

保持されていることがあるものとする」は、期限を超過した食品を摂取した場合において

も、必ずしも衛生上の危害が生じるわけではないことを明確にする趣旨である。すなわち、

食品資源の有効活用の観点から、消費者に対する啓発の意味も含めて記載されたものであ

る。  

(３) 栄養機能食品 

カリウムについては、正常な血圧を保つのに必要な栄養成分である一方、腎障害を有す

る場合等には積極的摂取を避けるべきものである。錠剤、カプセル剤の他、濃縮加工され

ている粉末剤や液剤等については、カリウムの過剰摂取につながる可能性が否定できない

ことから、これらの形状の加工食品に機能を表示することを認めないこととしている。 
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(４) 栄養素等表示基準値 

栄養素等表示基準値とは、表示を目的として、食事摂取基準の基準値を日本人の人口に

基づき加重平均したものであり、必ずしも個人が目指すべき１日当たりの栄養素等摂取量

を示すものではない。 

栄養素等表示基準値のうち、食物繊維、ナトリウム及びカリウムは、生活習慣病予防の

ための指標である目標量を基に算出された値であり、食物繊維及びカリウムは積極摂取が、

ナトリウムは過剰摂取の回避が望まれるという意味合いがある。 

(５) 機能性表示食品 

別添 機能性表示食品を参照 

（加工食品） 

１ 義務表示事項 

(１) 名称 

① 食品の名称については、その内容を的確に表現し、かつ、社会通念上既に一般化した

ものを表示すること。 

② 名称中に主要原材料名を冠する場合は、主要原材料と一致しなければならない。 

③ 名称に冠すべき主要な原材料を２種以上混合している場合には、１種類の原材料名の

みを冠することは認めない。 

④ 新製品等で業界内にあっても、いまだ名称が広く通用しない食品にあっては、どのよ

うな内容の食品であるかを社会通念上判断できるものであれば、それを名称と認める。 

⑤ 珍味等のように魚介類加工品、菓子、つくだ煮、その他広範の区分にまたがる食品に

あっては、「珍味」のみでは食品の内容を適切に表わさないので名称とは認めない。この

場合、「珍味たこくん製」等と必ず食品の内容を適切に表わす具体的な名称を表示する。 

ただし、それらを複合したいわゆる「おつまみ」等にあっては、固有の名称もなく、

食品の区分も不可能なものに限っては「珍味」の名称を認める。 

⑥ ＜従前個別表示基準が定められていた品目であり、省略＞ 

(２) 保存の方法 

① 食品衛生法第 11 条第１項の規定により保存の方法の基準が定められている食品・・・

＜省略＞ 

② 食品衛生法第 11 条第１項の規定により保存の方法の基準が定められていない食品にあ

っても、「保存温度 10℃以下」、「４℃以下で保存」などのように、保存の方法の表示を具

体的かつ平易な用語をもって表示すること。 

③ 製造又は加工後流通段階で適切に保存方法を変更したものであって、消費期限又は賞

味期限の表示の期限の変更が必要となる場合には、改めて適切に消費期限又は賞味期限

及び保存の方法の表示がなされること。 

(３) 消費期限又は賞味期限 

① 消費期限又は賞味期限については、食品の特性等を十分に考慮した上で、客観的な試

験・検査を行い、科学的・合理的に設定すること。 

② 消費期限を表示する食品等にあっては、消費期限を過ぎた場合、衛生上の危害が発生

するおそれもあることから、消費期限を過ぎた食品等の販売を厳に慎むこと。 

③ 賞味期限を年月で表示する食品は、ロット番号を表示する等により、製造日が特定で

きるような措置を講ずること。 
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④ 消費期限又は賞味期限（以下「期限」という。）である旨の文字を冠したその年月日の

表示（以下「期限表示」という。）は、当該期限であることが明らかに分かるように、年

月日の前に当該期限である旨の文字を表示する。 

ただし、この表示が困難と認められる場合には、当該期限である旨の文字を年月日の

上下若しくは後ろ等に近接して表示し、又は「消費期限○○に記載」等表示箇所を指定

する方法で、年月日を単独で表示しても差し支えない。なお、年月日を単独で表示する

場合においては、特に当該年月日の前後又は上下に期限表示以外の日付を併記するなど

の期限表示を不明確にする表示は行ってはならない。 

また、製造又は加工の日から賞味期限までの期間が３か月を超えるものであって切れ

欠き方式（ビールにおいて従来から行われているようなラベル周辺に年月の部位に切れ

込みを入れて日付を表示する方式）で賞味期限を表示する場合にあっては、ラベルに

「賞味期限はラベル周辺部に切れ欠き方式で記載」と表示することにより賞味期限を表

示しても差し支えない。 

⑤ 期限表示は、「消費期限 令和元年 5 月 21 日」、「賞味期限 2．6．30」、「消費期限 01．

05．21」、「賞味期限 2020 年 6 月 30 日」、「消費期限 19．5．21」、「賞味期限 20.06.30」

のように表示すること。ただし、これらの表示が困難と認められる場合は「消費期限

010521」、「賞味期限 20200630」、「賞味期限 200630」と年、月、日をそれぞれ２桁（西暦

年の場合は４桁又は末尾２桁）とする６桁又は８桁で表示しても差し支えない。 

⑥ 弁当・・・＜省略＞ 

⑦ ロット番号、工場記号、その他の記号を期限表示に併記する場合にあっては、次の例

に示すように期限表示が明らかに分かるように表示することとし、期限表示について

「200630」と年、月、日をそれぞれ２桁とする６桁での表示を行いつつ、ロット番号

「Ａ63」を併記するなどのように期限表示を不明確にする表示は行ってはならない。 

（例） 「消費期限令和元年 5月 21 日Ａ63」 

｢賞味期限 02.06.30 ＬＯＴ Ａ63」 

｢賞味期限 20.6.30／Ａ63」 

⑧ クリーム、発酵乳、・・・＜省略＞ 

(４) 添加物 

① 物質名表示関係 

ア 食品に含まれる添加物については、栄養強化の目的で使用した添加物、加工助剤及

びキャリーオーバーを除き、原則当該添加物の物質名を表示するものであること。 

また、物質名の表示は、食品衛生法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 23号。以下「規 

則」という。）別表第１に掲げる添加物（食品表示基準別表第８に掲げるものを除く。）

については、規則別表第１に掲げる名称により行うこと。 

イ 規則別表第１に掲げる添加物の物質名の表示において、規則別表第１に掲げる名称

のほかに一般に広く使用されている名称（簡略名又は類別名。以下「簡略名」という。）

を用いることができる添加物及びその簡略名は、別添 添加物１－１に掲げる範囲で

あること。 

また、同種の機能の添加物を併用する場合は、別添 添加物１－２に掲げる例示に従

い簡略化した表示を用いても差し支えない。 

ウ 既存添加物名簿（平成８年厚生省告示第 120 号。以下「名簿」という。）に掲げる添

加物（以下「既存添加物」という。）の物質名の表示は、名簿に掲げる名称又は別添 

添加物２－１に掲げる品名（細分類の品名を含む。）により行うこと。 

エ 食品衛生法第４条第３項に規定する天然香料（以下「天然香料」という。）の物質名

の表示は、別添 添加物２－２に掲げる基原物質名又は別名により行うこと。 

なお、天然香料の物質名表示にあっては、基原物質名又は別名に「香料」の文字を付

すこと。 
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オ 一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるもの（以

下「一般飲食物添加物」という。）の物質名の表示は、別添 添加物２－３に掲げる品

名（細分類の品名を含む。）により行うこと。 

カ 別添 添加物２－２及び別添 添加物２－３に記載のない天然香料及び一般飲食物

添加物の物質名の表示は、当該添加物であることが特定できる科学的に適切な名称を

もって行うこと。 

キ 規則別表第１に掲げる添加物以外の添加物について、物質名の表示に代えて使用で 

きる簡略名は、別添 添加物２－１及び別添 添加物２－３の「簡略名又は類別名」

（細分類の簡略名又は類別名を含む。）の項に示したこと。 

なお、別添 添加物２－１及び別添 添加物２－３の用途欄に増粘安定剤と記載さ

れた多糖類を２種以上併用する場合には、簡略名として「増粘多糖類」を使用して差し

支えない。 

② 用途名表示関係 

ア 規則別表第１に掲げる添加物のうち、食品表示基準別表第６の上欄に掲げるものと

しての使用が主たる用途と考えられる添加物を、別添 添加物１－３に例示したこと。 

また、規則別表第１に掲げる添加物以外の添加物にあって、食品表示基準別表第６

の上欄に掲げる用途を目的として使用されるものの例は、別添 添加物２－１及び別

添 添加物２－３の用途の項に掲げるものであること。 

なお、上記以外のものであっても、食品表示基準別表第６の上欄に掲げるものとして

使用される場合にあっては、当該添加物に係る用途名の併記が必要となること。 

イ 当該添加物の使用において、食品表示基準別表第６の上欄に掲げるもののうち、重

複した使用目的を有する場合には、主たる目的に係る用途名を表示すれば足りること。 

ウ 食品表示基準別表第６の下欄に複数の用途名が掲げられているものについては、そ

のうちのいずれかを表示すること。 

③ その他 

ア 一括名の定義及び物質名の表示において一括名を用いることができる添加物の範囲

は、別添 添加物１－４のとおりであること。 

イ 加工助剤又はキャリーオーバーに該当するか否かについては、食品表示基第３条第

１項の表の添加物の項の１に示した定義に照らし、当該添加物の使用基準、使用実態

等に即して個別に判断されるものであること。 

ウ 微粒二酸化ケイ素をろ過助剤の目的以外で食品に使用する場合にあっては、加工助

剤には該当せず、食品への添加物表示は、物質名により行うこととなること。 

エ 原材料に由来する添加物については、主要原材料か否かを問わず、食品表示基準第

３条第１項の表の添加物の項の１にいうキャリーオーバーに該当する場合に表示が免

除されるものであること。 

オ 規則別表第１に掲げる添加物のうち栄養強化の目的で使用されたものと認められる

添加物の範囲は、別添 添加物１－５のとおりであること。 

また、規則別表第１に掲げる以外の添加物であって、栄養強化の目的で使されたもの

と認められる添加物の範囲は、別添 添加物２－１及び別添 添加物２－３の用途の

項に「強化剤」として例示したこと。 

なお、これらの添加物を栄養強化以外の目的で使用する場合には、物質名の表示が必

要であること。 

カ 調製粉乳及び調製液状乳にあっては、栄養強化の目的で使用されたものであっても、

主要な混合物として表示を要するものであること。 

キ 容器包装に入れないで販売される食品のうち、別添 添加物１－６に掲げる添加物

を使用した食品にあっては、当該添加物を使用した旨の表示をするよう、指導するこ

と。 

なお、その際には、陳列用容器、値札若しくは商品名を表示した札又はこれらに近接

した掲示物に表示するよう、指導すること。 
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ク Ｄ―マンニトールについては、調味料としての使用はＤ―マンニトールを塩化カリ

ウム及びグルタミン酸塩を配合した製剤（Ｄ―マンニトールが塩化カリウム、グルタ

ミン酸塩及びＤ―マンニトールの合計量の 80％以下である場合に限る。）として使用す

る場合に限って認められていることに鑑み、当該調味料製剤を使用した食品の添加物

表示は、一括名を使用せずに、これら３つの添加物の物質名を表示するよう、指導す

ること。 

ケ クエン酸一カリウム及びクエン酸三カリウム、Ｌ―グルタミン酸カリウム、Ｌ―グ

ルタミン酸カルシウム、Ｌ―グルタミン酸マグネシウム並びに水酸化カリウムについ

ては、調味料又は加工助剤として用いられているものであるが、塩の分散化の目的で

当該添加物の使用が認められたことに鑑み、当該添加物を使用した食品の表示は、物

質名を表示するよう、指導すること。 

コ 物理的処理（酸処理、アルカリ処理、漂白処理といった加水分解程度の簡単な化学

的処理を含む。）又は酵素的処理を行ったでん粉については食品として取り扱うことか

ら、これを加工デンプンと併用する場合には、物理的処理又は酵素的処理を行ったで

ん粉については原材料としての表示を、加工デンプンについては添加物としての表示

をするよう、指導すること。 

サ 食品の製造に使用することを目的として、加工デンプンとその他原材料を用いて製

造されたものは、添加物製剤と解される。ただし、加工デンプンとその他の原材料と

の混合等を行って製造されたものであって、調理を経て食品として喫食することを目

的としたものは、加工食品と解されること（食品の例：パン、菓子、うどん、わらび

餅、唐揚げ粉等の製造に用いられるミックスパウダー及び液状ミックス。ただし、こ

のようなミックスパウダー等の製造に用いることを目的として製造されたものは、添

加物製剤となる。）。 

シ 加工デンプンを単独使用し製造した「餅」や水・砂糖・香料・色素以外は加工デン

プンだけからなる「わらび餅」、加工デンプン 100%のものを例えば「片栗粉」や「わら

び粉」として販売する場合、「餅」「わらび餅」はそのまま食品として喫食されるもの

であり、また、「片栗粉」「わらび粉」は調理を経て食品として喫食することを目的と

しているものであるため、「餅」や「わらび餅」等そのもの自体は添加物製剤ではなく、

加工食品と解される。このため、「餅」や「わらび餅」等の加工食品の表示に当たって

は、添加物として加工デンプンを表示する必要がある。 

ス サッカリン又はサッカリンナトリウムを含む食品については、量り売り等する場合

であっても、製造業者又は卸売業者は最終小売業者においてサッカリン又はサッカリ

ンナトリウム含有の有無が確認できるような措置を講ずること。 

(５) 栄養成分の量及び熱量 

① 当該食品の販売される状態における可食部分の 100ｇ若しくは 100ml 又は１食分、１包

装その他の１単位（以下「食品単位」という。）当たりのたんぱく質、脂質、炭水化物、

ナトリウムの量及び熱量並びに表示しようとする栄養成分の量を表示する場合、栄養成

分の量、熱量及び食品単位は、販売される状態における可食部分について行うこと。 

水等を加えることによって、販売時と摂食時で重量に変化があるもの（粉末ジュース、

粉末スープ等）においても販売時の栄養成分の量及び熱量で表示すること。 

調理により・・・＜省略＞ 

② １包装が１食分である食品等、・・・＜省略＞ 

③ 食品表示基準第３条第１項の表の栄養成分（たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリ

ウム。以下この項において同じ。）の量及び熱量の項の２による表示＜「計算値」又は

「類似値」＞は、次のいずれかの文言を含むこと。 

ア 「推定値」 

イ 「この表示値は、目安です。」 
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  なお、消費者への的確な情報提供を行う観点から、例えば「日本食品標準成分表○○

○年版（○訂）の計算による推定値」、「サンプル品分析による推定値」など、表示値の

設定根拠等を追記することは差し支えない。 

④ 表示された含有量については、当該食品の期限内において、一定値をもって表示され

ている場合は、許容差の範囲内、また、下限値及び上限値で表示されている場合は、そ

の幅の中に含まれていなければならない。 

ただし、合理的な推定により得られた値を記載する場合は除く。 

⑤ 食品表示基準第３条第１項の栄養成分（たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム。

以下この項において同じ。）の量及び熱量の項の１の三に掲げる「別表第九の第三欄に掲

げる方法」等、栄養成分等の分析方法等の詳細については、別添栄養成分等の分析方法

等による。なお、食品表示基準附則の規定により、「なお従前の例による」こととされる

場合における栄養表示基準（平成 15 年厚生労働省告示第 176 号）における栄養成分等の

分析方法等に関しても、本通知に基づき対応すること。 

⑥ 食品表示基準第３条第１項の表の栄養成分（たんぱく質、脂質、炭水化物及ナトリウ

ム。以下この項において同じ。）の量及び熱量の項の２に規定する「根拠資料」について

は、次のとおり取り扱うこと。 

ア 内容 

例えば、最新版の日本食品標準成分表からの計算値やサンプル品の分析値等が考えら

れるが、行政機関等の求めに応じて説明ができる資料として、次の例を参考に判断する

こと。 

(ｱ)分析値の場合 

・分析試験成績書 

・季節間、個体間、期限内の栄養成分等の変動を把握するために十分な数の分析結果 

・表示された栄養成分等の含有量を担保するための品質管理に関する資料 

(ｲ)計算値の場合 

・採用した計算方法 

・引用したデータベースの名称 

・原材料について、配合量が重量で記載されたレシピ 

・原材料について、その栄養成分等の含有量を示す妥当な根拠に基づくデータ 

・調理加工工程表 

・調理加工前後における重量変化率に関するデータ 

イ 保管方法 

文書、電子媒体のいずれの方法でも構わない。 

ウ 保管期間 

その資料を基に表示が行われる期間。販売を終了する製品については、最後に製造し 

た製品の賞味（消費）期限が経過するまでの間。 

エ その他 

定期的に確認を行うことが望ましい。 

⑦ 栄養表示の解釈について 

ア 栄養表示に該当しないもの 

(ｱ)原材料名又は添加物としての栄養成分名のみの表示 

(ｲ)食品表示法及びその下位法令以外の法令により義務付けられた栄養成分名の表示 

イ 食品表示基準が適用される栄養表示とは、健康増進法施行規則（平成 15 年厚生労働

省令第 86 号）第 11 条に規定する栄養素及び熱量そのものを表示する場合はもちろんの

こと、その総称（ミネラル、ビタミンなど）、その種類である栄養成分（脂質における

不飽和脂肪酸、炭水化物における食物繊維など）、別名称（プロテイン、ファットなど）、

その構成成分（たんぱく質におけるアミノ酸など）、前駆体（β－カロテンなど）その
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他これらを示唆する一切の表現（果実繊維、カルシウムイオンなど）が含まれた表示を

いう。 

ウ 「うす塩味」、「甘さひかえめ」など味覚に関する表示は、栄養表示ではないので食

品表示基準の適用対象にはならないものであること。 

なお、「あま塩」、「うす塩」、「あさ塩」などの表示は、栄養表示として適用対象とな

る。 

エ 栄養成分が添加されたものでなく、天然に含まれる栄養成分について表示した場合も

食品表示基準が適用される栄養表示に該当するものであること。 

オ 原材料に対し栄養表示を行う場合も食品表示基準が適用される栄養表示に該当する

（例えば、青汁飲料におけるケールに含まれる栄養成分について表示した場合、販売に

供する食品（最終製品である青汁飲料）について食品表示基準にのっとった表示が必要

である。）。 

⑧ 品名の中に一般名称として栄養成分名が表示される場合も、栄養表示とする。ただし、

「ミネラルウォーター」のように広く浸透した一般的な品名であって、一般消費者に対 

し栄養成分が添加された又は強化されたという印象や期待感を与えないものについては

例外とする。 

⑨ 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいものとは、次のいずれかの要件を満たすも

のとする。 

ア 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの全てについて、０と表示する

ことができる基準を満たしている場合 

イ １日に摂取する当該食品由来の栄養成分（たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリ

ウム）の量及び熱量が、社会通念上微量である場合 

⑩ 極めて短い期間で原材料が変更される食品とは、次の要件のいずれかを満たすものと

する。 

ア 日替わり弁当（サイクルメニューを除く。）等、レシピが３日以内に変更される場 

 合 

イ 複数の部位を混合しているため都度原材料が変わるもの（例：合挽肉、切り落とし

肉等の切り身を使用した食肉加工品、白もつ等のうち複数の種類・部位を混合してい

るため都度原材料が変わるもの） 

⑪ 食品表示基準第３条第３項の表の栄養成分の量及び熱量の項の５の「消費税法（昭和

六十三年法律第百八号）第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者」

については、この者に該当するか否かは、消費税法の判断基準による。 

また、食品表示基準附則第６条の規定による「中小企業基本法（昭和三十八年法律第

百五十四号）第二条第五項に規定する小規模企業者」の判断基準は、当該事業年度の前

事業年度において常時使用した従業員数が最多となった時点での数とし、当該事業年度

の前事業年度の従業員数が 20 人（商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として

営む者については、５人）以下である場合は、当該事業年度は栄養成分表示を省略でき

る。また、当該事業年度中に従業員数が 20 人又は５人を超えた場合は、翌年度は、原則

として栄養成分表示の省略は認められないが、翌年度の開始日から６か月間は栄養成分

表示を省略できるものとする。 

(６) 製造所又は加工所の所在地（輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地、乳に・・・

＜省略＞）及び製造者又は加工者の氏名又は名称（輸入品にあっては、輸入業者の氏名又

は名称、乳に・・・＜省略＞） 

① 製造所又は加工所（輸入品にあっては、輸入業者の営業所、乳に・・・＜省略＞）（以

下「製造所等」という。）の所在地の表示は、住居表示に関する法律（昭和 37 年法律第

109 号）に基づく住居表示に従って住居番号まで表示する。 

ただし、次のような表示は差し支えない。 
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ア 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）に規定する指定都市及び県庁の所在する市に

おける道府県名を省略すること。 

イ 同一都道府県内に、同一町村名がない場合に限り、郡名を省略すること。 

ウ 牛乳、・・・＜省略＞ 

② 製造所等の所在地又は住所の表示に関し、市町村合併に伴い市町村名が変更された場

合であっても、市町村合併後当分の間、合併前の所在地又は住所の表示を認めることと

する。 

③ 製造者等の氏名又は名称の表示 

法人の場合は、法人名を表示すること。ただし、当該容器包装の表示面積、形態等か

ら判断してやむを得ない場合は、次のような表示は差し支えない。 

ア 株式会社を「ＫＫ」又は「（株）」、合名会社を「（名）」、合資会社を「（資）」、有限会

社を「（有）」等と略記すること。 

イ 農業協同組合を「農協」、酪農業協同組合を「酪農協」、酪農業協同組合連合会を

「酪連」、経済農業協同組合を「経済農協」、経済農業協同組合連合会を「経済連」等

と略記すること。 

④ 個人の場合は、個人の氏名を表示する。この場合、屋号等の表示をもって代えること

は認めない。 

ただし、牛乳、・・・＜省略＞ 

⑤ 食品表示基準第３条第１項の表の製造所又は加工所の所在地（輸入品にあっては輸入

業者の営業所の所在地、乳・・・＜省略＞。以下この章において同じ。）及び製造者又は

加工者の氏名又は名称（輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳・・＜省略＞。

以下この章において同じ。）の項の３に規定する製造所固有記号の取扱いについては、次

のとおりとする。 

 ア 同一製品について 

「同一製品」とは、同一の規格で同一の包材を使用した製品をいう。 

(ｱ)「同一の規格」とは、原則として、その製品の原材料や添加物の配合、内容量等、

通常包材に表示される内容が同一であることをいう。 

(ｲ)「同一の包材」とは、包材のうち、いわゆるデザイン部分が同一であることはもち

ろんのこと、いわゆる表示部分（法定されている表示のみならず、法定されていない

表示も指す。）についても同一であることをいう。 

ただし、製造所固有記号や消費期限・賞味期限、ロット番号その他製造所において

包材に印字することを前提とする表示部分については、包材の同一性に影響を与えな

い。 

イ 同一製品を二以上の製造所で製造している場合について 

(ｱ)「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」とは、製造所固有記号の届出時

に、次の２つの要件を満たすものとする。 

(a) ２以上の製造所が、それぞれ、食品の衛生状態を最終的に変化させる場所である

こと。 

(b) 製造所固有記号の使用によって包材が共有化されること。 

(ｲ)ただし、次に掲げる場合に該当するときには、(ｱ)の要件を満たさなくとも、「同一

製品を二以上の製造所で製造している場合」と取り扱うこととする。 

(a) 届出時に一つの製造所で製造している場合であって、オ(ｴ)の有効期間内に、同

一製品につき製造を行うことが計画されている製造所について、製造計画書を添付

して届け出るとき 

なお、(a)については、将来的に一つの製造所で製造することが確実となった場

合は、製造所固有記号の使用を中止し、当該記号の廃止の届出をしなければならな

いこととする。当該記号の廃止後、計画に変更が生じ、２以上の製造所で製造する
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ことになり、製造所固有記号を使用する場合には、再度、新規の届出を行う必要が

ある。この場合、廃止した製造所固有記号を使用することはできない。 

(b) 食品表示基準附則第２条の規定による廃止前の食品衛生法第十九条第一項の規定

に基づく表示の基準に関する内閣府令（平成 23 年内閣府令第 45 号）第 10 条に

規定する製造所固有の記号を使用することができた場所のうち、食品表示基準にお

いて「加工所」と取り扱われる場所が２以上ある場合であって、当該２以上の場所

で同一製品を加工しているとき 

(c) 他の法令の規定により、最終的に衛生状態を変化させた場所及び当該行為を行っ

た者に関する情報の厳格な管理が行われているような場合であって、かつ、当該法

令その他関係法令に基づく表示から、最終的に衛生状態を変化させた者又は場所が

特定できるとき 

(ｳ) なお、(ｲ)の場合であっても、消費者への情報提供に係る表示義務（食品表示基準

第３条第１項の表の製造所又は加工所の所在地（輸入品にあっては輸入業者の営業

所の所在地、乳・・・＜省略＞。以下この章において同じ。）及び製造者又は加工者

の氏名又は名称（輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳・・・＜省略＞。

以下この章において同じ。）の項の３の一から三までの表示。以下「応答義務」とい

う。）は課せられる。 

ウ 表示の方法について 

(ｱ)製造所の所在地（乳・・・＜省略＞）の代わりに製造者（乳・・・＜省略＞）の住

所（法人の場合は原則として本社所在地）をもって表示する場合にあっては、製造所

固有記号は、製造者の住所、氏名又は名称の次に、「＋」を冠して表示することを原

則とする。 

(ｲ)製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称の代わりに販売者（乳・・・＜省略＞）

の住所及び氏名又は名称をもって表示する場合には、製造所固有記号は、販売者の住

所、氏名の次に、「＋」を冠して表示することを原則とする。 

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)にかかわらず、同一製品を製造者が自らの製造所で製造するとともに、

他者の製造所に委託して製造する場合には、食品表示基準別記様式１の「製造者」又

は「販売者」の事項名を表示せず、表示内容に責任を有する者として表示される食品

関連事業者の住所、氏名又は名称の次に、「＋」を冠して製造所固有記号を表示して

も差し支えない。 

(ｴ) 製造所固有記号の表示は、(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)のとおり、原則として製造者又は販売

者の住所、氏名又は名称の次に連記することとするが、容器包装の形態等から判断し

てやむを得ず連記しない場合は、製造者又は販売者の氏名又は名称の次に当該製造所

固有記号の表示箇所を表示し、かつ、原則として、当該記号が製造所固有記号である

旨を明記すること。 

なお、製造所固有記号であることが明らかに分かる場合にあっては、次の例に示す

ように表示をしても差し支えない。 

 

【例】 

（表示部分）             （記載部分） 

「製造所固有の記号缶底左側に記載」  「＋ＡＢＣ／Lot.1」 

「製造所固有の記号缶底に記載」    「＋ＡＢＣ」 

エ 応答義務について 

製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称に代えて、製造所固有記号の表示をする場

合における応答義務の表示は、次のいずれかによることとする。 

(ｱ)「製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の情報の提供を求められたときに

回答する者の連絡先」は、製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又

は名称について回答できる者の電話番号を表示するものとする。この場合、当該連絡

先において製造所の所在地又は製造者の氏名又は名称を回答できない旨の応答をする

ことは認められない。 
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(ｲ)「製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウェ

ブサイトのアドレス（二次元コードその他のこれに代わるものを含む。）」は、そのア

ドレスにアクセスした結果、アクセスした者が速やかに製造所の所在地等の情報を把

握することができるアドレスを表示するものとする。 

(ｳ)「当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及

び製造所固有記号」は、当該製品を製造している全ての製造所の所在地、製造者の氏

名又は名称及び製造所固有記号を表示するものとする。ただし、食品関連事業者と製

造者の氏名又は名称が同一である場合には、当該製品を製造している全ての製造所の

所在地及び製造所固有記号を表示するものとする。 

オ 届出の方法について 

(ｱ)製造所固有記号の届出は、製造所固有記号制度届出データベースにおいて、表示内

容に責任を有する製造者（乳・・・＜省略＞）又は販売者（乳、乳製品及び乳又は乳

製品を主要原料とする食品を販売する者を除く。）（以下「届出者」という。）が行う

ものとする。＜「製造所固有記号届出データベース」と入力、検索して下さい。＞ 

(ｲ)製造所固有記号は、アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの

組合せに限るものとし、文字数は 10 文字以内とする。 

(ｳ)製造所固有記号は、原則として、一つの製造所につき一つの製造所固有記号の取得

が認められる。ただし、一つの製造所が複数の販売者から製造を委託されている場

合には、当該製造所と複数ある販売者の組合せごとに、製造所固有記号の取得が必

要となるため、一つの製造所に複数の製造所固有記号が認められる。なお、同一の

製造所で製造される製品ごとに製造所固有記号を変えることは認められない。 

(ｴ)製造所固有記号の有効期間は５年で満了することとし、有効期間経過後も継続して

使用する場合は、製造所固有記号制度届出データベースに備えられたファイルへの記

録がされた日から起算して５年の期間が満了する日（以下「更新期限」という。）ま

でに、原則として届出者が製造所固有記号制度届出データベースにおいて、製造所に

係る届出情報の更新を行うものとする。 

製造所に係る届出情報の更新は、更新期限の 90 日前から行うことができるものと

し、更新期限までに製造所に係る届出情報の更新がされない場合には、当該製造所固

有記号は廃止されたものとして扱うこととし、更新期限を経過した日以降に製造した

製品には使用することができない。 

なお、廃止されたものとして扱われた当該製造所固有記号と異なる製造所固有記号

であれば、新たに届出を行うことができるものとする。 

(ｵ)製造所に係る届出情報に変更が生じた場合又は製造所固有記号の使用を中止した場

合は、原則として届出者が製造所固有記号制度届出データベースにおいて、速やかに

変更又は廃止の届出を行うものとする。 

ただし、次に掲げる製造所に係る届出情報の変更については、製造者又は販売者と

製造所固有記号の組合せから製造所を特定することが困難となるため、認められない。 

(a) 自らの製造所で製造する場合にあっては、製造所の所在地 

(b) 他者の製造所に委託して製造する場合にあっては、委託先の製造者の氏名又は名

称及び製造所の所在地 

これらの場合には、当該製造所固有記号の廃止の届出を行うとともに、廃止した製造

所固有記号と異なる製造所固有記号により、新規の届出を行うものとする。 

(７) アレルゲン 

別添 アレルゲンを含む食品に関する表示を参照 

(８) Ｌ－フェニルアラニンを含む旨 

「Ｌ－フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示は、「Ｌ－フェニルアラニン化合物を含 

む」等と表示すること。 

ただし、「Ｌ－フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示については、表示可能面積がお 

おむね 30平方センチメートル以下であっても省略することができないが、表示可能面積が 
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おおむね 30 平方センチメートル以下のものに限り、その文字数の多さにより表示が困難な 

場合は、「Ｌ－フェニルアラニン化合物を含む」の文言を以下のとおりとすることができる。 

① 添加物を表示する場合 

アスパルテーム（フェニルアラニン） 

② 添加物を省略する場合 

フェニルアラニンを含む 

(９) 機能性表示食品 

別添 機能性表示食品を参照 

(10) 遺伝子組換え食品に関する事項 

① 分別生産流通管理について 

食品表示基準第２条第１項第 17 号において分別生産流通管理とは、「遺伝子組換え農

産物及び非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意

をもって分別管理すること（その旨が書類により証明されたものに限る。）をいう。」と

規定されている。その具体的な管理及び証明の方法は、産地、作目、加工食品の種類等

により異なるが、輸入量が多く、かつ、流通段階の複雑なバルク輸送される北米産の非

遺伝子組換え大豆及びデント種の非遺伝子組換えとうもろこしについては、別添の「バ

ルク輸送される北米産の非遺伝子組換え大豆及びデント種の非遺伝子組換えとうもろこ

しの分別生産流通管理の指針」（以下「指針」という。）に即した管理及び確認が適切に

実施されていれば、基準で規定する非遺伝子組換え農産物の分別生産流通管理が行われ

たこととなる。 

指針の具体的な運用については、「アメリカ及びカナダ産のバルク輸送非遺伝子組換え

原料（大豆、とうもろこし）確保のための流通マニュアル」（一般財団法人食品産業セン

ター、平成 12 年１月）に示されており、これを参照されたい。 

また、バルク輸送される北米産の非遺伝子組換え大豆及びデント種の非遺伝子組換え

とうもろこし以外のものの分別生産流通管理については、遺伝子組換え農産物の意図せ

ざる混入の可能性がある段階においては、指針に即した管理及び確認が必要である。 

なお、この指針とは異なる分別生産流通管理の方法を用いることもできるが、その場

合には、この指針と同等又は同等以上の信頼性及び追跡可能性のある方法を用いること

が必要である。 

② 意図せざる混入について 

分別生産流通管理が適切に行われたことを確認した場合にあっても、意図せざる遺伝

子組み換え農産物又は非遺伝子組換え農産物の一定の混入の可能性は否定できず、食品

表示基準第３条第２項及び第 18 条第２項の遺伝子組換え食品に関する事項の項でいう

「一定の混入」とは、非遺伝子組換え大豆の場合で遺伝子組換え大豆の混入率が５％以

下であること又は非遺伝子組換えとうもろこしの場合で遺伝子組換えとうもろこしの混

入率が５％以下であることとする。 

なお、分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組換え農産物として取り

扱うためには、分別生産流通管理が適切に行われ、そのことが確認されていること及び

混入が意図的に行われたものではないことが必要であり、分別生産流通管理を確認して

いない場合や、意図的に遺伝子組換え農産物を混入した場合には５％以下の混入率であ

っても、分別生産流通管理を行ったこととはならない。 

③ 基準の遵守状況の監視について 

ア 食品表示基準第３条第１項の製造業者等は、基準に基づいて遺伝子組換えに関する

表示を適正に行うとともに、国、都道府県又は独立行政法人農林水産消費安全技術セ

ンター（以下「センター」という。）から要請があった場合には、その遺伝子組換えに

関する表示を行った対象農産物又はこれを原材料とする加工食品について分別生産流

通管理を適正に実施したことを証明する書類を提出する等適切な協力を行う。 
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イ センターは､・・・＜省略＞・・・分析すること等により、遺伝子組換えに関する表

示が適正に行われているかどうかを監視する。 

ウ 都道府県は、・・・＜省略＞・・・、遺伝子組換えに関する表示について疑義がある

場合には、指示等の権限を行使する等適切な対応を行う。 

④ その他 

ア 食品表示基準第３条第２項の表中の遺伝子組換え食品に関する事項の項の１におけ

る「別表第 17 の上欄に掲げる対象農産物」を表示する際、「ばれいしょ」を「じゃが

いも」と表示する等、容易に同一性が認識できる表記によっても差し支えない。 

イ 遺伝子組換え食品の検査方法については、原則、別添 安全性審査済みの遺伝子 

組換え食品の検査方法に基づき実施すること。 

なお、組換えＤＮＡ技術は、科学技術分野の中でも最も進歩が早い分野の一つである

ことから、技術の進歩に対応し、検査方法については順次見直しを行っていくこととし

ているので、御留意願いたい。 

(11) 乳児用規格適用食品である旨 ＜省略＞                ［原－18］ 

(12) 原料原産地名（食品表示基準別表第 15 の１から６に掲げるものを除く。） ［原－19］ 

  ① 対象加工食品及び原材料並びに表示方法について 

ア 対象加工食品 

全ての一般用加工食品（輸入品を除く。）を対象とする。 

イ 対象原材料 

使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料（酒税の保全及び酒類業組合等

に関する法律（昭和 28 年法律第７号）第 86 条の６第１項の規定に基づく酒類の表示の

基準において原産地を表示することとされている原材料及び米穀等の取引等に係る情報

の記録及び産地情報の伝達に関する法律（平成 21 年法律第 26 号）第２条第３項に規定

する指定米穀等（米穀及び別表第 15 の１の（６）に掲げるもちを除く。）の原材料で

ある米穀を除く。）であり、添加物及び水は含まない。 

ウ 表示方法 

食品表示基準第３条第２項の表の輸入品以外の加工食品の項の１の一の規定により表

示する。また、表示することとされる原産地が２以上ある場合にあっては、原則、対象

原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示（以下「国別重量順表示」という。）

する。 

② 「製造地表示」（食品表示基準第３条第２項の表の輸入品以外の加工食品の項の１の

二の規定による表示） 

ア 呼称について 

「製造地表示」とする。 

イ 定義 

「製造地表示」の製造とは、製品の内容についての実質的な変更をもたらす行為をい

い、製品の小分け、詰め合わせ、単なる切断、単なる混合、冷凍等の加工行為とみなさ

れるものは含まれない。 

ウ 表示方法 

(ｱ) 製造地表示を行う原産地が２以上ある場合は、原則、国別重量順表示し、国名ご

とに「製造」の文字を付すこと。 

(ｲ) 「○○製造」の文字に代えて、「○○加工」と表示することはできない。 

(ｳ) 生鮮食品の原材料名に対応させて、「○○製造」と表示することはできない。 

(ｴ) 加工食品の原材料に占める重量割合が最も高い生鮮食品の原産地が分かる場合に 

は、製造地表示に代えて、当該生鮮食品の名称と共にその原産地を表示することが

できる。 

③ 「又は表示」（食品表示基準第３条第２項の表の輸入品以外の加工食品の項の１の五
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のイの規定による表示） 

ア 呼称について 

「又は表示」とする。 

イ 「又は表示」を使用できる場合について 

原材料の過去の一定期間における産地別使用実績（新製品又は原料調達先の変更が確

実な場合は、今後の一定期間における産地別使用計画）からみて、国別重量順表示をし

ようとした場合に、表示をする時点（製造日）を含む１年間で重量順位の変動又は産地

切替えが行われる見込みで、国別重量順表示が困難であり、根拠資料を保管し、一定期

間使用割合の高いものから順に表示した旨を、容器包装の原料原産地名に近接した箇所

に表示している場合に限る。 

なお、容器包装に表示した原産地の範囲内での使用を認めるものであり、表示されて

いない原産地の原料を使用することは認めない。 

④ 「大括り表示」（食品表示基準第３条第２項の表の輸入品以外の加工食品の項の１の

五のロの規定による表示） 

ア 呼称について 

「大括り表示」とする。 

イ 「大括り表示」を使用できる場合について 

原材料の過去の一定期間における産地別使用実績（新製品の場合又は原料調達先の変

更が確実な場合は、今後の一定期間における産地別使用計画）からみて、国別重量順表

示をしようとした場合に、３以上の外国産の産地表示について、表示をする時点（製造

日）を含む１年間で重量順位の変動又は産地切替えが行われる見込みで、国別重量順表

示が困難であり、根拠資料を保管している場合に限る。 

ウ 輸入品である旨について 

「輸入」のほかに、「外国産」、「外国」などの表示でも可能とする。また、輸入よ

り狭い範囲を表す、一般に知られている地域名等（EU、NAFTA、ASEAN、アフリカ、南米

等）の表示も可能とする。 

⑤ 「又は表示」と「大括り表示」の併用（食品表示基準第３条第２項の表の輸入品以外

の加工食品の項の１の五のハの規定による表示） 

「又は表示」と「大括り表示」の併用が使用できる場合について 

「大括り表示」の認められる条件を満たした上で、輸入品の合計と国産品の重量順位

に変動があり、「国産、輸入」や「輸入、国産」の表示が困難な場合であって、「又は

表示」の認められる条件を満たす場合に限る。 

⑥ 根拠資料について 

ア 保管が必要な根拠資料 

(ｱ) 過去又は今後の一定期間における原産地ごとの重量順位の変動又は産地の切替 

えがあることを示す資料。 

(ｲ) 同期間における原産地ごとの使用割合の順を示す資料。 

イ 保管期間 

(ｱ) 根拠資料を基に表示が行われている製品の賞味期限又は消費期限に加えて１年間。 

(ｲ) 賞味期限又は消費期限を省略しているものについては、製造から５年間。 

ウ 保管方法 

文書又は電子媒体のいずれの方法でも構わない。 

⑦ 過去の一定期間の時期及び期間について 

過去の一定期間における産地別使用実績は、表示をする時点（製造日）を含む１年間

（製造年、製造年度等）から遡って３年以内の中での１年以上の実績に限る。 

⑧ 今後の一定期間における産地別使用計画を使用する場合について 

過去の一定期間における産地別使用実績に基づく「又は表示」、「大括り表示」又は
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「又は表示」と「大括り表示」の併用を基本とし、新製品又は原料調達先の変更が確実

な場合など、過去の産地別使用実績が使用できない場合は、今後の一定期間における産

地別使用計画に基づく表示を使用しなければならない。 

なお、産地別使用計画は、当該計画に基づく製造の開始日から１年間以内の予定に限る。 

⑨ 上記③から⑤までの表示をする場合について、産地別使用実績及び産地別使用計画に

求められる合理性 

以下の場合は、③から⑤までの表示をすることができない。 

ア 過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計

画と、実際の使用実績が大きく異なり（３か国目以降を「その他」と表示している製

品で、「その他」と表示していた国が結果として大部分を占める場合等）、その理由

について合理的な説明ができない場合。 

イ 策定した産地別使用計画の根拠について、合理的な説明ができない場合。 

⑩ 国別重量順表示が困難な場合について 

以下の場合は、困難とは認めない。 

ア 産地の切替えの都度、表示を切り替えること又は包材自体を切り替えることができ

る場合。 

イ 「大括り表示」を行うためだけに、意図的に、ごく短期間だけ複数国から原料調達

を行う場合。 

⑪ ウェブサイト等による自主的な情報提供について 

原料原産地表示が義務付けられていない原材料や、「製造地表示」、「又は表示」、

「大括り表示」等を行った場合における詳細な産地情報、使用割合等について、ウェブ

サイト等により、消費者に対して自主的かつ積極的な情報提供に努めることが望ましい。 

(13) 食品表示基準別表第 15 の６に定めるおにぎり  ＜省略＞        ［原－22］ 

(14) 食品表示基準別表第 19 に定めるもの 

＜従前個別表示基準が定められていた品目でありおおむね菓子には該当しないが、 

⑧については平成 24 年 8 月 2 日付け厚労省基準審査課長及び監視安全課長通達｢容 

器包装詰低酸性食品に関するボツリヌス食中毒の対策について｣の内容が盛り込ま 

れている。＞ 

① 食肉  ② 食肉製品  ③ 乳、乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品 

④ 鶏の液卵  ⑤ 生かき  ⑥ ふぐ  ⑦ 冷凍食品 

＜以上の項目は省略＞ 

                                      ［原－28］ 

⑧ 容器包装に密封された常温で流通する食品（清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚

肉練り製品を除く。）のうち、水素イオン指数が 4.6 を超え、かつ、水分活性が 0.94 を

超え、かつ、その中心部の温度を摂氏 120 度で４分間に満たない条件で加熱殺菌された

ものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏 10 度以下

での保存を要する食品一括表示の保存方法の欄に摂氏 10 度以下で保存しなければならな

い旨を表示するとともに、要冷蔵食品であることが消費者等に明確に分かるように、加

えて、容器包装のおもて面に冷蔵を要する食品である旨の文字（「要冷蔵」等）をわかり

やすい大きさ（おおむね 20 ポイント以上）で、色彩、場所等を工夫して表示すること。 

＜以下の項目は省略＞ 

⑨ 缶詰の食品  ⑩ 水のみを原料とする清涼飲料水（ミネラルウォーター類） 

⑪ 清涼飲料水  ⑫ 豆腐 

２ 表示の省略                               ［原－29］ 

表示を省略することができる食品についても、表示が可能なものについては、できるだけ表

示することが望ましい。 
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３ 義務表示の特例 

食品表示基準第５条第１項柱書の「前二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合

にあっては、同表の下欄に掲げる表示事項の表示は要しない。」とは、上欄に掲げる場合にあっ

ては、そもそも表示義務が課されていないということを意味する。したがって、食品表示基準

第３条第３項の規定に基づき表示を省略することが可能な食品とは異なり、任意で下欄の表示

事項を表示をする場合であっても、表示方法が定められているものではない。 

ただし、食品表示基準第 41 条第１項の規定に基づき、食品表示基準第３条及び第４条に定め

る方法により表示するよう努めるものとされていることから、そのような表示が望ましい旨指

導等を行っていただきたい。 

４ 任意表示                                ［原－30］ 

(１) 栄養機能食品に係る栄養成分の機能   ＜省略＞ 

(２) 栄養成分の補給ができる旨及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨 

  ＜省略＞  

(３) 糖類を添加していない旨                       ［原－33］ 

糖類を添加していない旨の表示の例は、「糖類無添加」、「砂糖不使用」その他これに類す

る表示をいう。 

添加糖類に代わる原材料の具体例は、ジャム、ゼリー、甘味の付いたチョコレート、甘

味の付いた果実片、非還元濃縮果汁、乾燥果実ペースト等のこと。 

(４) ナトリウム塩を添加していない旨 

ナトリウム塩を添加していない旨の表示の例は、「食塩無添加」その他これに類する表示

をいう。 

添加ナトリウム塩に代わる原材料の具体例は、ウスターソース、ピクルス、ペパローニ、

しょう油、塩蔵魚、フィッシュソース等のこと。 

５ 表示の方式  

(１) 「邦文をもって」 

第８条第１号の「邦文をもって」とは、原則として、漢字、平仮名、片仮名又はアラビ

ア数字を用いて表示することをいう。 

ただし、以下の場合は、ローマ字等を用いて表示しても「邦文をもって」とみなす。 

① 「食品関連事業者名の氏名又は名称」又は「製造者又は加工者の氏名又は名称（輸入

品にあっては、輸入業者の氏名又は名称、乳に・・・＜省略＞）」を法人登記どおりに

表示する場合。 

ただし、片仮名で読み方を併記することが望ましい。 

② 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウェブサ

イトのアドレスを表示する場合 

③ 添加物の物質名等について、化学記号等を表示する場合。 

④ 単位を表示する場合 

⑤ ローマ字等の表記が一般的であり、かつ、漢字、平仮名又は片仮名で表記した方が分

かりにくい場合。 

⑥ その他  

(２) 小売のための包装 

容器包装の上に更に小売のための包装（外装）を行う場合は、中の表示が透視きる場合

を除き、外装に必要な表示を行わなければならない。 

なお、容器包装の上に包装（外装）されている場合、それが小売のためのものでないと

きは、当該外装にも名称、製造者の氏名、住所並びに保存基準が定められた食品及び添加

物にあっては、その保存方法を表示することが望ましい。 
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(３) 添加物表示 

添加物の物質名又は簡略名の表示は、規則別表第１、名簿、別添添加物１－１、別添添

加物２－１、別添添加物２－２及び別添添加物２－３に掲げる名称のとおりに表示するこ

とが原則であるが、食品関連事業者等及び一般消費者に誤解を与えない範囲内で平仮名、

片仮名、漢字を用いても差し支えないものであること。 

(４) 栄養成分表示 

① 栄養成分表示に用いる食品表示基準別表第９の第１欄に掲げる栄養成分名又は熱量は、

以下のとおり表示することができる。 
熱量にあっては、「エネルギー」 

たんぱく質にあっては、「蛋白質」「たん白質」「タンパク質」「たんぱく」「タンパク」 

ミネラルにあっては、元素記号 

（例）カルシウムにあっては、「Ｃa」、鉄にあっては、「Ｆe」、ナトリウムにあっては、

「Ｎa」 

ビタミン（ナイアシン、パントテン酸、ビオチン及び葉酸を除く。）にあっては、ビタ

ミン名の略号 

（例）ビタミンＡにあっては、「Ｖ．Ａ」、「ＶＡ」 

② kcal はキロカロリー、ｇはグラム、mg はミリグラム、μg はマイクログラムと表示す

ることができる。 

ＩＵ又は国際単位は表示不可とする。 

③ 幅表示の幅は、適切に設定すること。例えば、過度に広い幅で表示することは適当では

ない。 

④ 少なくとも、栄養成分の補給ができる旨及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨

を表示する栄養成分については、消費者の商品選択に資するため、栄養素等表示基準値に

占める割合を併せて表示することが望ましい。 

⑤ 最小表示の位は、次のとおりとする。 

なお、位を下げることを妨げるものではなく、その場合は、その下の位を四捨五入して

表示する。 

たんぱく質    １の位※１ 

脂質       １の位※１ 

飽和脂肪酸    １の位※１ 

ｎ－３系脂肪酸・ｎ－６系脂肪酸・コレステロール    ＜省略＞ 

炭水化物     １の位※１ 

糖質       １の位※１ 

糖類       １の位※１ 

食物繊維     １の位 

ナトリウム   １の位※１ 

食塩相当量   小数第１位※２ 

熱量        １の位※１ 

亜鉛・カリウム・カルシウム・クロム・セレン・鉄・銅・マグネシウム・マンガン・ 

モリブデン・ヨウ素・リン・ナイアシン・パントテン酸・ビオチン・ビタミンＡ・ビタ 

ミンＢ１・ビタミンＢ２・ビタミンＢ６・ビタミンＢ12・ビタミンＣ・ビタミンＤ・ 

ビタミンＥ・ビタミンＫ・葉酸  ＜省略＞ 

※１ １の位に満たない場合であって、０と表示することができる量（別表第９の第５

欄）以上であるときは、有効数字１桁以上とする。 

※２ 小数第１位に満たない場合であって、ナトリウムの量が０と表示することができ

る量（別表第９の第５欄）以上であるときは、有効数字１桁以上とする。なお、食

塩相当量を０と表示できる場合には、「０．０」、「０」と表示しても差し支えない。 
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⑥ 含有量が０の場合であるものについても表示事項の省略はできないものであること。た

だし、近接した複数の表示事項が０である場合は、例えば、「たんぱく質と脂質が０」と

いうように一括して表示することができるものであること（食品表示基準別記様式２の備

考３）。 

⑦ セットで販売され、通常一緒に食される食品（即席めんなどにおけるめん、かやく、ス

ープの素、ハンバーグセットにおけるハンバーグとソース等）の表示については、セット

合計の含有量を表示すること。これに併せて、セットを構成する個々の食品についても、

含有量を表示することは差し支えない。 

⑧ 食品表示基準第３条第１項の表の栄養成分の量及び熱量の項の２の一の記載は、別記様

式２又は別記様式３に近接した場所に表示すること。 

⑨ 表示値は許容差の範囲の基準となるものであり、意図的に操作されるべきでないことか

ら、表示を行う製品を代表する製品を分析して得られたデータの加重平均値とすべきであ

る（合理的な推定により得られた値を除く。）。ただし、含有量の表示に際しては、必ず分

析を行わなければならないものではなく、結果として表示された含有量が許容差の範囲内

であれば表示基準違反にはならないこと。 

機能を表示する栄養成分、栄養強調表示をする栄養成分の量及び熱量は、別添 栄養成

分等の分析方法等に規定された分析法により測定すること。 

６ 業務用加工食品における製造所又は・・・＜省略＞              ［原－36］ 

７ 業務用加工食品の表示の方式 ＜省略＞  

 

（生鮮食品）   ＜省略＞                          ［原－37］ 

（添加物）    ＜省略＞                          ［原－41］ 
 
 

（附則）                                   ［原－43］ 

１ 平成 27 年４月１日に施行した食品表示基準の経過措置期間中は、一定の期間、「なお従前の

例によることができる」、すなわち、食品表示基準に基づく表示と、食品表示基準附則第２条各

号で廃止する基準（以下「旧基準」という。）に基づく表示が混在することとなる。 

２ 新旧の表示の混在については、１つの食品の表示の中で一部の表示事項のみ食品表示基準に

基づく表示を行い、残りの表示事項は旧基準に基づく表示を行うと、新旧どちらの基準に基づ

く表示であるかを消費者が判別できず、混乱を生じるおそれがある(例：栄養成分の表示方法は

食品表示基準に基づくものであるにもかかわらず、アレルギー表示は旧基準に基づくものであ

ると、アレルゲンの一括表示欄を見て商品を選択する消費者が使用されている特定原材料が省

略せず全て表示されていると勘違いする可能性がある。）。 

そのため、原則として、１つの食品の表示の中での食品表示基準と旧基準の両者に基づいた

表示の混在は認めないこととする。 

３ ただし、製造所固有記号の表示については、以下のとおりとする。 

(１) 旧制度に基づく製造所固有記号の扱い 

令和２年３月 31 日までに製造される一般用加工食品又は消費者向け添加物及び同日まで 

に販売される業務用加工食品又は業務用添加物において、旧基準に基づく包材を用いて製

造する場合は、食品表示基準附則第２条の規定による廃止前の食品衛生法第 19 条第 1 項の

規定に基づく表示の基準に関する内閣府令第 10 条に規定する製造所固有の記号の制度（以

下「旧制度」という。）に基づき取得した製造所固有記号を表示することができるが、 

当該記号の新規の届出を行うことができる期間は、平成 28 年３月 31 日までとする。また、

従前、旧制度に基づく事業者からの届出内容の変更は、新規の届出として処理されてきた

ことから、当該届出を行うことができる期間についても平成 28 年３月 31 日までとなる。
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これは、経過措置期間を設けている趣旨が従前の表示から食品表示基準に基づく新しい表

示へ移行するための準備期間であり、旧制度に基づいた新規の届出を認めることはこの趣

旨にそぐわないためである。 

したがって、旧制度に基づく届出の内容に変更が生じ、引き続き、製造所固有記号を使

用する場合には、平成 28 年４月１日以降は食品表示基準に基づき新たに製造所固有記号を

取得し、食品表示基準に従って表示する必要がある。 

ただし、市町村合併等による市町村名又は地名の変更に起因する製造所等の所在地に係

る住所の変更に限り、経過措置期間中、旧制度に基づく製造所固有記号の使用を引き続き

認めることとする。この場合、住所の変更の届出は不要とする。 

(２) 食品表示基準に基づく製造所固有記号等の扱い 

① 食品表示基準に基づき製造所固有記号を取得できる同一製品を２以上の製造所で製造 

している者について 

製造所固有記号制度届出データベースの運用が開始した後は、食品表示基準に基づき

製造所固有記号の届出を速やかに行うこととし、食品表示基準に基づき表示した包材を

製品に使用する場合は、食品表示基準に基づく製造所固有記号を表示するものとする。 

ただし、当該製造所固有記号の届出に関する手続等が完了するまでの間は、食品表示基

準に基づき表示した包材に、旧制度に基づき取得した製造所固有記号を表示することを

認めることとする。 

② 食品表示基準において製造所固有記号を取得できない者について 

製造所固有記号制度届出データベースの運用が開始した後から経過措置期間が終了す

るまでの間は、食品表示基準の下では製造所固有記号を使用できない事業者が商品を販

売する場合、製造所固有記号の使用を前提とした取引慣習等が変わっていない段階であ

れば、依然として製造所固有記号を使用する可能性がある。したがって、製造所固有記

号制度届出データベースの運用が開始した後から経過措置期間が終了するまでの間は、

商慣習の変化に係る期間を考慮し一部の事業者にのみ不利益が生じることを防止する観

点から、他の表示が食品表示基準に基づいたものであっても製造所固有記号については

旧制度に基づいた表示をすることを認めることとする。 

なお、食品表示基準第３条第１項の表の製造所又は加工所の所在地（輸入品にあって

は輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては・・・＜省略＞・・以下同じ。）及び製造者

又は加工者の氏名又は名称（輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称、乳にあって

は・・・＜省略＞・・以下同じ。）の項の３の一から三までのいずれかの事項の表示につ

いては、消費者への情報提供の観点から、食品表示基準に基づいて行うことが望ましい。 

４ 平成 29 年９月１日に施行した食品表示基準の経過措置期間は、令和４年３月 31 日までであ

るが、計画的に当該基準に基づく原料原産地表示に移行することが望ましい。また、施行の際

に加工食品の製造所又は加工所で製造過程にある加工食品（令和４年４月１日以降に販売予定

であり、長期醸造されている酒類や果実酢等）については、令和４年４月１日以降もなお従前

の例によることができるが、消費者への情報提供の観点から、可能な限り当該基準に基づく原

料原産地表示を行うことが望ましい。 
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（別添一覧） 
 

 添加物関係  
別添 添加物１－１簡略名又は類別名一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・６８ 
別添 添加物１－２同種の機能の添加物を併用した場合における簡略名の例・・・７３ 

別添 添加物１－３規則別表第１に掲げる添加物のうち用途名併記を要する・・・７４ 

ものの例示 

別添 添加物１－４各一括名の定義及びその添加物の範囲・・・・・・・・・・・７５ 

別添 添加物１－５栄養強化の目的が考えられる添加物の範囲・・・・・・・・・７９ 

別添 添加物１－６容器包装に入れないで販売される食品のうち、添加物の・・・７９ 

表示を要する添加物一覧 

別添 添加物２－１既存添加物名簿収載品目リスト・・・・・・・・・・・・・・８０ 

別添 添加物２－２天然香料基原物質リスト・・・・・・・・・・・・・・・・１００ 

別添 添加物２－３一般に食品として飲食に供されている物であって添加物・・１０５ 

として使用される品目リスト 

 

栄養表示関係   ＜省略、必要な場合は消費者庁のホームページをご覧ください＞ 
  別添 栄養成分等の分析方法等 

 

アレルゲン関係                            （頁） 
別添 アレルゲンを含む食品に関する表示・・・・・・・・・・・・・・・・・１１０ 

― 別表１ 特定原材料等の範囲 

別表２ 特定原材料等由来の添加物についての表示例 

別表３ 特定原材料等の代替表記等方法リスト 

 

別添 アレルゲンを含む食品の検査方法  ＜省略、必要な場合は消費者庁のホームペ

ージをご覧ください＞ 

― アレルゲンを含む食品の検査方法別添１ 

アレルゲンを含む食品の検査方法別添２判断樹について 

アレルゲンを含む食品の検査方法別添３標準品規格 

アレルゲンを含む食品の検査方法別添４アレルゲンを含む食品を評価するガイドラ

イン 

アレルゲンを含む食品の検査方法別添５アレルゲンを含む食品の検査方法の改良法

の評価に関するガイドライン 

 

機能性表示食品関係  ＜省略、必要な場合は消費者庁のホームページをご覧下さい＞ 
別添 機能性表示食品  

 

遺伝子組換え表示関係 ＜省略、必要な場合は消費者庁のホームページをご覧下さい＞ 
別添 バルク輸送される北米産の非遺伝子組換え大豆及びデント種の非遺伝子組換えと

うもろこしの分別生産流通管理の指針 

別添 安全性審査済みの遺伝子組換え食品の検査方法 

 

生かき関係  ＜省略、必要な場合は消費者庁のホームページをご覧ください＞ 
別添 輸入される生食用かきの採取水域区分（名称）の例示 

別添 Shellfish Growing Areas Classified for Harvest for Human Consumption in 

Accordance with Regulation 48 of the Animal Products 
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別添 添加物関係 
別添 添加物１−１  簡略名又は類別名一覧表               ［原−1］ 

物 質 名 簡略名又は類別名 
亜硝酸ナトリウム 亜硝酸 Na 
Ｌ―アスコルビン酸 アスコルビン酸，V.C 
Ｌ−アスコルビン酸カルシウム アスコルビン酸 Ca，ビタミンＣ，V.C 
Ｌ―アスコルビン酸ステアリン酸エステル アスコルビン酸エステル，ビタミンＣ，V.C 
Ｌ―アスコルビン酸ナトリウム アスコルビン酸 Na，ビタミン C，V.C 
Ｌ―アスコルビン酸 2―グルコシド アスコルビン酸，ビタミン C，V.C 
Ｌ―アスコルビン酸パルミチン酸エステル アスコルビン酸エステル，ビタミンＣ，V.C 
Ｌ―アスパラギン酸ナトリウム アスパラギン酸ナトリウム，アスパラギン酸 Na 
アセチル化アジピン酸架橋デンプン 加工デンプン 
アセチル化酸化デンプン 加工デンプン 
アセチル化リン酸架橋デンプン 加工デンプン 
亜セレン酸ナトリウム 亜セレン酸 Na 

β−アポ−８ʼ−カロテナール 
アポカロテナール、アポカロテナール色素、 
カロチノイド、カロチノイド色素、カロテノイド、 
カロテノイド色素 

DL―アラニン アラニン 
亜硫酸ナトリウム 亜硫酸塩，亜硫酸 Na 
Ｌ―アルギニンＬ―グルタミン酸塩 アルギニングルタミン酸塩 
アルギン酸カリウム アルギン酸 K 
アルギン酸カルシウム アルギン酸 Ca 
アルギン酸ナトリウム アルギン酸 Na 
アルギン酸プロピレングリコールエステル アルギン酸エステル 
安息香酸ナトリウム 安息香酸 Na 
Ｌ―イソロイシン イソロイシン 
5′―イノシン酸二ナトリウム イノシン酸ナトリウム，イノシン酸 Na 
5′―ウリジル酸二ナトリウム ウリジル酸ナトリウム，ウリジル酸 Na 
エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム EDTA カルシウムナトリウム，EDTA―Ca・Na 
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム EDTA ナトリウム，EDTA―Na 
エリソルビン酸ナトリウム エリソルビン酸 Na，イソアスコルビン酸 Na 
エルゴカルシフェロール ビタミンＤ，V.D 
塩化カリウム 塩化Ｋ 
塩化カルシウム 塩化 Ca 
塩化第二鉄 塩化鉄 
塩化マグネシウム 塩化 Mg 
オクテニルコハク酸デンプンナトリウム 加工デンプン，オクテニルコハク酸デンプン Na 
オルトフェニルフェノール OPP 
オルトフェニルフェノールナトリウム オルトフェニルフェノール Na，OPP―Na 
オレイン酸ナトリウム オレイン酸 Na 
カゼインナトリウム カゼイン Na 
カルボキシメチルセルロースカルシウム CMC―Ca，繊維素グリコール酸 Ca 
カルボキシメチルセルロースナトリウム CMC―Na，繊維素グリコール酸 Na，CMC 

β―カロテン 
カロチン，カロチン色素，カロチノイド，カロチノ
イド色素，カロテン，カロテン色素，カロテノイ
ド，カロテノイド色素 

カンタキサンチン カロチノイド、カロチノイド色素、カロテノイド、
カロテノイド色素 

5′―グアニル酸二ナトリウム グアニル酸ナトリウム，グアニル酸 Na 
クエン酸イソプロピル クエン酸エステル 
クエン酸三エチル クエン酸エチル 
クエン酸一カリウム クエン酸カリウム，クエン酸Ｋ 
クエン酸三カリウム クエン酸カリウム，クエン酸Ｋ 
クエン酸カルシウム クエン酸 Ca 
クエン酸第一鉄ナトリウム クエン酸鉄 Na 
クエン酸三ナトリウム クエン酸 Na 
グリセリン脂肪酸エステル グリセリンエステル 

グリチルリチン酸二ナトリウム グリチルリチン酸ナトリウム，グリチルリチン酸
Na 
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物 質 名 簡略名又は類別名 
グルコン酸カリウム グルコン酸Ｋ 
グルコン酸カルシウム グルコン酸 Ca 
グルコン酸ナトリウム グルコン酸 Na 
Ｌ―グルタミン酸 グルタミン酸 
Ｌ―グルタミン酸アンモニウム グルタミン酸アンモニウム 
Ｌ―グルタミン酸カリウム グルタミン酸カリウム，グルタミン酸Ｋ 
Ｌ―グルタミン酸カルシウム グルタミン酸カルシウム，グルタミン酸 Ca 
Ｌ―グルタミン酸ナトリウム グルタミン酸ナトリウム，グルタミン酸 Na 
Ｌ―グルタミン酸マグネシウム グルタミン酸マグネシウム，グルタミン酸 Mg 
ケイ酸カルシウム ケイ酸 Ca 
ケイ酸マグネシウム ケイ酸 Mg 
コハク酸一ナトリウム コハク酸ナトリウム，コハク酸 Na 
コハク酸二ナトリウム コハク酸ナトリウム，コハク酸 Na 
コレカルシフェロール ビタミンＤ，V.D 
コンドロイチン硫酸ナトリウム コンドロイチン硫酸 Na 
酢酸カルシウム 酢酸 Ca 
酢酸デンプン 加工デンプン 
酢酸ナトリウム 酢酸 Na 
サッカリンカルシウム サッカリン Ca 
サッカリンナトリウム サッカリン Na 
酸化カルシウム 酸化 Ca 
酸化デンプン 加工デンプン 
酸化マグネシウム 酸化 Mg 
三二酸化鉄 酸化鉄 
次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸 Na 
次亜硫酸ナトリウム 次亜硫酸 Na，亜硫酸塩 
Ｌ―システイン塩酸塩 システイン塩酸塩，システイン 
5′―シチジル酸二ナトリウム シチジル酸ナトリウム，シチジル酸 Na 
ジフェニル DP 
ジブチルヒドロキシトルエン BHT 
ジベンゾイルチアミン チアミン，ビタミンＢ1，V.B1 
ジベンゾイルチアミン塩酸塩 チアミン，ビタミンＢ1，V.B1 
DL―酒石酸 酒石酸 
Ｌ―酒石酸 酒石酸 

DL―酒石酸水素カリウム 酒石酸カリウム，酒石酸Ｋ，重酒石酸カリウム， 
重酒石酸Ｋ 

Ｌ―酒石酸水素カリウム 酒石酸カリウム，酒石酸Ｋ，重酒石酸カリウム， 
重酒石酸Ｋ 

DL―酒石酸ナトリウム 酒石酸ナトリウム，酒石酸 Na 
Ｌ―酒石酸ナトリウム 酒石酸ナトリウム，酒石酸 Na 
硝酸カリウム 硝酸Ｋ 
硝酸ナトリウム 硝酸 Na 
食用赤色 2 号 赤色 2 号，赤 2 
食用赤色 2 号アルミニウムレーキ 食用赤色 2 号，赤色 2 号，赤 2，アマランス 
食用赤色 3 号 赤色 3 号，赤 3 
食用赤色 3 号アルミニウムレーキ 食用赤色 3 号，赤色 3 号，赤 3，エリスロシン 
食用赤色 40 号 赤色 40 号，赤 40 

食用赤色 40 号アルミニウムレーキ 食用赤色 40 号，赤色 40 号，赤 40，アルラレッ 
ド AC 

食用赤色 102 号 赤色 102 号，赤 102 
食用赤色 104 号 赤色 104 号，赤 104 
食用赤色 105 号 赤色 105 号，赤 105 
食用赤色 106 号 赤色 106 号，赤 106 
食用黄色 4 号 黄色 4 号，黄 4 
食用黄色 4 号アルミニウムレーキ 食用黄色 4 号，黄色 4 号，黄 4，タートラジン 
食用黄色 5 号 黄色 5 号，黄 5 

食用黄色 5 号アルミニウムレーキ 食用黄色 5 号，黄色 5 号，黄 5，サンセットイエロ 
ーFCF 

食用緑色 3 号 緑色 3 号，緑 3 
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物 質 名 簡略名又は類別名 

食用緑色 3 号アルミニウムレーキ 食用緑色 3 号，緑色 3 号，緑 3，ファストグリーン
FCF 

食用青色 1 号 青色 1 号，青 1 

食用青色 1 号アルミニウムレーキ 食用青色 1 号，青色 1 号，青 1，ブリリアント 
ブルーFCF 

食用青色 2 号 青色 2 号，青 2 
食用青色 2 号アルミニウムレーキ 食用青色 2 号，青色 2 号，青 2，インジゴカルミン 
ショ糖脂肪酸エステル ショ糖エステル 
シリコーン樹脂 シリコーン 
水酸化カリウム 水酸化Ｋ 
水酸化カルシウム 水酸化 Ca 
水酸化マグネシウム 水酸化 Mg 
ステアリン酸カルシウム ステアリン酸 Ca 
ステアリン酸マグネシウム ステアリン酸 Mg 
ステアロイル乳酸カルシウム ステアロイル乳酸 Ca，ステアリル乳酸 Ca 
ステアロイル乳酸ナトリウム ステアロイル乳酸 Na，ステアリル乳酸 Na 
ソルビタン脂肪酸エステル ソルビタンエステル 
Ｄ―ソルビトール ソルビトール，ソルビット 
ソルビン酸カリウム ソルビン酸Ｋ 
ソルビン酸カルシウム ソルビン酸 Ca 
炭酸カリウム（無水） 炭酸カリウム，炭酸Ｋ 
炭酸カルシウム 炭酸 Ca 
炭酸水素ナトリウム 炭酸水素 Na，重炭酸 Na，重曹 
炭酸ナトリウム 炭酸 Na 
炭酸マグネシウム 炭酸 Mg 
チアベンダゾール TBZ 
チアミン塩酸塩 チアミン，ビタミンＢ1，V.B1 
チアミン硝酸塩 チアミン，ビタミンＢ1，V.B1 
チアミンセチル硫酸塩 チアミン，ビタミンＢ1，V.B1 
チアミンチオシアン酸塩 チアミン，ビタミンＢ1，V.B1 
チアミンナフタレン―1,5―ジスルホン酸塩 チアミン，ビタミンＢ1，V.B1 
チアミンラウリル硫酸塩 チアミン，ビタミンＢ1，V.B1 
Ｌ―テアニン テアニン 
鉄クロロフィリンナトリウム 鉄クロロフィリン Na，鉄葉緑素 
デヒドロ酢酸ナトリウム デヒドロ酢酸 Na 
デンプングリコール酸ナトリウム 加工デンプン，デンプングリコール酸 Na 
銅クロロフィリンナトリウム 銅クロロフィリン Na，銅葉緑素 
銅クロロフィル 銅葉緑素 
dl―α―トコフェロール トコフェロール，ビタミンＥ，V.E 
トコフェロール酢酸エステル 酢酸トコフェロール，酢酸ビタミンＥ，酢酸 V.E 
d―α―トコフェロール酢酸エステル 酢酸トコフェロール，酢酸ビタミンＥ，酢酸 V.E 
DL―トリプトファン トリプトファン 
Ｌ―トリプトファン トリプトファン 
DL―トレオニン トレオニン，スレオニン 
Ｌ―トレオニン トレオニン，スレオニン 
ニコチン酸アミド ニコチン酸，ナイアシン 
二酸化硫黄 二酸化イオウ，亜硫酸塩 

二酸化ケイ素 

酸化ケイ素（微粒二酸化ケイ素を用いる場合は，酸
化ケイ素のほか，「微粒二酸化ケイ素」，「微粒酸化
ケイ素」，「微粒シリカゲル」という簡略名を用いる
ことができる。） 

二酸化炭素 炭酸 
二酸化チタン 酸化チタン 
乳酸カリウム 乳酸 K 
乳酸カルシウム 乳酸 Ca 
乳酸ナトリウム 乳酸 Na 

ノルビキシンカリウム 

ノルビキシンＫ，水溶性アナトー，アナトー，アナ
トー色素，カロチノイド，カロチノイド色素，カロ
テノイド，カロテノイド色素 
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物 質 名 簡略名又は類別名 

ノルビキシンナトリウム 
ノルビキシン Na，水溶性アナトー，アナトー，ア
ナトー色素，カロチノイド，カロチノイド色素， 
カロテノイド，カロテノイド色素 

パラオキシ安息香酸イソブチル パラオキシ安息香酸，イソブチルパラベン 
パラオキシ安息香酸イソプロピル パラオキシ安息香酸，イソプロピルパラベン 
パラオキシ安息香酸エチル パラオキシ安息香酸，エチルパラベン 
パラオキシ安息香酸ブチル パラオキシ安息香酸，ブチルパラベン 
パラオキシ安息香酸プロピル パラオキシ安息香酸，プロピルパラベン 
Ｌ―バリン バリン 
パントテン酸カルシウム パントテン酸 Ca 
パントテン酸ナトリウム パントテン酸 Na 
Ｌ―ヒスチジン塩酸塩 ヒスチジン塩酸塩，ヒスチジン 
ビスベンチアミン チアミン，ビタミンＢ1，V.B1 
ビタミンＡ V.A 

ビタミンＡ脂肪酸エステル ビタミンＡエステル，レチノールエステル，ビタミ
ンＡ，V.A 

ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン 加工デンプン 
ヒドロキシプロピルセルロース ＨＰＣ 
ヒドロキシプロピルデンプン 加工デンプン 
ヒドロキシプロピルメチルセルロース ＨＰＭＣ 
ヒマワリレシチン レシチン 
氷酢酸 酢酸 
ピリドキシン塩酸塩 ピリドキシン，V.B6 

ピロ亜硫酸カリウム 亜硫酸塩，亜硫酸カリウム，亜硫酸Ｋ，重亜硫酸カ
リウム，重亜硫酸Ｋ 

ピロ亜硫酸ナトリウム 亜硫酸塩，亜硫酸ナトリウム，亜硫酸 Na，重亜硫
酸ナトリウム，重亜硫酸 Na，亜硫酸ソーダ 

ピロリン酸四カリウム ピロリン酸Ｋ 
ピロリン酸二水素カルシウム ピロリン酸カルシウム，ピロリン酸 Ca 
ピロリン酸二水素二ナトリウム ピロリン酸ナトリウム，ピロリン酸 Na 
ピロリン酸第二鉄 ピロリン酸鉄 
ピロリン酸四ナトリウム ピロリン酸 Na 
Ｌ―フェニルアラニン フェニルアラニン 
フェロシアン化カリウム フェロシアン化Ｋ 
フェロシアン化カルシウム フェロシアン化 Ca 
フェロシアン化ナトリウム フェロシアン化 Na 
ブチルヒドロキシアニソール BHA 
フマル酸一ナトリウム フマル酸 Na 
プロピオン酸カルシウム プロピオン酸 Ca 
プロピオン酸ナトリウム プロピオン酸 Na 
プロピコナゾール トリアゾール 
プロピレングリコール脂肪酸エステル プロピレングリコールエステル 
没食子酸プロピル 没食子酸 
ポリアクリル酸ナトリウム ポリアクリル酸 Na 
ポリビニルピロリドン ポビドン、ＰＶＰ 
ポリリン酸カリウム ポリリン酸Ｋ 
ポリリン酸ナトリウム ポリリン酸 Na 
Ｄ―マンニトール マンニトール，マンニット 
メタリン酸カリウム メタリン酸Ｋ 
メタリン酸ナトリウム メタリン酸 Na 
DL―メチオニン メチオニン 
Ｌ―メチオニン メチオニン 
メチルヘスペリジン ヘスペリジン，ビタミンＰ，V.P 
dl―メントール メントール 
l―メントール メントール 
モルホリン脂肪酸塩 モルホリン 

Ｌ―リシンＬ―アスパラギン酸塩 リシン，リジン，リシンアスパラギン酸塩，リジン
アスパラギン酸塩 

Ｌ―リシン塩酸塩 リシン，リジン，リシン塩酸塩，リジン塩酸塩 
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物 質 名 簡略名又は類別名 

Ｌ―リシンＬ―グルタミン酸塩 リシン，リジン，リシングルタミン酸塩，リジング
ルタミン酸塩 

5′―リボヌクレオチドカルシウム 
リボヌクレオチドカルシウム，リボヌクレオチド
Ca，リボヌクレオタイドカルシウム，リボヌクレ
オタイド Ca 

5′―リボヌクレオチド二ナトリウム 
リボヌクレオチドナトリウム，リボヌクレオチド
Na，リボヌクレオタイドナトリウム，リボヌクレ
オタイド Na 

リボフラビン V.B2 
リボフラビン酪酸エステル リボフラビン，ビタミンＢ2，V.B2 
リボフラビン 5′―リン酸エステルナトリウム リボフラビン，ビタミンＢ2，V.B2 
硫酸アルミニウムアンモニウム アンモニウムミョウバン 
硫酸アルミニウムカリウム カリミョウバン，ミョウバン 
硫酸カリウム 硫酸 K 
硫酸カルシウム 硫酸 Ca 
硫酸第一鉄 硫酸鉄 
硫酸ナトリウム 硫酸 Na 
硫酸マグネシウム 硫酸 Mg 
DL―リンゴ酸 リンゴ酸 
DL―リンゴ酸ナトリウム リンゴ酸ナトリウム，リンゴ酸 Na 
リン酸架橋デンプン 加工デンプン 
リン酸化デンプン 加工デンプン 
リン酸三カリウム リン酸カリウム，リン酸Ｋ 
リン酸三カルシウム リン酸カルシウム，リン酸 Ca 
リン酸三マグネシウム リン酸マグネシウム，リン酸 Mg 
リン酸水素二アンモニウム リン酸アンモニウム 
リン酸二水素アンモニウム リン酸アンモニウム 
リン酸水素二カリウム リン酸カリウム，リン酸Ｋ 
リン酸二水素カリウム リン酸カリウム，リン酸Ｋ 
リン酸一水素カルシウム リン酸カルシウム，リン酸 Ca 
リン酸一水素マグネシウム リン酸マグネシウム，リン酸 Mg 
リン酸二水素カルシウム リン酸カルシウム，リン酸 Ca 
リン酸水素二ナトリウム リン酸ナトリウム，リン酸 Na 
リン酸二水素ナトリウム リン酸ナトリウム，リン酸 Na 
リン酸三ナトリウム リン酸ナトリウム，リン酸 Na 
リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン 加工デンプン 
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別添 添加物１−２ 同種の機能の添加物を併用した場合における簡略名の例［原−9］ 

１ 酸及びその塩類を併用した場合 
酸の名称の後に括弧を付して、使用した塩の元素記号を表示する（括弧内の塩は、使用量の 
多い順に表示する。以下同じ。）。 

併用する物質名 簡  略  名 
安息香酸及び安息香酸ナトリウム 
クエン酸及びクエン酸ナトリウム 
ソルビン酸，ソルビン酸カリウム及びソルビン酸カルシウム 
乳酸，乳酸ナトリウム及び乳酸カルシウム 
氷酢酸及び酢酸ナトリウム 
リン酸及びリン酸三ナトリウム 

安息香酸（Na） 
クエン酸（Na） 
ソルビン酸（Ｋ，Ca） 
乳酸（Na，Ca） 
酢酸（Na） 
リン酸（Na） 

 
２ 同じ酸の塩類を２種類以上併用した場合 
酸の名称に「塩」を付し、その後に括弧を付して、使用した塩の元素記号を表示する。 

併用する物質名 簡  略  名 
Ｌ−グルタミン酸カリウム及びＬ―グルタミン酸カルシウム 
DL―酒石酸水素カリウム及び DL―酒石酸ナトリウム 
ステアリン酸カルシウム及びステアリン酸マグネシウム 
ステアロイル乳酸カルシウム及びステアロイル乳酸ナトリウム 
炭酸ナトリウム及び炭酸マグネシウム 

グルタミン酸塩（Ｋ，Ca） 
酒石酸塩（Ｋ，Na） 
ステアリン酸塩（Ca，Mg） 
ステアロイル乳酸塩（Ca，Na） 
炭酸塩（Na，Mg） 

 
３ 各種のリン酸の塩類を併用した場合 
一括して「リン酸塩」と表示した後に括弧を付して、使用した塩の元素記号を表示する。 
リン酸三ナトリウム及びピロリン酸四カリウム 
ピロリン酸二水素カルシウム及びピロリン酸四ナトリウム 
ポリリン酸カリウム及びメタリン酸カリウム 
ピロリン酸四ナトリウム及びポリリン酸ナトリウム 
ピロリン酸四ナトリウム及びメタリン酸カリウム 

リン酸塩（Na，Ｋ） 
リン酸塩（Ca，Na） 
リン酸塩（Ｋ） 
リン酸塩（Na） 
リン酸塩（Na，Ｋ） 

 
４ 塩違いの同種の化合物を２種類以上併用した場合 
化合物名を表示した後に括弧を付して、使用した塩の元素記号を表示する。 
塩化カルシウム及び塩化マグネシウム 
酸化カルシウム及び酸化マグネシウム 
フェロシアン化カリウム及びフェロシアン化ナトリウム 

塩化物（Ca，Mg） 
酸化物（Ca，Mg） 
フェロシアン化物（Ｋ，Na） 
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別添 添加物１−３ 
規則別表第 1 に掲げる添加物のうち用途名併記を要するものの例示［原−11］ 

１ 甘味料，人工甘味料又
は合成甘味料 

アセスルファムカリウム／アスパルテーム／アドバンテーム／キシリト
ール／グリチルリチン酸二ナトリウム／サッカリン／サッカリンカルシ
ウム／サッカリンナトリウム／スクラロース 

２ 着色料又は合成着色料 β−アポ−８ʼ−カロテナール／β―カロテン／カンタキサンチン／ 
食用赤色 2 号及びそのアルミニウムレーキ／食用赤色 3 号及びそのアル
ミニウムレーキ／食用赤色 40 号及びそのアルミニウムレーキ／ 
食用赤色 102 号／食用赤色 104 号／食用赤色 105 号／食用赤色 106 号／
食用黄色 4 号及びそのアルミニウムレーキ／食用黄色 5 号及びそのアル
ミニウムレーキ／食用緑色 3 号及びそのアルミニウムレーキ／食用青色 1 
号及びそのアルミニウムレーキ／食用青色 2 号及びそのアルミニウムレ
ーキ／三二酸化鉄／鉄クロロフィリンナトリウム／銅クロロフィル／銅
クロロフィリンナトリウム／二酸化チタン、ノルビキシンカリウム／ 
ノルビキシンナトリウム／リボフラビン／リボフラビン酪酸エステル／
リボフラビン 5′―リン酸エステルナトリウム 

３ 保存料又は合成保存料 安息香酸／安息香酸ナトリウム／ソルビン酸／ソルビン酸カリウム／ 
ソルビン酸カルシウム／デヒドロ酢酸ナトリウム／ナイシン／パラオキ
シ安息香酸イソブチル／パラオキシ安息香酸イソプロピル／パラオキシ
安息香酸エチル／パラオキシ安息香酸ブチル／パラオキシ安息香酸プロ
ピル／プロピオン酸／プロピオン酸カルシウム／プロピオン酸ナトリウ
ム／亜硫酸ナトリウム／次亜硫酸ナトリウム／二酸化硫黄／ピロ亜硫酸
カリウム／ピロ亜硫酸ナトリウム 

４ 増粘剤，安定剤，ゲル
化剤又は糊料 

アセチル化アジピン酸架橋デンプン／アセチル化酸化デンプン／アセチ
ル化リン酸架橋デンプン／アルギン酸ナトリウム／アルギン酸プロピレ
ングリコールエステル／オクテニルコハク酸デンプンナトリウム、／ 
カルボキシメチルセルロースカルシウム／カルボキシメチルセルロース
／ナトリウム、酢酸デンプン／酸化デンプン／デンプングリコール酸ナ
トリウム／ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン／ヒドロキシプロ
ピルデンプン／ポリアクリル酸ナトリウム／ポリビニルピロリドン／メ
チルセルロース／リン酸架橋デンプン／リン酸化デンプン／リン酸モノ
エステル化リン酸架橋デンプン 

５ 酸化防止剤 エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム／エチレンジアミン四
酢酸二ナトリウム／エリソルビン酸／エリソルビン酸ナトリウム／クエ
ン酸イソプロピル／ジブチルヒドロキシトルエン／ブチルヒドロキシア
ニソール／没食子酸プロピル／アスコルビン酸／アスコルビン酸ステア
リン酸エステル／アスコルビン酸ナトリウム／アスコルビン酸パルミチ
ン酸エステル／dl―α―トコフェロール／亜硫酸ナトリウム／次亜硫酸ナ
トリウム／二酸化硫黄／ピロ亜硫酸カリウム／ピロ亜硫酸ナトリウム 

６ 発色剤 亜硝酸ナトリウム／硝酸カリウム／硝酸ナトリウム 
７ 漂白剤 亜硫酸ナトリウム／次亜硫酸ナトリウム／二酸化硫黄／ピロ亜硫酸カリ

ウム／ピロ亜硫酸ナトリウム 
８ 防かび剤又は防ばい剤 アゾキシストロビン／イマザリル／オルトフェニルフェノール／オルト

フェニルフェノールナトリウム／チアベンダゾール／ジフェニル／ピリ
メタニル／フルジオキソニル／プロピコナゾール 
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別添 添加物１−４ 各一括名の定義及びその添加物の範囲       ［原−12］ 

１ イーストフード 
（１）定 義 パン，菓子等の製造工程で，イーストの栄養源等の目的で使用される添加物及びその製 
    剤 
（２）一括名 イーストフード 
（３）添加物の範囲 以下の添加物をイーストフードの目的で使用する場合 

塩化アンモニウム ／塩化マグネシウム／グルコン酸カリウム／グルコン酸ナトリウム／酸化カルシウ
ム／焼成カルシウム／炭酸アンモニウム／炭酸カリウム（無水）／炭酸カルシウム／硫酸アンモニウム
／硫酸カルシウム／硫酸マグネシウム／リン酸三カルシウム／リン酸水素二アンモニウム／リン酸二水
素アンモニウム／リン酸一水素カルシウム／リン酸一水素マグネシウム／リン酸二水素カルシウム 

 
２ ガムベース 
（１）定 義 チューインガム用の基材として使用される添加物製剤 
（２）一括名 ガムベース 
（３）添加物の範囲 以下の添加物をガムベースとしての目的で使用する場合 

エステルガム ／グリセリン脂肪酸エステル／酢酸ビニル樹脂／ショ糖脂肪酸エステル／ソルビタン脂
肪酸エステル／炭酸カルシウム／ポリイソブチレン／ポリブテン／プロピレングリコール脂肪酸エステ
ルリン酸一水素カルシウム／リン酸三カルシウム／ 
別添 添加物２−１の用途欄に「ガムベース」と記載されている添加物 

 
３ かんすい （省 略） 
 
４ 苦味料 
（１）定 義 食品の製造又は加工の工程で，苦味の付与又は増強による味覚の向上又は改善のために使用 

される添加物及びその製剤 
（２）一括名 苦味料 
（３）添加物の範囲 別添 添加物２−１及び別添 添加物２−３の用途欄に「苦味料等」と記載されている 

添加物（香辛料抽出物を除く。） 
 
５ 酵素 
（１）定 義 食品の製造又は加工の工程で，その有する触媒作用を目的として使用された，生活細胞によ

って生産された酵素類であって，最終食品においても失活せず，効果を有する添加物及びその製剤 
（２）一括名 酵素 
（３）添加物の範囲 アスパラギナーゼ及び別添 添加物２−１の用途欄に「酵素」と記載された添加物 
 
６ 光沢剤 
（１）定 義 食品の製造又は加工の工程で，食品の保護及び表面に光沢を与える目的で使用される添加物 

及びその製剤 
（２）一括名 光沢剤 
（３）添加物の範囲 別添 添加物２−１の用途欄に「光沢剤」と記載された添加物を光沢剤としての目的 

で使用する場合 
 
７ 香料 
（１）定 義 食品の製造又は加工の工程で，香気を付与又は増強するため添加される添加物及びその製剤 
（２）一括名 香料又は合成香料 
（３）添加物の範囲 以下の添加物を香料としての目的で使用する場合 

アセトアルデヒド／アセト酢酸エチル／アセトフェノン／アニスアルデヒド 
(3−アミノ−3−カルボキシプロピル)ジメチルスルホニウム塩化物／アミルアルコール／α―アミルシ
ンナムアルデヒド／アントラニル酸メチル／アンモニウムイソバレレート／イオノン／イソアミルアル
コール／イソオイゲノール／イソブチルアルデヒド／イソ吉草酸イソアミル／イソ吉草酸エチル／イソ
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キノリン／イソチオシアネート類／イソチオシアン酸アリル／イソバレルアルデヒド／イソブタノール
／イソブチルアミン／イソプロパノール／イソプロピルアミン／イソペンチルアミン／インドール及び
その誘導体／γ―ウンデカラクトン／エステル類／2―エチル―3，5―ジメチルピラジン及び 2―エチ
ル―3，6―ジメチルピラジンの混合物／エチルバニリン／2−エチルピラジン／3−エチルピリジン／ 
2―エチル―3―メチルピラジン／2―エチル―5―メチルピラジン／2−エチル−6−メチルピラジン／ 
5−エチル−2―メチルピリジン／エーテル類／オイゲノール／オクタナール／オクタン酸／オクタン酸
エチル／ギ酸イソアミル／ギ酸ゲラニル／ギ酸シトロネリル／クエン酸三エチル／ケイ皮酸／ケイ皮酸
エチル／ケイ皮酸メチル／ケトン類／ゲラニオール／酢酸イソアミル／酢酸エチル／酢酸ゲラニル／酢
酸シクロヘキシル／酢酸シトロネリル／酢酸シンナミル／酢酸テルピニル／酢酸フェネチル／酢酸ブチ
ル／酢酸ベンジル／酢酸ｌ―メンチル／酢酸リナリル／サリチル酸メチル／2，3−ジエチルピラジン／
2，3−ジエチル−5−メチルピラジン／シクロヘキシルプロピオン酸アリル／シトラール／シトロネラ
ール／シトロネロール／1，8―シネオール／脂肪酸類／脂肪族高級アルコール類／脂肪族高級アルデヒ
ド類／脂肪族高級炭化水素類／2，3−ジメチルピラジン／2，5−ジメチルピラジン／2，6−ジメチル
ピラジン／2，6−ジメチルピリジン／シンナミルアルコール／シンナムアルデヒド／チオエーテル類／

チオール類／デカナール／デカノール／デカン酸エチル／5，6，7，8−テトラヒドロキノキサリン／ 

2，3，5，6―テトラメチルピラジン／テルピネオール／テルペン系炭化水素類／トリメチルアミン／ 

2，3，5―トリメチルピラジン／γ―ノナラクトン／バニリン／パラメチルアセトフェノン／バレルア
ルデヒド／ヒドロキシシトロネラール／ヒドロキシシトロネラールジメチル／ピペリジン／アセタール
／ピペロナール／ピラジン／ピロリジン／ピロール／フェニル酢酸イソアミル／フェニル酢酸イソブチ
ル／フェニル酢酸エチル／2−（3−フェニルプロピル）ピリジン／フェネチルアミン／フェノールエー
テル類／フェノール類／ブタノール／ブチルアミン／sec−ブチルアミン／ブチルアルデヒド／フルフ
ラール及びその誘導体／プロパノール／プロピオンアルデヒド／プロピオン酸／プロピオン酸イソアミ
ル／プロピオン酸エチル／プロピオン酸ベンジル／プロピルアミン／ヘキサン酸／ヘキサン酸アリル／

ヘキサン酸エチル／ヘキシルアミン／ヘプタン酸エチル／l―ペリルアルデヒド／ベンジルアルコール
／ベンズアルデヒド／2−ペンタノール／ペンチルアミン／trans−2−ペンテナール／1−ペンテン−3
−オール／芳香族アルコール類／芳香族アルデヒド類／d―ボルネオール／マルトール／Ｎ―メチルア
ントラニル酸メチル／5−メチルキノキサリン／6−メチルキノリン／5−メチル−6，7−ジヒドロ−5
Ｈ−シクロペンタピラジン／1−メチルナフタレン／メチルβ―ナフチルケトン／2−メチルピラジン／
2―メチルブタノール／3−メチル−2−ブタノール／2−メチルブチルアミン／2−メチルブチルアルデ
ヒド／trans−2−メチル−2−ブテナール／3−メチル−2−ブテナール／3−メチル−2−ブテノール／

dl―メントール／l―メントール／酪酸／酪酸イソアミル／酪酸エチル／酪酸シクロヘキシル／酪酸ブ
チル／ラクトン類／リナロオール／ 
別添 添加物２−２に掲げる添加物 
 

８ 酸味料 
（１）定 義 食品の製造又は加工の工程で，酸味の付与又は増強による味覚の向上又は改善のために使用

される添加物及びその製剤 
（２）一括名 酸味料 
（３）添加物の範囲 以下の添加物を酸味料としての目的で使用する場合 

アジピン酸／クエン酸クエン酸三ナトリウム／グルコノデルタラクトン／グルコン酸／グルコン酸カリ
ウム／グルコン酸ナトリウム／コハク酸／コハク酸一ナトリウム／コハク酸二ナトリウム／酢酸ナトリ
ウム／DL―酒石酸／Ｌ―酒石酸／DL―酒石酸ナトリウム／Ｌ―酒石酸ナトリウム／二酸化炭素乳酸／
乳酸ナトリウム／氷酢酸／フマル酸／フマル酸一ナトリウム／DL―リンゴ酸／DL―リンゴ酸ナトリウ
ム/リン酸／ 
別添 添加物２−１の用途欄に「酸味料」と記載された添加物 

 
９ チューインガム軟化剤 
（１）定 義 チューインガムを柔軟に保つために使用する添加物及びその製剤 
（２）一括名 軟化剤 
（３）添加物の範囲 以下の添加物をチューインガム軟化剤としての目的で使用する場合 

グリセリン／プロピレングリコール／Ｄ−ソルビトール 
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10 調味料 
（１）定 義 食品の製造又は加工の工程で，味の付与又は味質の調整等味覚の向上又は改善のために使用

される添加物及びその製剤。ただし，もっぱら甘味の目的で使用される甘味料，酸味の目的で使用され
る酸味料又は苦味の目的で使用される苦味料を除く。 

（２）一括名 調味料（アミノ酸等）等 
（３）添加物の範囲 以下の添加物を調味料としての目的で使用する場合 

① アミノ酸 
Ｌ―アスパラギン酸ナトリウム／DL―アラニン／Ｌ―アルギニンＬ―グルタミン酸塩／Ｌ―イソロイ
シン／グリシン／グルタミルバリルグリシン／Ｌ―グルタミン酸／Ｌ―グルタミン酸アンモニウム／ 

Ｌ―グルタミン酸ナトリウム／Ｌ―テアニン／DL―トリプトファ／Ｌ―トリプトファン／DL―トレオ
ニン／Ｌ―トレオニン／Ｌ―バリン／Ｌ―ヒスチジン塩酸塩／Ｌ―フェニルアラニン／DL―メチオニ
ン／Ｌ―メチオニン／Ｌ―リシンＬ―アスパラギン酸塩／Ｌ―リシン塩酸塩／Ｌ―リシンＬ―グルタミ
ン酸塩 
別添 添加物２−１の用途欄に「調味料」と記載された添加物（アミノ酸に限る。） 

② 核酸 
5′―イノシン酸二ナトリウム／5′―ウリジル酸二ナトリウム／5′―グアニル酸二ナトリウム／ 
5′―シチジル酸二ナトリウム／5′―リボヌクレオチドカルシウム／5′―リボヌクレオチド二ナトリ
ウム 

③ 有機酸 
クエン酸カルシウム／クエン酸三ナトリウム／グルコン酸カリウム／グルコン酸ナトリウム／コハク酸
／コハク酸一ナトリウム／コハク酸二ナトリウム／酢酸ナトリウム／DL−酒石酸水素カリウム／Ｌ−
酒石酸水素カリウム／DL−酒石酸ナトリウム／Ｌ−酒石酸ナトリウム／乳酸カリウム／乳酸カルシウ
ム／乳酸ナトリウム／フマル酸一ナトリウム／DL−リンゴ酸ナトリウム 

④ 無機塩 
塩化カリウム／硫酸カリウム／リン酸三カリウム／リン酸水素二カリウム／リン酸二水素カリウム／ 
リン酸水素二ナトリウム／リン酸二水素ナトリウム／リン酸三ナトリウム／塩水湖水低塩化ナトリウム
液／粗製海水塩化カリウム／ホエイソルト 
 

11 豆腐用凝固剤 （省 略） 
 
12 乳化剤 
（１）定 義 食品に乳化，分散，浸透，洗浄，起泡，消泡，離型等の目的で使用される添加物及びその製 
  剤 
（２）一括名 乳化剤 
（３）添加物の範囲 以下の添加物を乳化剤としての目的で使用する場合 

① 乳化剤を主要用途とするもの 
オクテニルコハク酸デンプンナトリウム／クエン酸三エチル／グリセリン脂肪酸エステル／ショ糖脂肪
酸エステル／ステアロイル乳酸カルシウム／ステアロイル乳酸ナトリウム／ソルビタン脂肪酸エステル
／ヒマワリレシチン／プロピレングリコール脂肪酸エステル／ポリソルベート 20／ポリソルベート 60
／ポリソルベート 65／ポリソルベート 80 
別添 添加物２−１の用途欄に「乳化剤」と記載された添加物 

② プロセスチーズ，チーズフード及びプロセスチーズ加工品に①に掲げるものに加えて乳化剤として使用
されるもの 

クエン酸カルシウム／クエン酸三ナトリウム／グルコン酸カリウム／グルコン酸ナトリウム／ピロリン
酸四カリウム／ピロリン酸二水素カルシウム／ピロリン酸二水素二ナトリウム／ピロリン酸四ナトリウ
ム／ポリリン酸カリウム／ポリリン酸ナトリウム／メタリン酸カリウム／メタリン酸ナトリウム／リン
酸三カリウム／リン酸三カルシウム／リン酸水素二アンモニウム／リン酸二水素アンモニウム／リン酸
水素二カリウム／リン酸二水素カリウム／リン酸一水素カルシウム／リン酸二水素カルシウム／リン酸
水素二ナトリウム／リン酸二水素ナトリウム／リン酸三ナトリウム 
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13 水素イオン濃度調整剤 
（１）定 義 食品を適切な pH 領域に保つ目的で使用される添加物及びその製剤。ただし，中華麺類にか

んすいの目的で使用される場合を除く。 
（２）一括名 水素イオン濃度調整剤又は pH 調整剤 
（３）添加物の範囲 以下の添加物を水素イオン濃度調整剤としての目的で使用する場合 

アジピン酸／クエン酸／クエン酸三ナトリウム／グルコノデルタラクトン／グルコン酸／グルコン酸カ
リウム／グルコン酸ナトリウム／コハク酸／コハク酸一ナトリウム／コハク酸二ナトリウム／酢酸ナト
リウム／DL−酒石酸／Ｌ−酒石酸／DL−酒石酸水素カリウム／Ｌ−酒石酸水素カリウム／DL−酒石
酸ナトリウム／Ｌ−酒石酸ナトリウム／炭酸カリウム（無水）／炭酸水素ナトリウム／炭酸ナトリウム
／二酸化炭素／乳酸／乳酸カリウム／乳酸ナトリウム／氷酢酸／ピロリン酸二水素二ナトリウム／フマ
ル酸／フマル酸一ナトリウム／DL−リンゴ酸／DL−リンゴ酸ナトリウム／リン酸／リン酸水素二カリ
ウム／リン酸二水素カリウム／リン酸水素二ナトリウム／リン酸二水素ナトリウム 
別添 添加物２−１の用途欄に「酸味料」と記載された添加物 
 

14 膨脹剤 
（１）定 義 パン，菓子等の製造工程で添加し，ガスを発生して生地を膨脹させ多孔性にするとともに食

感を向上させる添加物及びその製剤 
（２）一括名 膨脹剤，膨張剤，ベーキングパウダー又はふくらし粉 
（３）添加物の範囲 以下の添加物を膨脹剤としての目的で使用する場合 

アジピン酸／Ｌ―アスコルビン酸／塩化アンモニウム／クエン酸／クエン酸カルシウム／グルコノデル
タラクトン／DL―酒石酸／Ｌ―酒石酸／DL―酒石酸水素カリウム／Ｌ―酒石酸水素カリウム／炭酸ア
ンモニウム／炭酸カリウム（無水）／炭酸カルシウム／炭酸水素アンモニウム／炭酸水素ナトリウム／
炭酸ナトリウム／炭酸マグネシウム／乳酸／乳酸カルシウム／ピロリン酸四カリウム／ピロリン酸二水
素カルシウム／ピロリン酸二水素二ナトリウム／ピロリン酸四ナトリウム／フマル酸／フマル酸一ナト
リウム／ポリリン酸カリウム／ポリリン酸ナトリウム／メタリン酸カリウム／メタリン酸ナトリウム／

硫酸カルシウム／硫酸アルミニウムアンモニウム／硫酸アルミニウムカリウム／DL―リンゴ酸／DL―
リンゴ酸ナトリウム／リン酸三カルシウム／リン酸水素二カリウム／リン酸二水素カリウム／リン酸一
水素カルシウム／リン酸二水素カルシウム／リン酸水素二ナトリウム／リン酸二水素ナトリウム 
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別添 添加物１−５ 栄養強化の目的が考えられる添加物の範囲     ［原−21］ 
 
（１）ビタミン類（33 品目） 

Ｌ―アスコルビン酸／Ｌ−アスコルビン酸カルシウム／Ｌ―アスコルビン酸ステアリン酸エステル／ 
Ｌ−アスコルビン酸ナトリウム／Ｌ―アスコルビン酸 2―グルコシド／Ｌ―アスコルビン酸パルミチン
酸エステル／エルゴカルシフェロール／β―カロテン／コレカルシフェロール／ジベンゾイルチアミン
／ジベンゾイルチアミン塩酸塩／チアミン塩酸塩／チアミン硝酸塩／チアミンセチル硫酸塩／チアミン
チオシアン酸塩／チアミンナフタレン―1,5―ジスルホン酸塩／チアミンラウリル硫酸塩／トコフェロ
ール酢酸エステル／d―α―トコフェロール酢酸エステル／ニコチン酸／ニコチン酸アミド／パントテ
ン酸カルシウム／パントテン酸ナトリウム／ビオチン／ビスベンチアミン／ビタミンＡ／ビタミンＡ脂
肪酸エステル／ピリドキシン塩酸塩／メチルヘスペリジン 葉酸／リボフラビン／リボフラビン酪酸エ
ステル／リボフラビン 5′―リン酸エステルナトリウム 

 
（２）ミネラル類（34 品目） 

亜鉛塩類（グルコン酸亜鉛及び硫酸亜鉛 Ｌ−アスコルビン酸カルシウムに限る。）／亜セレン酸ナトリ
ウム／塩化カルシウム／塩化第二鉄／塩化マグネシウム／クエン酸カルシウム／クエン酸第一鉄ナトリ
ウム／クエン酸鉄／クエン酸鉄アンモニウム／グリセロリン酸カルシウム／グルコン酸カルシウム／グ
ルコン酸第一鉄／酢酸カルシウム／酸化カルシウム／酸化マグネシウム／水酸化カルシウム／水酸化マ
グネシウム／ステアリン酸カルシウム／炭酸カルシウム／炭酸マグネシウム／銅塩類（グルコン酸銅及
び硫酸銅に限る。）／乳酸カルシウム／乳酸鉄／ピロリン酸二水素カルシウム／ピロリン酸第二鉄／硫
酸カルシウム／硫酸第一鉄／硫酸マグネシウム／リン酸三カルシウム／リン酸三マグネシウム／リン酸
一水素カルシウム／リン酸一水素マグネシウム／リン酸二水素カルシウム 

 
（３）アミノ酸類（24 品目） 

Ｌ―アスパラギン酸ナトリウム／DL―アラニン／Ｌ―アルギニンＬ―グルタミン酸塩／Ｌ―イソロイ
シン／グリシン／Ｌ―グルタミン酸／Ｌ―グルタミン酸カリウム／Ｌ―グルタミン酸カルシウム／Ｌ―
グルタミン酸ナトリウム／Ｌ―グルタミン酸マグネシウム／Ｌ―システイン塩酸塩／Ｌ―テアニン／
DL―トリプトファン／Ｌ―トリプトファン／DL―トレオニン／Ｌ―トレオニン／Ｌ―バリン／Ｌ―ヒ
スチジン塩酸塩／Ｌ―フェニルアラニン／DL―メチオニン／Ｌ―メチオニン／Ｌ―リシンＬ―アスパ
ラギン酸塩／Ｌ―リシン塩酸塩／Ｌ―リシンＬ―グルタミン酸塩 

 

 

 

別添 添加物１−６ 容器包装に入れないで販売される食品のうち、添加物の表示を要
する添加物一覧                 ［原－25］ 

１ 防かび剤又は防ばい剤（省略） 
２ 甘味料 
・サッカリン 
・サッカリンカルシウム 
・サッカリンナトリウム 
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別添 添加物２−１  既存添加物名簿収載品目リスト          ［原－26］ 
（注）名称欄の物質名に★を付してあるものは、物質名の後の（ ）内の説明が基原･製法･本質欄の記述と

概ね重複するため、これをを省略している。併せて、基原･製法･本質欄の（ ）内の学名及び備考欄
(英名)を省略している。必要な場合は、原本を確認してください。 

 ※ 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）第２添加物の部Ｄ成分規格・保存基準
各条の規定に従う。 

番
号 

品  名 簡略名又は 
類別名 基原･製法･本質 用 途 

名  称 別  名 
1 アウレオバシジウム培養液★ 

 
  黒酵母の培養液より、分離して得ら

れたものである。主成分はβ-1,3-
1,6-グルカンである。 

増粘安定剤 

2 アガラーゼ   ※ 酵素 
3 アクチニジン   ※ 酵素 
4 アグロバクテリウムスクシノ

グリカン★ 
 スクシノグリカン 細菌の培養液より、分離して得られ

た多糖類である。主成分はスクシノ
グリカンである。 

増粘安定剤 

5 アシラーゼ   ※ 酵素 
6 アスコルビン酸オキシダーゼ アスコルベートオキ

シダーゼ 
ビタンミン C オキシ
ダーゼ 

オキシダーゼ 
V.C オキシダーゼ 

※ 酵素 

7 L-アスパラギン アスパラギン  ※ 調味料 
強化剤 

8 L-アスパラギン酸 アスパラギン酸  ※ 調味料 
9 アスペルギルステレウス糖た

ん白質★ 
ムタステイン  糸状菌によるブドウ糖、殿粉及び大

豆ミールの発酵培養液を除菌し、硫
酸アンモニウムにより分画した後、
脱塩して得られたものである。主成
分は糖タンバク質である。 

製造用剤 

10 α-アセトラクタートデカルボ
キシラーゼ 

 リアーゼ ※ 酵素 

11 5'-アデニル酸 アデノシン 5'一リン
酸 

5'-AMP ※ 強化剤 

12 アナトー色素 
（ベニノキの種子の被覆物か
ら得られた、ノルビキシン及
びビキシンを主成分とするも
のをいう。） 

 アナトー 
カロチノイド 
カロチノイド色素 
カロテノイド 
カロテノイド色素 

※ 着色料 

13 アマシードガム★  アマシード アマ科アマの種子の胚乳部分より、
室温時～温時水又は含水アルコール
で抽出して得られたものである。主
成分は多糖類である。 

増粘安定剤 

14 アミノペプチダーゼ   ※ 酵素 
15 α-アミラーゼ 液化アミラーゼ 

G3 分解酵素 アミラーゼ 
カルボヒドラーゼ 

※  
酵素 

16 β-アミラーゼ  ※ 
17 L-アラニン  アラニン ※ 調味料 

強化剤 
18 アラビアガム 

（アカシアの分泌液から得ら
れた、多糖類を主成分とする
ものをいう。） 

アカシアガム アカシア ※ 増粘安定剤 

19 アラビノガラクタン   マツ科セイヨウカラマツ NUTT.）
又はその他同属植物の根又は幹よ
り、室温時水で抽出して得られたも
のである。成分は多糖類（構成糖は
ガラクトース、アラビノース等）で
ある。 
 

増粘安定剤 

20 L-アラビノース  アラビノース ※ 甘味料 
21 L-アルギニン  アルギニン ※ 調味料 

強化剤 
22 アルギン酸 昆布類粘質物  ※ 増粘安定剤 
23 アルギン酸リアーゼ   ※ 酵素 
24 アルミニウム アルミ末  Al 着色料 
25 アントシアナーゼ   ※ 酵素 
26 イソアミラーゼ  枝切り酵素  ※ 酵素 
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番
号 

品  名 簡略名又は 
類別名 基原･製法･本質 用 途 名  称 別  名 

27 イソアルファー苦味酸★ イソアルファー酸 ホップ クワ科ホップの雌花より、水、二酸
化炭素又は有機溶剤で抽出し、熱処
理して得られたものである。主成分
はイソフムロン類である。 

苦味料等 

28 イソマルトデキストラナーゼ   細菌の培養液より、水で抽出して得
られたものである。 

酵素 

29 イタコン酸 メチレンコハク酸  麹菌による殿粉又は粗糖発酵培養液
より、分離して得られたものであ
る。成分はイタコン酸である。 

酸味料 

30 イナワラ灰抽出物★ ワラ灰抽出物 植物灰抽出物 イネ科イネの茎又は葉を灰化したも
のより、室温時水で抽出して得られ
たものであって、アルカリ金属及び
アルカリ土類金属を含む。 

製造用剤 

31 イヌリナーゼ  イヌラーゼ  ※ 酵素 
32 イノシトール イノシット  「フィチン酸」を分解したものよ

り、又はアカザ科サトウダイコンの
糖液又は糖蜜より、分離して得られ
たものである。成分はイノシトール
である。 

強化剤 

33 インベルターゼ サッカラーゼ 
シュークラーゼ 
スクラーゼ 

 ※ 酵素 

34 ウェランガム 
（アルカリゲネスの培養液か
ら得られた、多糖類を主成分
とするものをいう。） 

ウェラン多糖類  ※ 増粘安定剤 

35 ウコン色素 
（ ウ コン の根 茎か ら得 ら れ
た、クルクミンを主成分とす
るものをいう。） 

クルクミン 
ターメリック色素 

ウコン ※ 着色料 

36 ウルシロウ★   ウルシ科ウルシの果実より、融解、
さらして得られたものである。主成
分はグリセリンパルミタートであ
る。 

ガムベース 
光沢剤 

37 ウレアーゼ  アミダーゼ ※ 酵素 
38 エキソマルトテトラオヒドロ

ラーゼ 
G4 生成酵素 アミラーゼ 

カルボヒドラーゼ 
※ 酵素 

39 エステラーゼ   ※ 酵素 
40 エレミ樹脂★   カンラン科エレミの分泌液を、乾燥

して得られたものである。主成分は
β-アミリンである。 

増粘安定剤 
ガムベース 

41 塩水湖水低塩化ナトリウム液
★ 

 塩水湖水ミネラル液 塩水湖の塩水を、天日蒸散により濃
縮し、塩化ナトリウムを析出分離
し、残りの液体をろ過したものであ
る。主成分はアルカリ金属塩類及び
アルカリ土類金属塩類である。 

調味料 

42 オゾケライト 
 

セレシン  ワックスシュールの鉱脈に含まれる
ロウを精製したものである。主成分
は C29～C53 の炭化水素である。 

ガムベース 

43 オゾン   Ｏ３ 製造用剤 
44 オリゴガラクチュロン酸   「ペクチン」をペクチナーゼで酵素

分解し、限外ろ過して得られたもの
であって、ガラクチュロン酸の 1～
9 量体の混合物からなる。 

製造用剤 

45 γ-オリザノール 
(米ぬか又は胚芽油から得られ
た、ステロールとフェルラ酸
及びトリテルペンアルコール
とフェルラ酸のエステルを主
成分とするものをいう。) 

 オリザノール ※ 酸化防止剤 

46 オレガノ抽出物★   シソ科オレガノの葉より、室温時～
温時エタノール、含水エタノール又
はヘキサンで抽出して得られたもの
である。成分としてチモール及びカ
ルバクロールを含む。 

製造用剤 

47 オレンジ色素★  カロチノイド 
カロチノイド色素 
カロテノイド 
カロテノイド色素 
果実色素 

ミカン科アマダイダイの果実又は果
皮より、搾汁したもの、又は熱時エ
タノール、ヘキサン若しくはアセト
ンで抽出し、溶媒を除去して得られ
たものである。主色素はβ-クリプ

着色料 
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トキサンチンの脂肪酸エステルであ
る。黄色を呈する。 

番
号 

品  名 簡略名又は 
類別名 基原･製法･本質 用 途 名  称 別  名 

48 海藻灰抽出物★   褐藻類を焼成灰化したものより、水
で抽出して得られたものである。主
成分はヨウ化カリウムである。 

製造用剤 

49 カオリン 白陶土 不溶性鉱物性物質 ※ 製造用剤 
50 カカオ色素 

（ カ カオ の種 子か ら得 ら れ
た、アントシアニンの重合物
を 主 成 分 と す る も の を い
う。） 

ココア色素 カカオ 
フラボノイド 
フラボノイド色素 

※ 着色料 

51 カキ色素★  果実色素 
フラボノイド 
フラボノイド色素 

カキノキ科カキの果実を発酵後、焙
焼したものより、温時含水エタノー
ルで抽出して得られたもの、又は温
時弱アルカリ性水溶液で抽出し、中
和して得られたものである。主色素
はフラボノイドである。赤褐色を呈
する。 

着色料 

52 花こう斑岩  麦飯石 
不溶性鉱物性物質 

花こう斑岩を洗浄、粉砕したもの
を、乾燥後、滅菌して得られたもの
である。 

製造用剤 

53 カシアガム★ カッシャガム  マメ科エビスグサモドキの種子の胚
乳部を、粉砕して得られたものであ 
る。主成分は多糖類である。 

増粘安定剤 

54 カタラーゼ  オキシダーゼ ※ 酵素 
55 活性炭 

（含炭素物質を炭化し、賦活
化 し て 得 ら れ た も の を い
う。） 

  ※ 製造用剤 

56 活性白土  不溶性鉱物性物質 ※ 製造用剤 
57 ガティガム★  ガティ ※ 増粘安定剤 
58 カテキン   ツバキ科チャの茎若しくは葉、マメ

科ペグアセンヤクの幹枝又はアカネ
科ガンビールの幹枝若しくは葉よ
り、乾留した後、水又はエタノール
で抽出し、精製して得られたもの、
又は熱時水で抽出した後、メタノー
ル若しくは酢酸エチルで分配して得
られたものである。成分はカテキン
類である。 

酸化防止剤 

59 カードラン 
（アグロバクテリウム又はア
ルカリゲネスの培養液から得
られた、β-1,3-グルカンを主
成分とするものをいう。） 

 ブドウ糖多糖 
 

※ 増粘安定剤 
製造用剤 

60 カフェイン（抽出物） 
（コーヒーの種子又はチャの
葉から得られた、カフェイン
を 主 成 分 と す る も の を い
う。） 

 カフェイン ※ 苦味料等 

61 カラギナン 
（イバラノリ、キリンサイ、
ギンナンソウ、スギノリ又は
ツ ノ マタ の全 藻か ら得 ら れ
た、ι-カラギナン、κ-カラ
ギナン及びλ-カラギナンを主 
成分とするものをいう。） 

カラギーナン 
カラゲナン 
カラゲーナン 
カラゲニン 

  増粘安定剤 

 加工ユーケマ藻類  ユーケマ ※ 
 精製カラギナン  紅藻抽出物 ※ 
 ユーケマ藻末 
 

 ユーケマ ミリン科キリンサイ属の全藻を、乾
燥、粉砕して得られたものである。 

62 α-ガラクトシダーゼ メリビアーゼ カルボヒドラーゼ ※ 酵素 
63 β-ガラクトシダーゼ ラクターゼ カルボヒドラーゼ ※ 酵素 
64 カラシ抽出物★ 

（カラシナの種子から得られ
たイソチオシアン酸アリルを
主成分とするものをいう。） 

マスタード抽出物  ※ 製造用剤 

65 カラメルⅠ 
（でん粉加水分解物、糖蜜又
は糖類の食用炭水化物を熱処
理 し て 得 ら れ た も の を い
う。） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

※  
 
 
 
 66 カラメルⅡ ※ 
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（同上に亜硫酸化合物を加え
て熱処理して得られたものを
いう。） 

 
カラメル  
 

 
カラメル色素 

 
着色料 
製造用剤 67 カラメルⅢ 

（同上にアンモニウム化合 
物を加えて熱処理して得られ
たものをいう。） 

※ 

68 カラメルⅣ 
（同上に亜硫酸化合物及び 
アンモニウム化合物を加えて
熱処理して得られたものをい
う。） 

※ 

番
号 

品  名 簡略名又は 
類別名 基原･製法･本質 用 途 名  称 別  名 

69 カラヤガム 
（カラヤ又はキバナワタモド
キの分泌液から得られた、多
糖類を主成分とするものをい
う。） 

 カラヤ ※ 増粘安定剤 

70 カルナウバロウ 
（ブラジルロウヤシの葉から
得られた、ヒドロキシセロチ
ン酸セリルを主成分とするも
のをいう。） 

カルナウバワックス 
ブラジルワックス 

植物ワックス ※ ガムベース 
光沢剤 

71 カルボキシペプチダーゼ   ※ 酵素 
72 カロブ色素 

（イナゴマメの種子の胚芽を
粉 砕 して 得ら れた もの を い
う。） 

 カロブ 
カロブジャーム 
フラボノイド 
フラボノイド色素 

※ 着色料 
製造用剤 

73 カロブビーンガム★ ローカストビーン 
ガム 

ローカスト ※ 増粘安定剤 

74 カワラヨモギ抽出物 
（カワラヨモギの全草から得
られた、カピリンを主成分と
するものをいう。） 

 カラワヨモギ キク科カワラヨモギの全草より、室
温時エタノール若しくは含水エタノ
ールで抽出して得られたもの、又は
水蒸気蒸留して得られたものであ
る。有効成分はカピリン等である。 

保存料 

75 カンゾウ抽出物 
（ウラルカンゾウ、チョウカ
カンゾウ又はヨウカンゾウの
根又は根茎から得られた、グ
リチルリチン酸を主成分とす
るものをいう。） 

カンゾウエキス 
グリチルリチン 
リコリス抽出物 

カンゾウ 
カンゾウ甘味料 
リコリス 

※ 甘味料 

76 カンゾウ油性抽出物★  油性カンゾウ マメ科ウラルカンゾウ、マメ科チョ
ウカカンゾウ又はマメ科ヨウカンゾ
ウの根又は根茎を水で洗浄した残渣
より、室温時～温時エタノール、ア
セトン又はヘキサンで抽出して得ら
れたものである。主成分はフラボノ
イドである。 

酸化防止剤 

77 カンデリラロウ 
（カンデリラの茎から得られ
た、ヘントリアコンタンを主
成分とするものをいう。 

カンデリラワックス 
キャンデリラロウ 
キャンデリラワック
ス 

植物ワックス ※ ガムベース 
光沢剤 

78 キサンタンガム 
（キサントモナスの培養液か
ら得られた、多糖類を主成分
とするものをいう。） 

キサンタン多糖類 
ザンサンガム 

キサンタン ※ 増粘安定剤 

79 キシラナーゼ   ※  酵素 
80 D-キシロース  キシロース ※  甘味料 
81 キチナーゼ   ※  酵素 
82 キチン 

 
  エビ、カニ等甲殻類の甲殻又はイカ

の甲を、室温時～温時酸性水溶液で
炭酸カルシウムを除去した後、温時
～熱時弱アルカル性水溶液でタンパ
ク質を除去したもので、N-アセチ
ル-D-グルコサミンの多量体からな
る。 

増粘安定剤 

83 キトサナーゼ   ※  酵素 
84 キトサン   「キチン」を、温時～熱時水酸化ナ

トリウム水溶液で脱アセチル化した
もので、D-グルコサミンの多量体
からなる。 

増粘安定剤 
製造用剤 

85 キナ抽出物★   アカネ科アカキナの樹皮より、水又
はエタノール等で抽出して得られた

苦味料等 
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ものである。有効成分はキニーネ、
キニジン及びシンコニンである。 

番
号 

品  名 簡略名又は 
類別名 基原･製法･本質 用 途 名  称 別  名 

86 キハダ抽出物★  キハダ ミカン科キハダの樹皮より、水又は
エタノールで抽出して得られたもの
である。主成分はベルベリンであ
る。 

苦味料等 

87 魚鱗箔★   イワシ科マイワシ、タチウオ科タチ
ウオ又はニシン科ニシンの魚体の上
皮部を採り、室温時水又は弱アルカ
リ性水溶液で洗浄後、室温時エタノ
ールで抽出して得られたものであ
る。主色素は不明であるが、グアニ
ンを含む。白色～淡黄灰色を呈す
る｡ 

着色料 

88 キラヤ抽出物 
（ キ ラヤ の樹 皮か ら得 ら れ
た、サポニンを主成分とする
ものをいう。） 

キラヤサポニン サポニン ※ 乳化剤 

89 金  
 

金箔  197Au 着色料 
製造用剤 

90 銀 銀箔  107Ag, 109Ag 着色料 
91 グァーガム 

（ グ ァー の種 子か ら得 ら れ
た、多糖類を主成分とするも
のをいう。ただし、「グァー
ガム酵素分解物」を除く。） 

グァーフラワー 
グァルガム 

グァー ※  増粘安定剤 

92 グァーガム酵素分解物★ グァーフラワー酵素
分解物 
グァルガム酵素分解
物 

グァー分解物 「グァーガム」を、酵素（α-ガラ
クトシダーゼ、ヘミセルラーゼ）で
分解して得られたものである。主成
分は多糖類である。 

増粘安定剤 

94 グアヤク樹脂★   ハマビシ科ユソウボクの分泌液を、
室温時エタノールで抽出し、ろ液か
らエタノールを留去して得られたも 
のである。主構成成分はα-、β-グ
アヤコン酸である。 

ガムベース 

95 クエルセチン ケルセチン ルチン分解物 「ルチン（抽出物）」を、酵素又は
酸性水溶液で加水分解して得られた
ものである。成分はクエルセチンで
ある。 

酸化防止剤 

96 クチナシ青色素 
（クチナシの果実から得られ
たイリドイド配糖体とタンパ
ク質分解物の混合物にβ-グル
コシダーゼを添加して得られ
たものをいう。） 

 クチナシ 
クチナシ色素 

※ 着色料 

97 クチナシ赤色素 
（クチナシの果実から得られ
たイリドイド配糖体のエステ
ル加水分解物とタンパク質分
解物の混合物にβ-グルコシダ
ーゼを添加して得られたもの
をいう。） 

 クチナシ 
クチナシ色素 

※  着色料 

98 クチナシ黄色素 カロチノイド 
カロチノイド色素 
カロテノイド 
カロテノイド色素 
クチナシ、クチナシ
色素、クロシン 

 ※ 着色料 

99 グッタハンカン★   アカテツ科グッタハンカンの幹枝よ
り得られたラテックスを、熱時水で
洗浄し、水溶成分を除去したものよ
り得られたものである。主成分はト
ランスポリイソプレン及びアミリン
アセタートである。 

ガムベース 

100 グッタペルカ★   アカテツ科グッタペルカの幹枝より
得られたラテックスを、熱時水で洗
浄し、水溶成分を除去したものより
得られたものである。主成分はトラ
ンスポリイソプレンである。 

ガムベース 

101 クリストバル石   不溶性鉱物性物質鉱床より採掘した
クリストバル石を、粉砕乾燥、800

製造用剤 
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～1200℃で焼成、又は塩酸処理し
て焼成したものである。 

番
号 

品  名 簡略名又は 
類別名 基原･製法･本質 用 途 名  称 別  名 

102 グルカナーゼ  カルボヒドラーゼ 
ヘミセルラーゼ 

※ 酵素 

103 グルコアミラーゼ 
 

糖化アミラーゼ アミラーゼ 
カルボヒドラーゼ 

※ 酵素 

104 グルコサミン   「キチン」を、塩酸で加水分解し、
分離して得られたものである。成分
はグルコサミンである。 

増粘安定剤 
製造用剤 

105 α-グルコシダーゼ マルターゼ  ※ 酵素 
106 β-グルコシダーゼ 

 
ゲンチオビアーゼ 
セロビアーゼ 

 ※ 酵素 

107 α-グルコシルトランスフェラ
ーゼ 

4-α-グルカノトラン
スフェラーゼ 
6-α-グルカノトラン
スフェラーゼ 

 ※ 酵素 

108 α-グルコシルトランスフェラ
ーゼ処理ステビア 
（「ステビア抽出物」から得
られた、α-グルコシルステビ
オシドを主成分とするものを
いう。） 

酵素処理ステビア ステビア 
ステビア甘味料 
糖転移ステビア 

※ 甘味料 

109 グルコースイソメラーゼ   ※ 酵素 
110 グルコースオキシダーゼ   ※ 酵素 
111 グルタミナーゼ  アミダーゼ ※ 酵素 
112 L-グルタミン  グルタミン ※  

 
調味料 
強化剤 

113 グレープフルーツ種子抽出物
★ 

 グレープフルーツ種 
子 

ミカン科グレープフルーツの種子よ
り、水又はエタノールで抽出して得
られたものである。主成分は脂肪酸
及びフラボノイドである。 

製造用剤 

114 クーロー色素★ ソメモノイモ色素 
 

フラボノイド 
フラボノイド色素 

ヤマノイモ科ソメモノイモの根よ
り、熱時水、弱アルカリ性水溶液若
しくはプロピレングリコールで抽出
したもの、又は室温時含水エタノー
ルで抽出して得られたものである。
赤褐色を呈する。 
 

着色料 

115 クローブ抽出物★ チョウジ抽出物 チョウジ油 フトモモ科チョウジのつぼみ、葉又
は花より、エタノール又はアセトン
で抽出して得られたもの、又は水蒸
気蒸留により得られたものである。
主成分はオイゲノール等である。 
 

酸化防止剤 

116 クロロフィリン  葉緑素 「クロロフィル」を、温時アルカリ
性エタノール水溶液で加水分解し、
希塩酸で中和した後、含水エタノー
ルで抽出して得られたものである。
主成分はマグネシウムクロロフィリ
ンである。緑色を呈する。 

着色料 

117 クロロフィル  葉緑素 ※  着色料 

118 くん液 
（サトウキビ、竹材、トウモ
ロコシ又は木材を燃焼して発
生したガス成分を捕集し、又
は乾溜して得られたものをい
う。） 

スモークフレーバー   製造用剤 

 木酢液   サトウキビ、竹材、トウモロコシ又
は木材を乾留して得られたもの。 

 リキッドスモーク   同上を限定された空気の存在下で、
燃焼して発生したガス成分を捕集し
て得られたもの。 

119 ケイソウ土  不溶性鉱物性物質 ※  製造用剤 
120 ゲンチアナ抽出物★   リンドウ科ゲンチアナの根又は根茎

より、水又はエタノールで抽出して
得られたものである。有効成分はゲ
ンチオピクロシド（ゲンチオピクリ
ン）及びアマロゲンチンである。 
 

苦味料等 
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番
号 

品  名 簡略名又は 
類別名 基原･製法･本質 用 途 名  称 別  名 

121 高級脂肪酸★  脂肪酸 動植物性油脂又は動植物性硬化油脂
より、加水分解したものより得られ
たものである。 

製造用剤 

122 香辛料抽出物★ スパイス抽出物 香辛料 
スパイス 

アサノミ、アサフェチダ、アジョワ
ン、アニス、アンゼリカ、ウイキョ
ウ、ウコン、オレガノ、オールスパ
イス、オレンジピール、カショウ、
カッシア、カモミール、カラシナ、
カルダモン、カレーリーフ、カンゾ
ウ、キャラウェー、クチナシ、クミ
ン、クレソン、クローブ、ケシノ
ミ、ケーパー、コショウ、ゴマ、コ
リアンダー、サッサフラス、サフラ
ン、サボリー、サルビア、サンショ
ウ、シソ、シナモン、シャロット、
ジュニパーベリー、ショウガ、スタ
ーアニス、スペアミント、セイヨウ
ワサビ、セロリー、ソーレル、タイ
ム、タマネギ、タマリンド、タラゴ
ン、チャイブ、チャービル、ディ
ル、トウガラシ、ナツメグ、ニガヨ
モギ、ニジェラ、ニンジン、ニンニ
ク、バジル、パセリ、ハッカ、バニ
ラ、パプリカ、ヒソップ、フェネグ
リーク、ペパーミント、ホースミン
ト、マジョラム、ミョウガ、ラベン
ダー、リンデン、レモングラス、レ
モンバーム、ローズ、ローズマリ
ー、ローレル又はワサビより水、エ
タノール、二酸化炭素若しくは有機
溶剤で抽出して得られたもの、又は
水蒸気蒸留により得られたものであ
る。 
 

苦味料等 

123 酵素処理イソクエルシトリン 
（「ルチン酵素分解物」から
得られた、α-グルコシルイソ
クエルシトリンを主成分とす
るものをいう。） 

糖転移イソクエルシ
トリン 

酵素処理ルチン 
糖転移ルチン 

※ 酸化防止剤 

124 酵素処理ナリンジン★ 糖転移ナリンジン ナリンジン 「ナリンジン」とデキストリンの混
合物に、シクロデキストリングルコ
シルトランスフェラーゼを用いてグ
ルコースを付加させたものである。
有効成分はα-グルコシルナリンジ
ンである。 

苦味料等 

125 酵素処理ヘスペリジン 
（「ヘスペリジン」にシクロ
デキストリングルコシルトラ
ンスフェラーゼを用いてグル
コースを付加して得られたも
のをいう。） 

糖転移ヘスペリジン 
糖転移ビタミン P 

ヘスペリジン ※ 強化剤 

126 酵素処理ルチン(抽出物) 
（「ルチン（抽出物）」から得
られた、α-グルコシルルチン
を 主 成 分 と す る も の を い
う。） 

糖転移ルチン（抽出
物） 

酵素処理ルチン 
糖転移ルチン 
 

※ 酸化防止剤 
強化剤 
着色料 

127 酵素処理レシチン★  レシチン 「植物レシチン」又は「卵黄レシチ
ン」とグリセリンの混合物に、ホス
ホリパーゼ D を用いて得られたも
のである。主成分はホスファチジル
グリセロールである。 

乳化剤 

128 酵素分解カンゾウ 
（「カンゾウ抽出物」を酵素
分解して得られた、グリチル
レチン酸-3-グルクロニドを主
成分とするものをいう。） 

 カンゾウ ※  甘味料 

129 酵素分解リンゴ抽出物★  リンゴ抽出物 
リンゴエキス 

バラ科リンゴの果実を搾汁し、パル
プを分離した後、得られた上清を酵
素処理し、精製して得られたもので
ある。有効成分はクロロゲン酸及び
カテキン類である。 

酸化防止剤 
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130 酵素分解レシチン 
（「植物レシチン」又は「卵
黄レシチン」から得られた、
フォスファチジン酸及びリゾ
レシチンを主成分とするもの
をいう。） 

 レシチン ※  乳化剤 

131 酵母細胞壁 
（サッカロミセスの細胞壁か
ら得られた、多糖類を主成分
とするものをいう。） 

 酵母細胞膜 ※  
 
 

増粘安定剤 
製造用剤 

132 コウリャン色素 
（コウリャンの種子から得ら
れたアピゲニニジン及びルテ
オリニジンを主成分とするも
のをいう。） 

キビ色素 フラボノイド 
フラボノイド色素 

※  着色料 

133 コチニール色素 
（エンジムシから得られた、
カルミン酸を主成分とするも
のをいう。） 

カルミン酸色素 カルミン酸 
コチニール 

※  着色料 

134 骨炭 
（ウシの骨から得られた、炭
末及びリン酸カルシウムを主
成分とするものをいう。） 

  ※  製造用剤 

135 骨炭色素★ 炭末色素 炭末 ウシ科ウシ等の骨を、炭化した物で
ある。主色素は炭素である。黒色を
呈する。 

着色料 

136 ゴマ油不けん化物★  ゴマ油抽出物 ゴマ科ゴマの種子又は種子の搾油糟
より、エタノールで抽出して得られ
たものである。主成分はセサモリン
である。 

酸化防止剤 

137 ゴマ柄灰抽出物★   ゴマの茎又は葉を灰化し、室温時水
で抽出し、上澄み液をろ過して得ら
れたものである。 

製造用剤 

138 ゴム★ カウチョック  トウダイグサ科パラゴムの幹枝より
得られるラテックスを酸性水溶液で
凝固させ、水洗、脱水したものより
得られたものである。主成分はシス
ポリイソプレンである。 
 

ガムベース 

139 ゴム分解樹脂★   トウダイグサ科パラゴムの幹枝より
得られるラテックスを、加熱分解し
たもの、又は酵素分解して得られた
低分子の樹脂状物質である。主成分
は C20～C40 のテルペノイドであ
る。 

ガムベース 

140 コメヌカ油抽出物 
（脱脂米ぬかから得られた、
フィチン酸及びペプチドを主
成分とするものをいう。） 

コメヌカ油不けん化
物 

 ※  酸化防止剤 

141 コメヌカ酵素分解物★   イネ科イネの種子より得られる脱脂
米ぬかを酵素分解したものより、水
で抽出して得られたものである。主
成分はペプチド及びフィチン酸であ
る。 

酸化防止剤 

142 コメヌカロウ★ コメヌカワックス 
ライスワックス 
 

植物ワックス イネ科イネの種子より得られる米ぬ
か油より、分離して得られたもので
ある。主成分はリグノセリン酸ミリ
シルである。 

ガムベース 
光沢剤 

143 サイリウムシードガム 
（ブロンドサイリウムの種皮
から得られた、多糖類を主成
分とするものをいう。） 

サイリウムハスク サイリウム ※  
 

増粘安定剤 

144 サトウキビロウ★ カーンワックス 
ケーンワックス 
 

植物ワックス イネ科サトウキビの茎の搾汁残渣よ
り、分離、精製して得られたもので
ある。主成分はパルミチン酸ミリシ
ルである。 
 

ガムベース 
光沢剤 

145 サバクヨモギシードガム★ アルテミシアシード
ガム 
サバクヨモギ種子 
多糖類 

 キク科サバクヨモギの種子の外皮
を、脱脂、乾燥して得られたもので
ある。主成分は、α-セルロースを
基本骨格に持つ、中性多糖類及び酸
性多糖類である。 

製造用剤 
増粘安定剤 
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146 酸性白土  不溶性鉱物性物質 ※ 製造用剤 
147 酸性ホスファターゼ ホスホモノエステラ

ーゼ 
 
 

※  酵素 

148 酸素    O2 製造用剤 
149 シアナット色素★  シアナット 

フラボノイド 
フラボノイド色素 

アカテツ科シアノキの果実又は種皮
より、室温時弱アルカリ性水溶液で
抽出し、中和して得られたものであ
る。褐色を呈する。 

着色料 

150 シアノコバラミン ビタミン B12  V.B12 ※  強化剤 
151 シェラック 

（ラックカイガラムシの分泌
液から得られた、アレウリチ
ン酸とシェロール酸又はアレ
ウリチン酸とジャラール酸の
エステルを主成分とするもの
をいう。） 

セラック  ※  ガムベース 
光沢剤 

白シェラック  白セラック 
白ラック 

※ 

精製シェラック  精製セラック ※ 
152 シェラックロウ★ セラックロウ セラックロウ カイガラムシ科ラックカイガラムシ 

の分泌する樹脂状物質を、室温時エ
タノール又は温時アルカリ性水溶液
に溶解し、ろ液からロウ分を分離し
て得られたものである。主成分は樹
脂酸エステルである。 

ガムベース 
光沢剤 

153 ジェランガム 
（シュードモナスの培養液か
ら得られた、多糖類を主成分
とするものをいう。） 

ジェラン多糖類 ジェラン ※  増粘安定剤 

154 ジェルトン★ ポンチアナック ポンチアナック キョウチクトウ科ジェルトンの幹枝
から得られたラテックスを、熱時水
で洗浄し、水溶成分を除去して得ら
れたものである。主成分はアミリン
アセタート及びシスポリイソプレン
である。 

ガムベース 

155 シクロデキストリン サイクロデキストリ
ン 
分岐サイクロデキス
トリン 
分岐シクロデキスト
リン 

環状オリゴ糖 デンプンを、酵素処理し、非還元性
環状デキストリンとして得られたも
のである。成分はシクロデキストリ
ンである。 

製造用剤 

156 シクロデキストリングルカノ
トランスフェラーゼ 

 トランスフェラーゼ ※  酵素 

157 L-シスチン  シスチン 
 

※  
 

調味料 
強化剤 

158 シソ抽出物★ シソエキス シソエキス シソ科シソの種子又は葉より、酸性
水溶液又は温時含水エタノールで抽
出したものから得られたものであ
る。主成分はテルペノイドである。 

製造用剤 

159 シタン色素★ サンダルウッド色素 サンダルウッド 
フラボノイド 
フラボノイド色素 

マメ科シタンの幹枝より、水、熱時
プロピレングルコール又は温時エタ
ノールで抽出して得られたものであ
る。主色素はサンタリンである。紫
赤色を呈する。 

着色料 

160 5'-シチジル酸  5'-CMP ※  強化剤 
161 ジャマイカカッシア抽出物 

           ★ 
カッシアエキス カッシア ニガキ科ジャマイカカッシアの幹枝

又は樹皮より、水で抽出して得られ 
たものである。有効成分はクアシン
及びネオクアシンである。 

苦味料等 

162 ショウガ抽出物★ ジンジャー抽出物 ジンジャー抽出物 ショウガ科ショウガの根茎より、室
温時エタノール、アセトン又はヘキ
サンで抽出して得られたものであ
る。主成分はジンゲロール類及びシ
ョウガオール類である。 

製造用剤 

163 焼成カルシウム 
（ う に殻 、貝 殻、 造礁 サ ン
ゴ、ホエイ、骨又は卵殻を焼
成して得られた、カルシウム
化合物を主成分とするものを
いう。） 

 焼成 Ca  強化剤 
製造用剤 
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 うに殻焼成カルシウム  うに殻カルシウム 
うに殻 Ca 
 

うに殻を、焼成して得られたもので
ある。主成分は酸化カルシウムであ
る。 

 貝殻焼成カルシウム 
 

 貝カルシウム 
貝 Ca 

※ 

 骨焼成カルシウム 骨カルシウム  骨 Ca ※ 
 造礁サンゴ焼成カルシウム  コーラルカルシウム 

コーラル Ca 
サンゴカルシウム 
サンゴ Ca 

イシサンゴ目のの造礁サンゴを、焼
成して得られたものである。主成分
は酸化カルシウムである。 

 乳清焼成カルシウム 乳清第三リン酸カル
シウム、ホエイ第三
リン酸カルシウム、 
ホエイリン酸三カル
シウム 

乳清リン酸カルシウ 
ム、乳清リン酸 Ca 
ホエイリン酸カルシ 
ウム、 
ホエイリン酸 Ca 

乳清（酸カゼインホエイ）より乳清
タンパクと乳糖を分離、除去したも
のを、精製し焼成して得られたもの
である。主成分はリン酸三カルシ 
ウムである。 

 卵殻焼成カルシウム  卵殻カルシウム 
卵殻 Ca 

※ 

番
号 

品  名 簡略名又は 
類別名 基原･製法･本質 用 途 名  称 別  名 

164 植物性ステロール 
（油糧種子から得られた、フ
ィトステロールを主成分とす
るものをいう。） 

フィトステロール ステロール ※  乳化剤 

165 植物炭末色素★ 炭末色素 炭末 植物を、水蒸気賦活法で高温に加熱
し炭化したものである。主色素は炭
素である。黒色を呈する。 

着色料 

166 植物レシチン★   レシチンアブラナ科アブラナ、マメ
科ダイズの種子より得られた油脂よ
り、分離して得られたものである。
主成分はレシチンである。 

乳化剤 

167 しらこたん白抽出物 
（魚類の精巣から得られた、
塩基性タンパク質を主成分と
するものをいう。） 

しらこたん白 
しらこ分解物 
プロタミン 

核たん白 
しらこ 

※  保存料 

168 水素   H2  製造用剤 
169 ステビア抽出物 

（ステビアの葉から抽出して
得られた、ステビオール配糖
体 を 主成 分と する もの を い
う。） 

ステビアエキス 
ステビオシド 
レバウジオシド 

ステビア 
ステビア甘味料 

※ 甘味料 

170 ステビア末★  ステビア キク科ステビアの葉を、粉末とした
ものである。主甘味成分はステビオ
ール配糖体（ステビオシド及びレバ
ウジオシド）である。 

甘味料 

171 スピルリナ色素★ スピルリナ青色素 スピルリナ青 ※  着色料 
172 スフィンゴ脂質★   イネ科イネの種子又は小麦の胚芽か

ら得られた米ぬかより、室温時～温
時エタノール、含水エタノール、イ
ソプロピルアルコール、アセトン、
ヘキサン又は酢酸エチルで抽出した
ものより得られたものである。主成
分はスフィンゴシン誘導体である。 
 

乳化剤 

173 生石灰   石灰石を、焼成して得られたもので
ある。主成分は酸化カルシウムであ
る。 

製造用剤 

174 精油除去ウイキョウ抽出物 
           ★ 

精油除去フェンネ 
ル抽出物 

 セリ科ウイキョウの種子を水蒸気蒸
留した残渣より、熱時水で抽出し、
濃縮して得られたものである。主成
分は 4-O-α-D-グルコシルシナピル
アルコールである。 
 

酸化防止剤 

175 セイヨウワサビ抽出物★ ホースラディッシュ
抽出物 

 アブラナ科セイヨウワサビの根を、
粉砕後、水蒸気蒸留で抽出して得ら
れたものである。主成分はイソチオ
シアナートである。 

酸化防止剤 
製造用剤 

176 ゼイン★ トウモロコシたん白  イネ科トウモロコシの種子を粉末化
したものより、エタノール又はアセ
トンで抽出し、精製して得られたも
のである。主成分はプロラミンに属
する植物性タンパク質である。 

製造用剤 
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177 ゼオライト  不溶性鉱物性物質 鉱床より採掘したゼオライトを精製
して得られたものである。主成分は
結晶性アルミノケイ酸塩である 

製造用剤 

178 セージ抽出物★   シソ科サルビアの葉より、水、エタ
ノール又はヘキサンで抽出して得ら
れたものである。有効成分はフェノ
ール性ジテルペノイド（ジテルペ
ン）及びカルノシン酸である。 
 

酸化防止剤 

179 セピオライト   鉱石セピオライトを、粉砕して得ら
れたものである。主成分はイノケイ
酸のマグネシウム塩である。 

製造用剤 

180 L-セリン 
 

 セリン ※  
 

調味料 
強化剤 

181 セルラーゼ 繊維素分解酵素 カルボヒドラーゼ ※ 酵素 
182 粗製海水塩化カリウム★   海水を、濃縮し、塩化ナトリウムを

析出分離させた後、そのろ液を、室
温まで冷却し、析出分離させたもの
である。主成分は塩化カリウムであ
る。 

調味料 

183 粗製海水塩化マグネシウム 
           ★ 

塩化マグネシウム含
有物 

 海水より、塩化ナトリウムを析出分
離し、その母液を冷却して析出する
塩化カリウム等を分離した残りのも
のである。主成分は塩化マグネシウ
ムである。 

製造用剤 

184 ソバ柄灰抽出物★   植物灰抽出物タデ科ソバの茎又は葉
を灰化したものより、熱時水で抽出 
して得られたものであって、アルカ
リ金属及びアルカリ土類金属を含
む。 

製造用剤 

185 ソルバ★ ペリージョ 
ペンダーレ 
レッチェカスピ 

 キョウチクトウ科ソルバの幹枝から
得られたラテックスを、熱時水で洗
浄し、水溶成分を除去して得られた
ものである。主成分はアミリンアセ
タート及びシスポリイソプレンであ
る。 

ガムベース 

186 ソルビンハ★ ソルバペケーニヤ  キョウチクトウ科ソルビンハの幹枝
より得られたラテックスを、熱時水
で洗浄し、水溶成分を除去して得ら
れたものである。主成分はアミリン
アセタート及びシスポリイソプレン
である。 

ガムベース 

187 ダイズサポニン★  サポニン マメ科ダイズの種子を粉砕し、水又
はエタノールで抽出し、精製して得
られたものである。主成分はサポニ
ン（ソヤサポニン等）である。 

乳化剤 

188 タウマチン 
（タウマトコッカスダニエリ
の種子から得られた、タウマ
チンを主成分とするものをい
う。） 

ソーマチン  ※  甘味料 

189 タウリン（抽出物） 
（魚類又はほ乳類の臓器又は
肉から得られた、タウリンを
主成分とするものをいう。） 

 タウリン ※ 調味料 

190 タマネギ色素 
（タマネギのりん茎から得ら
れたクエルセチンを主成分と
するものをいう。） 

 フラボノイド 
フラボノイド色素 
野菜色素 

※ 着色料 

191 タマリンド色素 
（タマリンドの種子から得ら
れたフラボノイドを主成分と
するものをいう。） 

 フラボノイド 
フラボノイド色素 

※  着色料 

192 タマリンドシードガム 
（タマリンドの種子から得ら
れた多糖類を主成分とするも
のをいう。） 

タマリンドガム 
タマリンド種子多糖
類 

タマリンド ※  増粘安定剤 

193 タラガム 
（タラの種子から得られた、
多糖類を主成分とするものを
いう。） 

  ※  増粘安定剤 
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194 タルク  不溶性鉱物性物質 
 

※  
 

ガムベース 
製造用剤 

195 胆汁末★ コール酸 
デソキシコール酸 

 動物の胆汁を、粉末化して得られた
ものである。主成分はコール酸及び
デソキシコール酸である。 

乳化剤 

196 単糖・アミノ酸複合物★  糖・アミノ酸複合物 アミノ酸と単糖類の混合液を、常圧
下で加熱して得られたものである。 

酸化防止剤 

197 タンナーゼ   ※  酵素 
198 タンニン（抽出物） 

（カキの果実、五倍子、タラ
末、没食子又はミモザの樹皮
から得られた、タンニン及び
タンニン酸を主成分とするも
のをいう。） 

タ ン ニ ン 酸 （ 抽 出
物） 

タンニン 
タンニン酸 

 製造用剤 

 柿タンニン 
 

柿渋 
柿抽出物 

 カキ科カキの実より、搾汁したも
の、又は水若しくはエタノールで抽
出して得られたものである。主成分
はタンニン及びタンニン酸である。 

 植物タンニン   ※ 
 ミモザタンニン   マメ科ミモザの樹皮より、水又はエ

タノールで抽出して得られたもので
ある。主成分はタンニン及びタンニ
ン酸である。 

199 チクル★ クラウンガム 
チクブル 
ニスペロ 

 アカテツ科サポジラの幹枝より得ら
れたラテックスを、脱水したものよ
り得られたものである。主成分はア
ミリンアセタート及びポリイソプレ
ンである。 

ガムベース 

200 窒素   N2  製造用剤 
201 チャ乾留物★   ツバキ科チャの葉より製した茶を、

乾留して得られたものである。有効
成分は特定できないが、アミノ酸、
カフェイン、タンニン、カテキン類
を含む。 

製造用剤 

202 チャ抽出物★ ウーロンチャ抽出物 
緑茶抽出物 

 ツバキ科チャの葉より製した茶よ
り、室温時、温時又は熱時、水、酸
性水溶液、含水エタノール、エタノ
ール、含水メタノール、メタノー
ル、アセトン、酢酸エチル又はグリ
セリン水溶液で抽出したものより得
られたものである。成分としてカテ
キン類を含む。なお、チャの葉の処
理方法によりウーロンチャ抽出物と
呼ばれるものがある。 
 

酸化防止剤 
製造用剤 

203 チルテ★   トウダイグサ科チルテの幹枝より得
られたラテックスを、熱時水で洗浄
し、水溶成分を除去して得られたも
のである。主成分はアミリンアセタ
ート及びポリイソプレンである。 

ガムベース 

204 L-チロシン  L-チロジン 
チロシン 
チロジン 

※ 調味料 
強化剤 

205 ツヌー★   クワ科ツヌーの幹枝より得られたラ
テックスを、脱水したものより得ら
れたものである。主成分はアミリン
アセタート及びポリイソプレンであ
る。 

ガムベース 

206 ツヤプリシン（抽出物） 
（ヒバの幹枝又は根から得ら
れたツヤプリシン類を主成分
とするものをいう。） 

ヒノキチオール 
（抽出物） 

ヒノキチオール ※  保存料 

207 5'-デアミナーゼ   ※  酵素 
208 低分子ゴム★   トウダイグサ科パラゴムの幹枝より

得られるラテックスを、加熱分解し
て得られたもの、又は酵素分解して
得られたものである。主成分はシス
ポリイソプレンである。 
 

ガムベース 
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番
号 

品  名 簡略名又は 
類別名 基原･製法･本質 用 途 名  称 別  名 

209 テオブロミン   アオギリ科カカオの種子、アオギリ
科コーラの種子又はツバキ科チャの
葉より、水又はエタノールで抽出
し、分離して得られたものである。
成分はテオブロミンである。 

苦味料等 

210 デキストラナーゼ   ※  酵素 
211 デキストラン  ブドウ糖多糖 ※  増粘安定剤 
212 鉄   54Fe、56Fe、57Fe、58Fe  

 
強化剤 
製造用剤 

213 デュナリエラカロテン 
（デュナリエラの全藻から得
られた、β-カロテンを主成分
とするものをいう。） 

藻類カロチン 
藻類カロテン 
デュナリエラカロチ
ン 
ドナリエラカロチン 
ドナリエラカロテン 
抽出カロチン 
抽出カロテン 

カロチノイド 
カロチノイド色素 
カロチン 
カロチン色素 
カロテノイド 
カロテノイド色素 
カロテン 
カロテン色素 

※ 強化剤 
着色料 

214 銅   63Cu、65Cu  製造用剤 
215 トウガラシ色素 

（トウガラシの果実から得ら
れたカプサンチン類を主成分
とするものをいう。） 

カプシカム色素 
パプリカ色素 

カロチノイド 
カロチノイド色素 
カロテノイド 
カロテノイド色素 

※ 着色料 

216 トウガラシ水性抽出物★ ガプシカム水性抽出
物 
パプリカ水性抽出物 

カプシカム抽出物 
トウガラシ抽出物 
パプリカ抽出物 

ナス科トウガラシの果実より、室温
時含水エタノールで抽出したもの
で、タンパク質、ペプチド、ビタミ
ン C を含む。 

製造用剤 

217 動物性ステロール 
 

コレステロール ステロール ※  乳化剤 

218 トコトリエノール   ※  酸化防止剤 
219 d-α-トコフェロール α-ビタミン E 抽出 V.E 

トコフェロール 
α-トコフェロール 
ビタミン E、V.E 
抽出トコフェロール 
抽出ビタミン E 

※ 酸化防止剤 
強化剤 

220 d-γ-トコフェロール γ-ビタミン E 抽出 V.E 
トコフェロール 
γ-トコフェロール 
ビタミン E、V.E 
抽出トコフェロール 
抽出ビタミン E 

※ 酸化防止剤 
強化剤 

221 d-δ-トコフェロール δ-ビタミン E 抽出 V.E 
トコフェロール 
δ-トコフェロール 
ビタミン E、V.E 
抽出トコフェロール 
抽出ビタミン E 

※ 酸化防止剤 
強化剤 

222 トマト色素 
（トマトの果実から得られた
リコピンを主成分とするもの
をいう。） 

トマトリコピン カロチノイド 
カロチノイド色素 
カロテノイド 
カロテノイド色素 
野菜色素 

※  着色料 

223 トラガントガム 
（トラガントの分泌液から得
られた多糖類を主成分とする
ものをいう。） 

 トラガント ※  増粘安定剤 

224 トランスグルコシダーゼ   ※  酵素 
225 トランスグルタミナーゼ   ※  酵素 
226 トリプシン   ※  酵素 
227 トレハロース   担子菌、細菌又は酵母の培養ろ液又

は菌体より、水若しくはアルコール
で抽出して得られたもの、これを酵
素によるでん粉の糖化液より分離し
て得られたもの、又はマルトースを
酵素処理して得られたものである。 
成分はトレハロースである。 
 

製造用剤 

228 トレハロースホスホリラーゼ   ※  酵素 
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229 トロロアオイ★   アオイ科トロロアオイの根を、乾
燥、粉砕して得られたものである。
主成分は多糖類である。 

増粘安定剤 

230 納豆菌ガム 
（納豆菌の培養液から得られ
たポリグルタミン酸を主成分
とするものをいう。） 

納豆菌粘質物 ポリグルタミン酸 ※  
 

増粘安定剤 
製造用剤 

231 ナフサ 石油ナフサ  石油蒸留物を、精製して得られたも
のである。成分はパラフィン系及び
ナフタレン系炭化水素である。 

製造用剤 

232 生コーヒー豆抽出物★   アカネ科コーヒーの種子より、温時
アスコルビン酸又はクエン酸酸性水
溶液で抽出して得られたものであ
る。有効成分は、クロロゲン酸及び
ポリフェノールである。 

酸化防止剤 

233 ナリンジナーゼ ナリンギナーゼ  ※  酵素 
234 ナリンジン ナリンギン  ※  苦味料等 
235 ニガーグッタ★   クワ科ニガーグッタの幹枝より得ら

れたラテックスを、熱時水で洗浄
し、水溶成分を除去して得られたも
のである。主成分はアミリンアセタ
ート及びポリイソプレンである。 

ガムベース 

236 ニガヨモギ抽出物★  ニガヨモギ キク科ニガヨモギの全草より、水又
は室温時エタノールで抽出して得ら
れたものである。主成分はセスキテ
ルペン（アブシンチン等）である。 

苦味料等 

237 ニッケル   58Ni、60Ni、61Ni、62Ni、64Ni  製造用剤 
238 ニンジンカロテン 

（ ニ ンジ ンの 根か ら得 ら れ
た、カロテンを主成分とする
ものをいう。） 

キャロットカロチン 
キャロットカロテン 
ニンジンカロチン 
抽出カロチン 
抽出カロテン 

カロチノイド 
カロチノイド色素 
カロチン 
カロチン色素 
カロテノイド 
カロテノイド色素 
カロテン 
カロテン色素 

※ 強化剤 
着色料 

239 ばい煎コメヌカ抽出物★   イネ科イネの米ぬかを脱脂し、ばい
煎したものを、熱時水で抽出後、温
時エタノールでタンパク質を除去し
たものである。成分としてマルトー
ルを含む。 

製造用剤 

240 ばい煎ダイズ抽出物★   マメ科ダイズの種子を脱脂し、ばい
煎したものより、熱時水で抽出後、
温時エタノールでタンパク質を除去
して得られたものである。成分とし
てマルトールを含む。 

製造用剤 

241 パーオキシダーゼ ペルオキシダーゼ  ※ 酵素 
242 白金   192Pt、194Pt、195Pt、196Pt、198Pt  製造用剤 
243 パパイン   ※  酵素 
244 パーム油カロテン 

（アブラヤシの果実から得ら
れたカロテンを主成分とする
ものをいう。） 

パーム油カロチン 
抽出カロチン 
抽出カロテン 

カロチノイド 
カロチノイド色素 
カロチン 
カロチン色素 
カロテノイド 
カロテノイド色素 
カロテン 
カロテン色素 

※ 強化剤 
着色料 

245 パーライト  不溶性鉱物性物質 ※  製造用剤 
246 パラジウム   102Pd 、 104Pd 、 105Pd 、 106Pd 、

108Pd、110Pd  
製造用剤 

247 パラフィンワックス 
 

パラフィン  ※ ガムベース 
光沢剤 

248 パンクレアチン   ※  酵素 
249 ヒアルロン酸  ムコ多糖 鶏冠より、微温時～温時水、アルカ

リ性水溶液若しくは酸性水溶液で抽
出し、エタノール若しくは含水エタ
ノールで処理、若しくは酵素処理し
た後エタノール若しくは含水エタノ
ールで処理し、精製して得られたも

製造用剤 
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の、又は細菌の培養液を、冷時～温
時、除菌し、エタノール若しくは含
水エタノールで処理し、精製して得
られたものである。成分はヒアルロ
ン酸である。 

番
号 

品  名 簡略名又は 
類別名 基原･製法･本質 用 途 名  称 別  名 

250 微結晶セルロース 
（パルプから得られた、結晶
セルロースを主成分とするも
のをいう。） 

結晶セルロース セルロース ※  製造用剤 

251 微小繊維状セルロース 
（パルプ又は綿を微小繊維状
にして得られた、セルロース
を 主 成 分 と す る も の を い
う。） 

 セルロース ※  
 

増粘安定剤 
製造用剤 

252 L-ヒスチジン  
 

 ヒスチジン ※ 調味料 
強化剤 

253 ビートレッド 
（ビートの根から得られた、
イソベタニン及びベタニンを
主成分とするものをいう。） 

アカビート色素 アカビート 
野菜色素 

※ 着色料 

254 L-ヒドロキシプロリン L-オキシプロリン オキシプロリン 
ヒドロキシプロリン 

※ 調味料 
強化剤 

255 ヒマワリ種子抽出物★ ヒマワリエキス 
ヒマワリ種子エキス 
ヒマワリ抽出物 

ヒマワリ種子 キク科ヒマワリの種子又は種子の搾
油相より、熱時水又は含水エタノー
ルで抽出して得られたものである。
有効成分はイソクロロゲン酸及びク
ロロゲン酸である。 

酸化防止剤 

256 ひる石  不溶性鉱物性物質 鉱 床 よ り 採 掘 し た ひ る 石 を 、
1000℃で焼成し、洗浄した後、乾
燥して得られたものである。主成分
はケイ酸塩である。 

製造用剤 

257 ファーセレラン★   ススカケベニ科フルセラリアの全藻
より、熱時水又はアルカリ性水溶液
で抽出して得られたものである。 
主成分は多糖類である。 

増粘安定剤 

258 ファフィア色素★  カロチノイド 
カロチノイド色素 
カロテノイド 
カロテノイド色素 

酵母の培養液より、室温時アセト
ン、エタノール、含水エタノール、
ヘキサン又はこれらの混合液で抽出
し、溶媒を除去して得られたもので
ある。主色素はアスタキサンチンで
ある。橙色～赤色を呈する。 

着色料 

259 フィシン ファイシン  ※  酵素 
260 フィターゼ  ホスホヒドロラーゼ ※  酵素 
261 フィチン酸 

（米ぬか又はトウモロコシの
種子から得られた、イノシト
ールヘキサリン酸を主成分と
するものをいう。） 

  ※ 酸味料 
製造用剤 

262 フィチン（抽出物）★  フィチン イネ科イネの種子より得られた米ぬ
か又はイネ科トウモロコシの種子よ
り、室温時水で抽出して得られたも
のである。主成分はイノシトールヘ 
キサリン酸マグネシウムである。 

製造用剤 

263 フェリチン  鉄たん白 
鉄たん白質 

ウシ科ウシの脾臓より、熱時水で抽
出し、塩析法で分画し、膜ろ過によ 
り得られたものである。成分はフェ
リチンである。 

強化剤 

264 フェルラ酸   ※ 酸化防止剤 
265 フクロノリ抽出物 

（フクロノリの全藻から得ら
れた多糖類を主成分とするも
のをいう。） 

 フクロノリ多糖類 
フクロフノリ多糖類 
フクロフノリ抽出物 

※ 増粘安定 

266 ブタン   石油若しくは天然ガス成分中、n-ブ
タンの沸点付近の留分である。 

製造用剤 

267 ブドウ果皮色素 
（アメリカブドウ又はブドウ
の果皮から得られた、アント
シアニンを主成分とするもの
をいう。） 

エノシアニン アントシアニン 
アントシアニン色素 
ブドウ色素 

※  着色料 

268 ブドウ果皮抽出物★   ブドウ科アメリカブドウ又はブドウ
科ブドウのうち、生食用又は醸造用
ブドウの甲州、シャルドネ若しくは

製造用剤 
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リースリング種の果皮搾粕より、室
温時～微温時エタノールで抽出して
得られたものである。主成分はポリ
フェノールである。 

番
号 

品  名 簡略名又は 
類別名 基原･製法･本質 用 途 名  称 別  名 

269 ブドウ種子抽出物 
（アメリカブドウ又はブドウ
の種子から得られた、プロア
ントシアニジンを主成分とす
るものをいう。） 

 プロアントシアニジ 
ン 

※  
 

酸化防止剤 
製造用剤 

270 ブラジルカンゾウ抽出物★ ペリアンドリン ブラジルカンゾウ マメ科ブラジルカンゾウの根より、
水で抽出したものより得られたもの
である。甘味成分はペリアンドリン
である。 

甘味料 

271 フルクトシルトランスフェラ
ーゼ 

  ※  酵素 

272 プルラナーゼ  アミラーゼ 
カルボヒドラーゼ 

※  酵素 

273 プルラン 
 

  ※  増粘安定剤 
製造用剤 

274 プロテアーゼ たん白分解酵素  ※  酵素 
275 プロパン   石油若しくは天然ガス成分中、n-プ

ロパンの沸点付近の留分である。 
製造用剤 

276 プロポリス抽出物★   ミツバチ科ミツバチの巣より、エタ 
ノールで抽出して得られたものであ
る。主成分はフラボノイドである。 

酸化防止剤 

277 ブロメライン  ブロメリン ※  酵素 
278 L-プロリン 

 
 プロリン ※ 

 
調味料 
強化剤 

279 分別レシチン★ レシチン分別物 
レシチン 

 「植物レシチン」又は「卵黄レシチ
ン」より、室温時～温時メタノー
ル、エタノール、含水エタノール、
イソプロピルアルコール、アセト
ン、ヘキサン又は酢酸エチルで抽出
して得られたものである。主成分
は、フォスファチジルコリン、フォ
スファチジルエタノールアミン、フ
ォスファチジルイノシトール、スフ
ィンゴミエリンである。 

乳化剤 

280 粉末セルロース★  セルロース ※  製造用剤 
281 粉末モミガラ★   イネ科イネのもみ殻を、微粉砕して

得られたものである。主成分はセル
ロースである。 

ガムベース 

282 ペカンナッツ色素★ ピーカンナッツ色素 フラボノイド 
フラボノイド色素 

クルミ科ピーカンの果皮又は渋皮よ
り、熱時水若しくは含水エタノール
で抽出して得られたもの又は熱時酸
性水溶液で抽出し、中和して得られ
たものである。主色素はフラボノイ
ドである。褐色を呈する。 

着色料 

283 ヘキサン   ※  製造用剤 
284 ペクチナーゼ  カルボヒドラーゼ ※ 酵素 
285 ペクチン   ※  増粘安定剤 
286 ペクチン分解物 

（「 ペ ク チ ン 」 か ら 得 ら れ
た、ガラクチュロン酸を主成
分とするものをいう。） 

 分解ペクチン ※  保存料 

287 ヘゴ・イチョウ抽出物★   ヘゴ科ヘゴ及びイチョウ科イチョウ
の葉を 9:1 の比率で混合し、熱時水
で抽出して得られたものである。 

酸化防止剤 

288 ヘスペリジナーゼ   ※  酵素 
289 ヘスペリジン ビタミン P   ※ 強化剤 
290 ベタイン   ※  調味料 
291 ベニコウジ黄色素 

（ベニコウジカビの培養液か
ら得られた、キサントモナシ
ン類を主成分とするものをい
う。） 

モナスカス黄色素 紅麹、紅麹色素 
モナスカス 
モナスカス色素 

※  着色料 

292 ベニコウジ色素 
（同上、アンカフラビン及び
モナスコルブリンを主成分と
するものをいう。） 

モナスカス色素 紅麹、モナスカス ※  着色料 
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293 ベニバナ赤色素 
（ ベ ニバ ナの 花か ら得 ら れ
た、カルタミンを主成分とす
るものをいう。） 

カーサマス赤色素 フラボノイド 
フラボノイド色素 
紅花赤、紅花色素 

※ 着色料 

294 ベニバナ黄色素 
（同上、サフラーイエロー類
を 主 成 分 と す る も の を い
う。） 

カーサマス黄色素 フラボノイド 
フラボノイド色素 
紅花黄、紅花色素 

※ 着色料 

295 ベネズエラチクル★ カプーレ  アカテツ科ベネズエラチクルの幹枝
より得られるラテックスを、脱水し
たものより得られたものである。主
成分はアミリンアセタート及びポリ
イソプレンである。 

ガムベース 

296 ペプシン   ※  酵素 
297 ヘプタン   石油成分中、n-ヘプタンの沸点付近

の留分である。 
製造用剤 

298 ペプチダーゼ   ※  酵素 
299 ヘマトコッカス藻色素 

（ヘマトコッカスの全藻から
得られた、アスタキサンチン
を 主 成 分 と す る も の を い
う。） 

 カロチノイド 
カロチノイド色素 
カロテノイド 
カロテノイド色素 

※ 着色料 

300 ヘミセルラーゼ ペントサナーゼ カルボヒドラーゼ ※ 酵素 
301 ヘム鉄   ※  強化剤 
302 ヘリウム   2He  製造用剤 
303 ベントナイト  不溶性鉱物性物質 ※  製造用剤 
304 ホスホジエステラーゼ   ※  酵素 
305 ホスホリパーゼ ホスファチダーゼ 

レシチナーゼ 
 ※  酵素 

306 没食子酸   ウルシ科ヌルデに発生する五倍子、
ブナ科に発生する没食子より、水、
エタノール又は有機溶剤で抽出した
タンニン、又はマメ科タラの実の夾
より、温時水で抽出したタンニン
を、アルカリ又は酵素（タンナー
ゼ）により加水分解して得られたも
のである。成分は没食子酸である。 
 

酸化防止剤 

307 ホホバロウ★  ホホバワックス ツゲ科ホホバの果実より採油したホ
ホバ脂より、分離して得られた高融
点ロウ物質である。主成分はイコセ
ン酸イコセニルである。 

ガムベース 

308 ポリフェノールオキシダーゼ フェノラーゼ  ※  酵素 
309 ε-ポリリシン ε-ポリリジン ポリリジン ※  保存料 
310 マイクロクリスタリンワック

ス 
ミクロクリスタリン
ワックス 

 ※  ガムベース 
光沢剤 

311 マクロホモプシスガム 
（マクロホモプシスの培養液
から得られた、多糖類を主成
分とするものをいう。） 

マクロホモプシス多
糖類 

 ※ 増粘安定剤 

312 マスチック★   ウルシ科ヨウニュウコウの分泌液よ
り、低沸点部を蒸留により除去し、
熱時エタノールで抽出し、エタノー
ルを留去して得られたものである。
主構成成分はマスチカジエノン酸で
ある。 

ガムベース 

313 マッサランドバチョコレート
★ 

  アカテツ科マッサランドバチョコレ
ートの幹枝より得られたラテックス
を、熱時水で洗浄し、水溶成分を除
去して得られたものである。主成分 
はアミリンアセタート及びポリイソ
プレンである。 
 

ガムベース 

314 マッサランドババラタ★   アカテツ科マッサランドババラタの
幹枝より得られたラテックスを、熱
時水で洗浄し、水溶成分を除去して
得られたものである。主成分はアミ
リンアセタート及びポリイソプレン
である。 
 

ガムベース 
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315 マリーゴールド色素 
（マリーゴールドの花から得
られた、キサントフィルを主
成分とするものをいう。） 

 カロチノイド 
カロチノイド色素 
カロテノイド 
カロテノイド色素 
マリーゴールド 

※  着色料 

316 マルトースホスホリラーゼ   ※  酵素 
317 マルトトリオヒドロラーゼ G3 生成酵素 アミラーゼ 

カルボヒドラーゼ 
※ 酵素 

318 未焼成カルシウム 
（貝殻、真珠の真珠層、造礁
サンゴ、骨又は卵殻を乾燥し
て得られた、カルシウム塩を
主成分とするものをいう。） 

 未焼成 Ca  強化剤 

 貝殻未焼成カルシウム 
 

 貝カルシウム 
貝 Ca 

貝殻を、殺菌、乾燥し、粉末にして
得られたものである。主成分は炭酸
カルシウムである。 

 骨未焼成カルシウム  骨カルシウム 
骨 Ca 

獣骨又は魚骨を、殺菌、乾燥し、粉
末にして得られたものである。主成
分はリン酸カルシウムである。 

サンゴ未焼成カルシウム コーラルカルシウム 
サンゴカルシウム 

コーラル Ca 
サンゴ Ca 

※ 

 真珠層未焼成カルシウム  真珠層カルシウム 
真珠層 Ca 
 

ウグイスガイ科アコヤガイから得ら
れる真珠の核を除いた真珠層を、殺 
菌、乾燥し、粉末にして得られたも
のである。主成分は炭酸カルシウム
である。 

 卵殻未焼成カルシウム  卵殻カルシウム 
卵殻 Ca 
 

卵殻を、殺菌、乾燥し、粉末にして
得られたものである。主成分は炭酸
カルシウムである。 

319 ミックストコフェロール 
（植物性油脂から得られた、
d-α-トコフェロール、d-β-
トコフェロール、d-γ-トコフ
ェロール及び d-δ-トコフェ
ロールを主成分とするものを
いう。） 

ミックスビタミン E 抽出 V.E 
トコフェロール 
ビタミン E、V.E 
ミックス V.E 
抽出トコフェロール 
抽出ビタミン E 

※ 酸化防止剤 
強化剤 

320 ミツロウ 
（ ミ チバ チの 巣か ら得 ら れ
た、パルミチン酸ミリシルを
主成分とするものをいう。） 

オウロウ 
ビースワックス 
ベースワックス 

 ※  
 

ガムベース 
光沢剤 

321 ミルラ★ ミル  カンラン科ボツヤクの分泌液より、
低沸点部を蒸留により除去し、室温
時エタノールで抽出し、エタノール 
を留去して得られたものである。成
分としてコミホールを含む。 

ガムベース 

322 ムラサキイモ色素 
（サツマイモの塊根から得ら
れたシアニジンアシルグルコ
シド及びペオニジンアシルグ
ルコシドを主成分とするもの
をいう。） 

 アントシアニン 
アントシアニン色素 
野菜色素 

※  着色料 

323 ムラサキトウモロコシ色素 
（トウモロコシの種子から得
られた、シアニジン-三-グル
コシドを主成分とするものを
いう。） 

ムラサキコーン色素 
 

アントシアニン 
アントシアニン色素 

※  着色料 

324 ムラサキヤマイモ色素★  アントシアニン 
アントシアニン色素 
ムラサキヤマイモ野 
菜色素 

ヤマノイモ科ヤマイモの紫色の塊根
より、室温時水又は弱酸性水溶液で
抽出して得られたものである。主色
素はシアニジンアシルグルコシドで
ある。紫赤色を呈する。 

着色料 

325 ムラミダーゼ   ※  酵素 
326 メナキノン（抽出物） 

（アルトロバクターの培養液
から得られた、メナキノン-四
を 主 成 分 と す る も の を い
う。） 

ビタミン K2（抽出 
物） 

ビタミン K2 
ビタミン K、V.K2 
V.K、メナキノン 

※  強化剤 

327 メバロン酸   酵母によるコーンスチープリカー又
はカゼイン由来のペプトンを主原料
とする発酵培養液より、有機溶剤で
抽出して得られたものである。成分
はメバロン酸である。 

製造用剤 
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328 メラロイカ精油★   フトモモ科メラロイカの葉より、水
蒸気蒸留により得られたものであ
る。成分は精油（α-テルピネン及
びγ-テルピネン等）である。 

酸化防止剤 

329 モウソウチク乾留物★   竹乾留物イネ科モウソウチクの茎を
チップ状にしたものを、減圧加熱下
で乾留したものより得られたもので
ある。 

製造用剤 

330 モウソウチク抽出物★   イネ科モウソウチクの茎の表皮を、
粉砕したものより、微温時エタノー
ルで抽出して得られたものである。
成分として 2,6-ジメトキシ-1,4-ベ 
ンゾキノンを含む。 

製造用剤 

331 木材チップ★ シュペーネ  カバノキ科ハシバミ又はブナ科ブ 
ナの幹枝を熱水殺菌したものを、粉
砕して得られたものである。 

製造用剤 

332 木炭★   イネ科マダケ若しくはイネ科モウソ
ウチクの茎又はカバノキ科シラカバ 
、チョウセンマツ、ブナ科ウバメガ
シ等の幹枝又は種子を、炭化して得
られたものである。 

製造用剤 

333 モクロウ★ モクロウ 植物ワックス キクウルシ科ハゼノキの果実より、
融解、さらしたものより得られたも
のである。主成分はグリセリンパル
ミタートである。 

カムベース 

334 木灰★   ブナ科ブナ等の幹枝を、灰化して得
られたものである。 

製造用剤 

335 木灰抽出物★   ブナ科ブナ、クスノキ科クスノキ等
の幹枝を灰化して得られた灰化物
を、精製して得られたものである。 

製造用剤 

336 モモ樹脂★   ピーチガムバラ科モモの幹枝の樹脂
成分を、分離して得られたものであ
る。主成分は多糖類である。 

増粘安定剤 

337 ヤマモモ抽出物 
（ヤマモモの果実、樹皮又は
葉から抽出して得られたもの
をいう。） 

  ※  酸化防止剤 

338 ユッカフォーム抽出物 
（ユッカアラボレセンス又は
ユッカシジゲラの全草から得
られた、サポニンを主成分と
するものをいう。） 

ユッカ抽出物 ユッカフォーム 
ユッカ・フォーム 

※  乳化剤 
製造用剤 

339 ラカンカ抽出物 
（ラカンカの果実から得られ
た、モグロシド類を主成分と
するものをいう。） 

ラカンカエキス ラカンカ ※  甘味料 

340 ラクトパーオキシダーゼ   ※  酵素 
341 ラクトフェリン濃縮物 

（ほ乳類の乳から得られた、
ラクトフェリンを主成分とす
るものをいう。） 

 ラクトフェリン ※  製造用剤 

342 ラック色素 
（ラックカイガラムシの分泌
液から得られた、ラッカイン
酸類を主成分とするものをい
う。） 

ラッカイン酸 ラック ※  着色料 

343 ラノリン 
（ヒツジの毛に付着するろう
様物質から得られた、高級ア
ルコールとα-ヒドロキシ酸の
エステルを主成分とするもの
をいう。） 

羊毛ロウ 
 

 ※  
 

ガムベース 
光沢剤 

344 ラムザンガム 
（アルカリゲネスの培養液か
ら得られた、多糖類を主成分
とするものをいう。） 

ラムザン多糖類 ラムザン ※  増粘安定剤 

345 L-ラムノース  ラムノース ※  甘味料 
346 卵黄レシチン★ レシチン  卵黄より得られた卵黄油より、分離

して得られたものである。主成分は
レシチンである。 

乳化剤 

347 L-リシン L-リジン リシン 
リジン 

※  
 

調味料 
強化剤 
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348 リゾチーム 卵白リゾチーム  ※  酵素 
349 リパーゼ 脂肪分解酵素 エステラーゼ ※  酵素 
350 リポキシゲナーゼ リポキシダーゼ  ※  酵素 
351 D-リボース  リボース ※  甘味料 
352 流動パラフィン ミネラルオイルホワ

イト 
パラフィン ※  製造用剤 

353 リンターセルロース★  セルロース アオイ科ワタの実の単毛を、精製し
て得られたものである。主成分はセ
ルロースである。 

製造用剤 

354 ルチン酵素分解物 
（「ルチン（抽出物）」から得
られた、イソクエルシトリン
を 主 成 分 と す る も の を い
う。） 

 イソクエルシトリン ※  酸化防止剤 

355 ルチン（抽出物） 
（アズキの全草、エンジュの
つぼみ若しくは花又はソバの
全草から得られた、ルチンを
主成分とするものをいう。） 

フラボノイド 
ルチン 

  酸化防止剤 
着色料 

 エンジュ抽出物   ※ 
 アズキ全草抽出物   マメ科アズキの全草より、水又はエ

タノールで抽出して得られたもので
ある。主成分はルチンである。 

 ソバ全草抽出物 
 

  タデ科ソバの全草より、水又はエタ
ノールで抽出して得られたものであ
る。主成分はルチンである。 

356 ルテニウム   96Ru、98Ru、99Ru、100Ru、101Ru、
102Ru、104Ru  

製造用剤 

357 レイシ抽出物★ マンネンタケ抽出物  レイシサルノコシカケ目マンネンタ
ケの菌糸体若しくは子実体、又はそ
の培養液より、水、エタノール又は
二酸化炭素で抽出して得られたもの
である。 

苦味料等 

358 レッチュデバカ★   クワ科レッチュデバカの幹枝から得
られたラテックスを、熱時水で洗浄
し、水溶成分を除去して得られたも
のである。主成分はアミリンエステ
ルである。 

ガムベース 

359 レバン★ フラクタン  枯草菌によるショ糖又はラフィノー
スの発酵培養液より、分離して得ら
れたものである。主成分は多糖類で
ある。 

増粘安定剤 

360 レンネット 
 

キモシン 
レンニン 

 ※  酵素 

361 L-ロイシンロイシン 
 

  ※  
 

調味料 
強化剤 

362 ログウッド色素★   マメ科ログウッドの心材より、熱時
水で抽出して得られたものである。
主色素はヘマトキシリンである。黒
褐色を呈する。 

着色料 

363 ロシディンハ★ ロジディンハ  アカテツ科シデロキシロン属の幹枝
より得られたラテックスを、脱水し
たものより得られたものである。主
成分はアミリンアセタート及びポリ
イソプレンである。 

ガムベース 

364 ロシン★ ロジン  マツ科マツの樹皮の分泌液より、低
沸点部を蒸留により除去して得られ
たものである。主構成成分はアビエ
チン酸である。 

ガムベース 

365 ローズマリー抽出物★ マンネンロウ抽出物  シソ科マンネンロウの葉又は花よ
り、二酸化炭素、温時～熱時含水エ
タノール若しくはエタノールで抽出
して得られたもの、又は温時～熱時
ヘキサン、メタノール若しくは含水
メタノールで抽出し、溶媒を除去し
て得られたものである。有効成分
は、フェノール性ジテルペノイド
（ロスマノール、カルノソール及び
カルノシン酸等）である。 

酸化防止剤 
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別添 添加物２−２  天然香料基原物質リスト             ［原−46］ 
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基原物質名 別名 基原物質名 別名 
アイスランドモス アイスランド苔 アカヤジオウ  
アケビ  アサ 麻 
アサフェチダ  アジアンタム  
アジョワン  アズキ 小豆 
アスパラサスリネアリス ルイボス、ロオイボス アップルミント  
アーティチョーク チョウセンアザミ アニス  
アボカド  アマ  
アマチャ 甘茶 アマチャヅル  
アミガサユリ  アミリス  
アーモンド  アリタソウ  
アルカンナ  アルテミシア  
アルニカ  アルファルファ  
アロエ  アロニア  
アンゴスツラ  アンゴラウィード  
アンズ アプリコット アンズタケ  
アンゼリカ アンゲリカ アンバー  
アンバーグリス 竜涎香 アンブレット  
イカ  イカリソウ  
イグサ  イースト 酵母 
イタドリ  イチゴ ストロベリー 
イチゴノキ ストロベリーツリー イチジク フィグ 
イチョウ  イヌゴマ ベトニー 
イノコヅチ  イランイラン  
イワオウギ  インペラトリア  
インモルテル  ウィンターグリーン  
ウォータークレス オランダガラシ ウコギ  
ウコン ターメリック ウスバサイシン  
ウッドラフ クルマバソウ ウニ  
ウメ  ウーロンチャ  
エゴマ  エノキダケ  
エビ  エビスグサ  
エリゲロン  エルダー セイヨウニワトコ 
エレウテロコック  エレカンペン  
エレミ  エンゴサク  
エンジュ  エンダイブ キクヂシャ 
欧州アザミ  オウレン  
オオアザミ  オオバコ プランテン 
オカゼリ  オキアミ  
オーク  オークモス  
オケラ  オスマンサス モクセイ 
オポポナックス  オミナエシ  
オモダカ  オランダセンニチ  
オリガナム  オリス  
オリバナム 乳香 オリーブ  
オールスパイス  オレンジ  
オレンジフラワー    
カイ 貝 海藻 シーウィード 
カイニンソウ  カカオ ココア 
カキ 柿 カサイ 果菜 
カシューナッツ  カスカラ  
カスカリラ  カストリウム 海狸香 
カタクリ  カツオブシ  
カッシー  カッシャフィスチュラ  
カテキュ  カニ  
カーネーション  カノコソウ  
カモミル  カヤプテ  
カラクサケマン  カラシ マスタード 
カラスウリ  カラスビシャク  
カラバッシュナツメグ  ガラナ  
カラマンシー シキキツ カラミント  
カラムス  ガランガ  
カーラント  カリッサ  
カリン  カルダモン ショウズク 
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ガルバナム  カレー  
カレーリーフ カリーリーフ カワミドリ  
カンゾウ リコリス ガンビア  
カンラン    
キウィーフルーツ  キカイガラタケ  
キキョウ  キク  
キクラゲ  キササゲ  
ギシギシ  キダチアロエ  
キナ  キハダ  
キバナオウギ  ギボウシ  
ギムネマシルベスタ  キャットニップ イヌハッカ 
キャラウェイ ヒメウイキョウ キャロブ イナゴマメ、カロブ 
キュウリ キューカンバー キラヤ  
キンミズヒキ    
グァバ  グァヤク  
クコ  クサスギカズラ  
クサボ ケシドミ クズ  
クスノキ  クスノハガシワ  
グーズベリー  クチナシ ガーデニア 
クベバ  クマコケモモ  
グミ  クミン  
グラウンドアイビー カキドウシ クララ クサエンジュ 
クラリセージ  クランベリー  
クリ チェスナッツ クルミ ウォルナッツ 
クリーム  グレインオブパラダイス  
クレタディタニー  グレープフルーツ  
クローバー  クローブ  
クロモジ  クロレラ  
クワ マルベリー クワッシャ ニガキ 
ケイパー ケーパー ゲットウ 月桃 
ケード  ケブラコ  
ゲルマンダー  ケンチュール  
ケンポナシ  ゲンノショウコ フウロソウ 
コウジ  コウタケ  
コウチャ 紅茶 コウホネ  
コカ  コガネバナ  
コクトウ  黒糖  
コクルイ  穀類  
ココナッツ  ココヤシ  
コゴメグサ  アイブライト  
ゴシュユ  コショウ ペパー 
コスタス  コストマリー  
コパイバ  コーヒー  
コブシ ヤマモクレン ゴボウ  
ゴマ セサミ コーラ  
コリアンダー コエンドロ コルツフート フキタンポポ 
ゴールデンロッド  コロンボ  
コンサイ 根菜 コンズランゴ  
コンブ  コンフリー  
サイプレス イトスギ、シプレス 魚 フィッシュ 
サクラ  サクランボ チェリー 
ザクロ グレナディン サケカス 酒粕 
ササ  ササクサ  
サーチ  サッサフラス  
サフラン  サポジラ  
サボテン  サラシナショウマ  
サルサパリラ  サルシファイ セイヨウゴボウ 
サルノコシカケ  サンザシ ホウソーン 
サンシュユ  サンショウ  
サンタハーブ  サンダラック  
サンダルウッド ビャクダン サンダルレッド シタン 
シイタケ  ジェネ エニシダ 
シソ  シダー セダー 
シトラス カンキツ シトロネラ  
シヌス  シベット 霊猫香 
シマルーバ  シメジ  
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シャクヤク  ジャスミン  
ジャノヒゲ  ジャボランジ ヤボランジ 
シャロット  シュクシャ  
ジュウニヒトエ ビューグル ジュニパーベリー ネズ 
ショウガ ジンジャー ショウユ  
ショウユカス  ジョウリュウシュ 蒸留酒 
ショウロ  シルバーウィード  
シロタモギタケ ブナシメジ ジンセン 高麗ニンジン 
シンナモン シナモン   
酢 ビネガー スイカ ウォーターメロン 
スイセン ナルシス スギ  
スターアニス ダイウイキョウ スターフルーツ キャランボラ 
スチラックス  スッポン  
スッポンタケ  ズドラベッツ  
スネークルート  スパイクナード  
スピンネル  スプルース ヘムロック 
スペアミント ミドリハッカ スベリヒユ  
スローベリー    
セイボリー キダチハッカ セイヨウダイコンソウ  
セイヨウナナカマド  セキショウ  
セージ  ゼドアリー  
セネガ  ゼラニウム  
セロリー  センキュウ  
センタウリア  センダン  
セントジョーンズウォルト セイヨウオトギリソウ センナ  
ソース    
ダイオウ ルバーブ ダイズ 大豆 
タイム タチジャコウソウ タケノコ  
タコ  タデ  
ダバナ  タマゴ エッグ 
タマゴタケ  タマネギ オニオン 
タマリンド  ダミアナ  
タモギタケ ヒメヒラタケ タラゴン エストラゴン 
タラノキ  タンジー ヨモギギク 
タンジェリン マンダリン タンポポ ダンデリオン 
チェリモラ チェリモヤ チェリーローレル  
チェリーワイルド  チガヤ  
チコリ  チーズ  
チチタケ  チャイブ  
チャービル  チャンパカ  
チュベローズ 月下香 チョウセンゴミシ  
チラータ    
ツクシ  ツケモノ 漬物 
ツタ  ツバキ カメリア 
ツユクサ  ツリガネニンジン  
ツルドクダミ    
ディアタング リアトリス ティスル キバナアザミ 
ディタニー  ディル イノンド 
デーツ ナツメヤシ テンダイウヤク  
テンマ  テンリョウチャ  
トウガラシ カプシカム トウキ  
ドウショクブツタンパクシ
ツ 

動植物蛋白質 ドウショクブツユシ 動植物油脂 

トウミツ 糖蜜、モラセス トウモロコシ コーン 
ドクダミ  トチュウ  
ドッググラス  トマト  
ドラゴンブラッド  ドリアン  
トリュフ  トルーバルサム  
トンカ トンコ   
ナギナタコウジュ  ナシ ペア 
ナスターシャム  ナッツ  
ナットウ 納豆 ナツメ  
ナツメグ ニクヅク、メース ナデシコ  
ナメコ  ナラタケ  
ナンテン    
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基原物質名 別名 基原物質名 別名 
ニアウリ  ニュウサンキンバイヨウエ

キ 
乳酸菌培養液 

ニレ エルム ニンジン キャロット 
ニンニク ガーリック   
ネズミモチ  ネットル イラクサ 
ネムノキ    
ノットグラス ニワヤナギ ノリ 海苔 
バイオレット スミレ パイナップル  
ハイビスカス ローゼル 麦芽 モルト 
ハコベ  バシクルモン  
バジル メボウキ ハス  
ハスカップ  パースニップ アメリカボウフウ 
パセリ オランダゼリ バター  
バターオイル  バターミルク  
バーチ カバノキ ハチミツ ハネー 
パチュリー パチョリ ハッカ  
バックビーン  ハッコウシュ 発酵酒 
ハッコウニュウ 発酵乳 ハッコウミエキ 発酵味液 
パッションフルーツ クダモノトケイソウ ハツタケ  
バッファローベリー  ハトムギ  
ハナスゲ  バナナ  
バニラ ワニラ ハネーサックル スイカズラ 
パパイヤ  バーベリー メギ 
ハマゴウ  ハマスゲ  
ハマナス  ハマボウフウ  
ハマメリス  バラ ローズ 
パルマローザ  パンダナ  
バンレイシ シャカトウ   
ヒキオコシ  ヒシ  
ピスタチオ  ヒソップ ヤナギハッカ 
ヒッコリー  ピーナッツ ラッカセイ 
ヒノキ  ヒバ  
ピプシシワ  ヒマワリ  
ヒメハギ  ヒヤシンス  
ヒヨドリバナ  ヒラタケ  
ビワ  ピンピネラ  
ビンロウ  フェイジョア  
フェネグリーク  コロハ  
フェンネル ショウウイキョウ フジバカマ  
フジモドキ  フスマ  
フーゼル油  プチグレイン  
ブチュブッコ  ブドウ グレープ 
ブドウサケカス ブドウ酒粕 フトモモ  
ブナ  ブナハリタケ  
ブラックキャラウェイ ニジェラ ブラックベリー  
プラム スモモ ブリオニア  
プリックリーアッシュ アメリカサンショウ プリムローズ サクラソウ 
プルネラ ウツボグサ ブルーベリー  
ブレッドフルーツ パンノキ   
ヘイ  ベイ  
ヘーゼルナッツ ハシバミ ヘザー ヒース 
ベチバー ベチベルソウ ベーテル キンマ 
ベニノキ  ベニバナ サフラワー 
ペニーロイヤル メグサハッカ ペパーミント セイヨウハッカ 
ヘビ  ペピーノ  
ペプトン  ペリトリー  
ベルガモット  ベルガモットミント  
ペルーバルサム  ベルベナ バーベナ、ベルベイン 
ベロニカ  ベンゾイン 安息香 
ヘンナ    
ボアドローズ ローズウッド ホアハウンド ニガハッカ 
ホウ  ホウキタケ  
ホウショウ 芳樟 ボウフウ  
ホエイ  ホオノキ  
ホースミント ヤグルマハッカ ホースラディッシュ セイヨウワサビ、ワサビ

ダイコン 
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基原物質名 別名 基原物質名 別名 
ボタン  ホップ  
ポピー  ポプラ  
ポポー  ホホバ  
ホヤ  ボルドー  
ボロニア    
マイタケ  マグウォルト  
マシュマロー ウスベニタチアオイ マジョラム マヨラナ 
マスティック  マソイ  
マタタビ  マチコ  
マツ パイン マツオウジ  
マッシュルーム  マツタケ  
マツブサ  マツホド  
マテチャ マテ マメ  
マリーゴールド  マルバダイオウ 食用ダイオウ 
マルメロ クインス マレイン  
マロー ゼニアオイ マンゴー  
マンゴスチン  マンナノキ  
ミカン  ミシマサイコ  
ミソ 味噌 ミツマタ  
ミツロウ オウロウ、 ビースワック

ス 、ベースワックス 
ミート 肉 

ミモザ  ミョウガ  
ミルク  ミルテ  
ミルフォイル セイヨウノコギリソウ ミルラ 没薬 
ミロバラン    
ムカゴニンジン スキレット ムギチャ ムギ茶 
ムスク  ムラサキ  
メスキート  メドウスィート シモツケソウ 
メハジキ  メープル サトウカエデ 
メリッサ バーム メリロット  
メロン    
モウセンゴケ  モニリアバイヨウエキ モニリア培養液 
モミノキ ファー モモ ピーチ 
モロヘイヤ    
ヤクチ  ヤドリギ  
ヤマブシタケ  ヤマモモ  
ユーカリ  ユキノシタ  
ユズ  ユッカ  
ユリ リリー   
ヨウサイ 葉菜 ヨロイザク  
ライオンズフート  ライチ  
ライフエバーラスティング
フラワー 

 ライム  

ライラック リラ ラカンカ  
ラカンショウ  ラズベリー  
ラタニア  ラディッシュ ハツカダイコン 
ラブダナム  システ  
ラベンダー  ラングウォルト  
ラングモス  ランブータン  
リキュール  リーク  
リツェア タイワンヤマクロモジ リナロエ  
リュウガン  リュウゼツラン  
リョウフンソウ  リョクチャ 緑茶 
リンゴ アップル リンデン ボダイジュ 
リンドウ    
ルー ヘンルーダ ルリジサ  
レセダ モクセイソウ レモン  
レモングラス  レンギョウ  
レンゲ  レンブ  
ローズマリー マンネンロウ ロベージ  
ローレル ゲッケイジュ ロンゴザ  
ワサビ  ワスレナグサ  
ワタフジウツギ  ワームウッド ニガヨモギ 
ワームシード  ワラビ  
ワレモコウ    
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別添 添加物２−３                          ［原－55］ 
一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用される品目リスト 
                                         （備考欄：英名は省略） 

品  名 簡略名又は類別名 基原・製法・本質 用  途 名  称 別  名 
アカキャベツ色素 ムラサキキャベツ色素 アカキャベツ 

アントシアニン 
アントシアニン色
素、野菜色素 

アブラナ科キャベツの赤い葉（赤
キャベツ、紫キャベツ）より、室
温時弱酸性水溶液で抽出して得ら
れたものである。主色素はシアニ
ジンアシルグリコシドである。赤
色～紫赤色を呈する。 

着色料 

アカゴメ色素  アカゴメ 
アントシアニン 
アントシアニン色
素 

イネ科イネの赤い種子（赤米）よ
り、温時水、弱酸性水溶液又は含
水エタノールで抽出して得られた
ものである。主色素はシアニジン-
3-グルコシド等である。赤色を呈
する。 

着色料 

アカダイコン色素  アカダイコン 
アントシアニン 
アントシアニン色
素、野菜色素 

ア ブ ラ ナ 科 ダ イ コ ン の 赤 紫 の 根
（赤ダイコン）より、室温時水、
弱酸性水溶液又は含水エタノール
で抽出して得られたものである。
主色素はペラルゴニジンアシルグ
リコシドである。 

着色料 

アズキ色素  アズキ マメ科アズキの種子より水で抽出
して得られたもの、又はこれを乾
燥 し た も の で あ る 。 赤 色 を 呈 す
る。 

着色料 

アマチャ抽出物 アマチャエキス アマチャ ユキノシタ科アマチャの葉より、
水 で 抽 出 し て 得 ら れ た も の で あ
る。甘味成分はフィロズルシンで
ある。 

甘味料 

イカスミ色素  イカ墨 コウイカ科モンゴウイカ等の墨袋
の内容物を水洗いしたものより、
弱酸性含水エタノール及び含水エ
タノールで洗浄し、乾燥したもの
である。主色素はユーメラニンで
ある。黒色を呈する。 

着色料 

ウグイスカグラ色素  アントシアニン 
アントシアニン色
素、果実色素 
ベリー色素 

スイカズラ科クロミノウグイスカ
グラの果実より、搾汁したもの、
又は水で抽出して得られたもので
ある。主色素はアントシアニンで
ある。赤色～青色を呈する。 

着色料 

ウコン ターメリック   着色料 
エタノール エチルアルコール アルコール 

酒精 
 

デ ン プ ン 、 糖 蜜 を 原 料 と し 、 糖
化、発酵後、蒸留して得られたも
のである。成分は専売法による発
酵アルコールである。 

製造用剤 

エルダーベリー色素  アントシアニン 
アントシアニン色
素、果実色素 
ベリー色素 

スイカズラ科エルダーベリーの果
実より、搾汁したもの、又は室温
時～微温時水若しくは酸性水溶液
で抽出して得られたものである。
主 色 素 は 、 シ ア ニ ジ ン グ リ コ シ
ド、デルフィニジングリコシドで
ある。赤色～青色を呈する。 

着色料 

オクラ抽出物   アオイ科オクラのさやより、水で
抽出して得られた粘質物である。 

増粘安定剤 

オリーブ茶   モクセイ科オリーブの葉より、茶
と同様の製法により製したもので 
ある。 

着色料 
苦味料等 

海藻セルロース  セルロース 海藻を、乾燥、粉砕して得られた
セルロースである。 

増粘安定剤 

カウベリー色素  アントシアニン 
アントシアニン色
素、果実色素 
ベリー色素 

ツツジ科コケモモの果実より、搾
汁したもの、又は水で抽出して得
られたものである。主色素はシア
ニジングリコシド及びデルフィニ
ジングリコシドである。赤色～青
色を呈する。 

着色料 
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品  名 簡略名又は類別名 基原・製法・本質 用  途 名  称 別  名 
果汁 
 ウグイスカグラ果汁 
 エルダーベリー果汁 
 オレンジ果汁 
 カウベリー果汁 
 グースベリー果汁 
 クランベリー果汁 
 サーモンベリー果汁 
 ストロベリー果汁 
 ダークスィートチェ 

リー果汁 
 チェリー果汁 
 チンブルベリー果汁 
 
 デュベリー果汁 
 パイナップル果汁 
 ハクルベリー果汁 
 ブドウ果汁 
 
 
 ブラックカーラント 

果汁 
 ブラックベリー果汁 
 プラム果汁 
 ブルーベリー果汁 
 ベリー果汁 
 ボイセンベリー果汁 
 ホワートルベリー果 
 汁 
 マルベリー果汁 
 モレロチェリー果汁 
 ラズベリー果汁 
 レッドカーラント果 
 汁 
 レモン果汁 
 ローガンベリー果 
 汁 

フルーツジュース 
ウグイスカグラジュース 
エルダーベリージュース 
オレンジジュース 
カウベリージュース 
グースベリージュース 
クランベリージュース 
サーモンベリージュース 
ストロベリージュース 
ダークスィートチェリー
ジュース 
チェリージュース 
スィムブルベリージュー
ス 
デュベリージュース 
パイナップルジュース 
ハクルベリージュース 
ブドウジュース、グレー
プ果汁、グレープジュー
ス 
ブラックカーラントジュ
ース 
ブラックベリージュース 
プラムジュース 
ブルーベリージュース 
ベリージュース 
ボイセンベリージュース 
ホワートルベリージュー
ス 
マルベリージュースス 
モレロチェリージュース 
ラズベリージュース 
レッドカーラントジュー
ス 
レモンジュース 
ローガンベリージュース 

 

 

  

カゼイン 酸カゼイン 乳たん白 牛乳又は脱脂乳より、酸処理によ
る沈殿によって得られたタンパク
質である。 

製造用剤 

褐藻抽出物 褐藻粘質物  アラメ、オキナワモズク、コンブ
又はワカメより、水で抽出して得
られたものである。成分はポリウ
ロン酸及び硫酸多糖である。 

増粘安定剤 

カンゾウ末  カンゾウ マメ科ウラルカンゾウ）、マメ科チ
ョウカカンゾウ又は、マメ科ヨウ
カンゾウの根茎を粉砕したもので
ある。甘味成分はグリチルリチン
酸である。 

甘味料 

寒天    製造用剤 
グーズベリー色素  アントシアニン 

アントシアニン色 
素、果実色素 
ベリー色素 
 

ユキノシタ科グースベリーの果実
より、搾汁したもの、又は水で抽
出して得られたものである。主色
素はアントシアニンである。赤色
～青色を呈する。 

着色料 

クランベリー色素  アントシアニン 
アントシアニン色 
素、果実色素 
ベリー色素 

ツ ツ ジ 科 ク ラ ン ベ リ ー の 果 実 よ
り、搾汁したもの、又は水で抽出
して得られたものである。主色素
はシアニジングリコシド、ペラル
ゴニジングリコシドである。赤色
～青色を呈する。 

着色料 

グルテン    増粘安定剤 
グルテン分解物    増粘安定剤 

クロレラ抽出液  クロレラエキス 緑藻類クロレラを、熱時水で抽出
後、濃縮、精製して得られたもの
である。 

調味料 
製造用剤 
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品  名 簡略名又は類別名 基原・製法・本質 用  途 名  称 別  名 
クロレラ末   緑藻類クロレラを、乾燥し、粉末

化したものである。 
着色料 

ココア ココアパウダー   着色料 
小麦粉    製造用剤 
コムギ抽出物   イネ科コムギの種子（玄麦）を、

ばい煎後、熱時水で抽出して得ら
れたものである。 

製造用剤 

コラーゲン    製造用剤 
コンニャクイモ抽出物 グルコマンナン  サトイモ科コンニャクの根茎を、

乾燥、粉砕後、含水エタノールで
洗浄して得られたもの、又はこれ
を冷時～温時水で抽出して得られ
たもので、グルコースとマンノー
スで構成される多糖類からなる。 

増粘安定剤 
製造用剤 
 

サツマイモセルロース  セルロース ヒルガオ科サツマイモの塊根より
得られたものである。主成分はセ
ルロースである。 

製造用剤 
増粘安定剤 
 

サフラン    着色料 
サフラン色素  カロチノイド 

カロチノイド色素 
カロテノイド 
カロテノイド色素 
クロシン 
サフラン 

アヤメ科サフランの雌芯頭より、
エタノールで抽出して得られたも 
のである。主色素は、カロテノイ
ド系のクロシン、クロセチンであ
る。黄色を呈する。 
 

着色料 

サーモンベリー色素  アントシアニン 
アントシアニン色 
素、果実色素 
ベリー色素 
 

バラ科サーモンベリー）の果実よ
り、搾汁したもの、又は水で抽出
して得られたものである。主色素
はアントシアニンである。赤色～
青色を呈する。 

着色料 

シソ色素  アントシアニン 
アントシアニン色 
素 
野菜色素 
 

シソ科シソの葉より、室温時水、
弱酸性水溶液又は含水エタノール
で抽出して得られたものである。
主色素は、シソニン、マロニルシ
ソニンである。赤色～赤紫色を呈
する。 

着色料 

ストロベリー色素  アントシアニン 
アントシアニン色 
素、果実色素 
ベリー色素 

バ ラ 科 オ ラ ン ダ イ チ ゴ の 果 実 よ
り、搾汁したもの、又は水で抽出
して得られたものである。主色素
は、シアニジングリコシド、ペラ
ルゴニジングリコシドである。赤
色～青色を呈する。 

着色料 

ゼラチン    製造用剤 
ダイズ多糖類 ダイズヘミセルロース  マメ科ダイズの種子から得られた

多糖類である。主成分はヘミセル 
ロースである。 

製造用剤 
増粘安定剤 

ダイダイ抽出物   ミカン科ダイダイの果皮より、エ
タノールで抽出して得られたもの
で あ る 。 主 成 分 は リ モ ニ ン で あ
る。 

苦味料等 

ダークスィートチェリ
ー色素 

 アントシアニン 
アントシアニン色 
素、果実色素 
チェリー色素 

バラ科セイヨウミザクラの果実よ
り、搾汁したもの、又は室温時～
温時水若しくは弱酸性水溶液で抽
出して得られたものである。主色
素はアントシアニンである。赤色
～赤紫色を呈する。 
 

着色料 

チェリー色素  アントシアニン 
アントシアニン色 
素、果実色素 

バラ科カラミザクラの果実より、
搾汁したもの、又は室温時～温時
水若しくは弱酸性水溶液で抽出し
て得られたものである。主色素は
シアニジングリコシドである。赤
色～赤紫色を呈する。 

着色料 

チコリ色素  チコリ 
野菜色素 

キク科キクニガナの根をばい煎し
たものより、温時水で抽出して得
られたものである。黄褐色を呈す 
る。 

着色料 

茶  抹茶  着色料 
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品  名 簡略名又は類別名 基原・製法・本質 用  途 名  称 別  名 
チンブルベリー色素 スィムブルベリー色素 アントシアニン 

アントシアニン色 
素、果実色素 
ベリー色素 
 

バ ラ 科 ク ロ ミ キ イ チ ゴ の 果 実 よ
り、搾汁したもの、又は水で抽出
して得られたものである。主色素
はアントシアニンである。赤色～
青色を呈する。 

着色料 

デュベリー色素  アントシアニン 
アントシアニン色 
素、果実色素 
ベリー色素 
 

バラ科オオナワシロイチゴの果実
より、搾汁したもの、又は水で抽
出して得られたものである。主色
素はアントシアニンである。赤色
～青色を呈する。 

着色料 

トウモロコシセルロ
ース 

コーンセルロース セルロース イネ科トウモロコシの種皮から得
られたものである。主成分はセル
ロース、ヘミセルロース及びリグ
ニンである。 

製造用剤 

ナタデココ 醸造セルロース 
発酵セルロース 

セルロース  増粘安定剤 
製造用剤 

乳酸菌濃縮物  乳酸菌 乳酸菌を培養した後、集菌、濃縮
し 、 凍 結 又 は 乾 燥 し た も の で あ
る。 

酵素 

ノリ色素 海苔色素  ウシケノリ科アマノリの葉より、
温時水又は弱酸性水溶液で抽出し
て得られたものである。主色素は
フィコエリトリンである。桃色～
赤色を呈する。 

着色料 

ハイビスカス色素 ローゼル色素 アントシアニン 
アントシアニン色 
素、ローゼル 
 

アオイ科ローゼルの花弁及び咢部
より、室温時水で抽出して得られ
たものである。主色素はデルフィ
ニジン-3-サンブビオシド等であ
る。赤色～紫赤色を呈する。 

着色料 

麦芽抽出物 麦芽エキス モルトエキス イネ科オオムギの麦芽又はこれを
焙煎したものを室温時～温時水で
抽出して得られたものである。 

着色料 

ハクルベリー色素  アントシアニン 
アントシアニン色 
素、果実色素 
ベリー色素 
 

ツヅジ科ブラックハクルベリーの
果実より、搾汁したもの、又は水
で抽出して得られたものである。
主色素はアントシアニンである。
赤色～青色を呈する。 

着色料 

パプリカ粉末    着色料 
ブドウ果汁色素  アントシアニン 

アントシアニン色 
素、果実色素 
ブドウ色素 
 

ブドウ科アメリカブドウ又はブド
ウ科ブドウの果実より、搾汁し、
沈殿を除去して得られたものであ
る。主色素はマルビジン-3-グルコ
シド等である。赤色～赤紫色を呈
する。 

着色料 

ブラックカーラント
色 
素 

 アントシアニン 
アントシアニン色 
素、果実色素 
ベリー色素 

ユキノシタ科クロフサスグリの果
実より、搾汁したもの、又は室温
時～微温時水若しくは弱酸性水溶
液 で 抽 出 し て 得 ら れ た も の で あ
る。主色素はデルフイニジン-3-ル
チノシド等である。赤色～青色を
呈する。 

着色料 

ブラツクベリー色素  アントシアニン 
アントシアニン色 
素、果実色素 
ベリー色素 
 

バラ科ヨーロッパブラックベリー
の果実より、搾汁したもの、又は
水 で 抽 出 し て 得 ら れ た も の で あ
る。主色素はシアニジングリコシ
ドである。赤色～青色を呈する。 

着色料 

プラム色素  アントシアニン 
アントシアニン色 
素、果実色素 
 

バラ科プラムの果実より、エタノ
ールで抽出して得られたものであ
る。主色素はシアニジングルコシ
ド等である。赤色～赤紫色を呈す
る。 

着色料 

ブルーベリー色素  アントシアニン 
アントシアニン色 
素、果実色素 
ベリー色素 
 

ツツジ科ハイブッシュブルーベリ
ー又はツツジ科ロースィートブル
ーベリーの果実より、搾汁したも 
の、又は室温時～微温時水若しく
は弱酸性水溶液で抽出して得られ
たものである。主色素はアントシ
アニンである。赤色～青色を呈す

着色料 
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る。 
品  名 簡略名又は類別名 基原・製法・本質 用  途 名  称 別  名 

ボイセンベリー色素  アントシアニン 
アントシアニン色 
素、果実色素 
ベリー色素 

バラ科エゾイチゴの果実より、搾
汁したもの、又は室温時～微温時
水若しくは弱酸性水溶液で抽出し
て得られたものである。主色素は
シアニジン-3-グルコシド等であ
る。赤色～青色を呈する。 

着色料 

ホエイソルト 乳清ミネラル 
ホエイミネラル 

 乳清（チーズホエイ）より、乳清
タンパクと乳糖を分離除去し、精
製して得られたものである。成分
は、カリウム、カルシウム、ナト
リウム等の塩類である。 

調味料 

ホップ抽出物 ホップエキス ホップ  苦味料等 
ホワートルベリー色
素 

 アントシアニン 
アントシアニン色 
素、果実色素 
ベリー色素 
ビルベリー色素 

ツツジ科ホワートルベリーの果実
より、搾汁したもの、水若しくは
エタノールで抽出して得られたも
の、又は室温時メタノールで抽出
し、溶媒を除去したものである。
主色素はマルビジングルコシド等
である。赤色～青色を呈する。 

着色料 

マルベリー色素  アントシアニン 
アントシアニン色 
素、果実色素 
ベリー色素 

クワ科ブラックマルベリー又はク
ワ科ホワイトマルベリーの果実よ
り、搾汁したもの、又は水で抽出
して得られたものである。主色素
は シ ア ニ ジ ン グ ル コ シ ド 等 で あ
る。赤色～青色を呈する。 

着色料 

マンナン    増粘安定剤 
モレロチェリー色素  アントシアニン 

アントシアニン色 
素、果実色素 
チェリー色素 

バ ラ 科 モ レ ロ チ ェ リ ー の 果 実 よ
り、室温時～温時エタノールで抽
出して得られたものである。主色
素はシアニジングリコシルルチノ
シド等である。赤色～赤紫色を呈
す。 

着色料 

野菜ジュース 
 アカキャベツジュ 

ース 
 アカビートジュー 
 ス 
 シソジュース 
 タマネギジュース 
 トマトジュース 
 ニンジンジュース 

ベジタブルジュース 
 

  着色料 

ヨモギ抽出物   キク科ヨモギの茎又は葉より、水
又はエタノールで抽出して得られ
たものである。主成分はカフェタ
ンニン及び精油類である。 

苦味料等 

ラズベリー色素  アントシアニン 
アントシアニン色 
素、果実色素 
ベリー色素 

バラ科セイヨウキイチゴの果実よ
り、搾汁したもの、又は室温時～
微温時水若しくは弱酸性水溶液で
抽出して得られたものである。主
色素はシアニジングリコシドであ
る。赤色～青色を呈する。 

着色料 

卵白    製造用剤 
レッドカーラント色
素 

 アントシアニン 
アントシアニン色 
素、果実色素 
ベリー色素 

ユキノシタ科アカスグリの果実よ
り、搾汁したもの、又は水で抽出
して得られたものである。主色素
は 、 ペ ラ ル ゴ ニ ジ ン ガ ラ ク ト シ
ド、ペチュニジンガラクトシド等
である。赤色～青色を呈する。 

着色料 

レンネツトカゼイン  カゼイン 
乳たん白 

 増粘安定剤 

ローガンベリー色素  アントシアニン 
アントシアニン色 
素、果実色素 
ベリー色素 

バ ラ 科 ロ ー ガ ン ベ リ ー の 果 実 よ
り、搾汁したもの、又は水で抽出
して得られたものである。主色素
はシアニジングリコシドである。
赤色～青色を呈する。 

着色料 
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別添 アレルゲンを含む食品に関する表示  
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第１ アレルゲンを含む食品に関する表示の基準 

１ 表示の概要 

(１) 食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重 

篤度から勘案して表示する必要性の高い食品（以下「特定原材料」という。）を食品表示

基準別表第 14 に掲げ、これらを含む加工食品については、食品表示基準に定めるところ

により当該特定原材料を含む旨を表示しなければならない。 

(２) 特定原材料に由来する添加物については、「食品添加物」の文字及び当該特定原材料に

由来する旨を表示しなければならない。 

(３) 特定原材料に由来する添加物を含む食品については、食品表示基準の定めるところに 

より、当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する

旨を表示しなければならない。 

(４) 食品表示基準に定めるアレルゲンを含む食品に関する表示の基準は、消費者に直接販 

売されない食品の原材料も含め、食品流通の全ての段階において、表示が義務付けられ

るものである。 

２ 表示の対象 

(１) 特定原材料 

食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重

篤度から勘案して表示する必要性の高いものを食品表示基準において特定原材料として

定め、次の７品目の表示を義務付けている。 

えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生（ピーナッツ） 
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(２) 特定原材料に準ずるもの 

食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数や重篤な

症状を呈する者の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないものを

特定原材料に準ずるものとして、次の 21 品目を原材料として含む加工食品については、

当該食品を原材料として含む旨を可能な限り表示するよう努めることとする。 

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、

牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、や

まいも、りんご、ゼラチン 

(３) 特定原材料等の範囲 

特定原材料及び特定原材料に準ずるもの（以下「特定原材料等」という。）の範囲は、

原則として、別表１のとおり、日本標準商品分類の番号で指定されている範囲のものを

指す。 

３ 表示の方法 

(１) 特定原材料等の表示方法 

特定原材料等の表示は、次のいずれかにより表示すること。 

① 特定原材料等を原材料として含んでいる場合は、原則、原材料名の直後に括弧を付

して特定原材料等を含む旨を表示すること。なお、この含む旨の表示は、「（○○を含

む）」（「○○」には特定原材料等名を表示。以下同じ。）と表示することとし、特定原

材料のうち「乳」については、「乳成分を含む」と表示すること。 

② 特定原材料等に由来する添加物を含む食品の場合は、原則、当該添加物の物質名と、

その直後に括弧を付して特定原材料等に由来する旨を表示すること。なお、この由来

する旨の表示は、「（○○由来）」と表示することとし、特定原材料のうち「乳」につい

ては、「乳成分由来」ではなく、「乳由来」と表示すること。 

ただし、食品表示基準別表第７の一括名により表示する場合は、一括名の直後に括

弧を付して特定原材料等に由来する旨を表示すること。 

また、食品表示基準別表第６の用途名を併記する場合は、次により表示すること。 

ア 「用途名（物質名：○○由来）」又は「用途名（物質名（○○由来））」と表示す

ること。なお、見やすさの観点からは、二重括弧を使用するよりも、「：」を使用

する方がより望ましい。 

イ ２つ以上の特定原材料等から構成される添加物については、「用途名（物質名：

○○・○○由来）」と表示すること。 

なお、特定原材料等由来の添加物についての表示例は、別表２のとおり。 

(２) 特定原材料等の省略 

① 繰り返しになるアレルゲンの省略 

表示をする最終食品に対し、２種類以上の原材料又は添加物を使用しているものであ

って、原材料又は添加物に同一の特定原材料等が含まれているものにあっては、そのう

ちのいずれかに特定原材料等を含む旨又は由来する旨を表示すれば、それ以外の原材料

又は添加物については、特定原材料等を含む旨又は由来する旨を省略することができる。 

ただし、その一方で、抗原性が認められないとまではいえないが、一般的にアレルゲ

ンが含まれていても摂取可能といわれている食品がある。例えば、醤油の原材料に使用

される小麦は、醤油を作る過程で小麦のタンパク質が分解されるため抗原性が低いとい

われているが、現時点においては明確な科学的知見がないため特定原材料等の表示が必

要である。このような食品について、今後、国として調査研究を行い、科学的知見が得

られた場合には、その食品が原材料として含まれる食品には、例えば、繰り返しになる

アレルゲンの省略を不可とするなど、食物アレルギー患者の選択の判断に寄与する見直

しを行うこととする。 
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② 代替表記等 

特定原材料等と具体的な表示方法が異なるが、特定原材料等の表示と同一のものであ

ると認められるものとして別表３に掲げる表示を行う場合にあっては、当該表示をもっ

て特定原材料等の表示に代えることができる（以下「代替表記」という。）。例えば、

「玉子」や「たまご」の表示をもって、「卵を含む」の表示を省略することができる。 

また、原材料名又は添加物名に特定原材料等又は代替表記を含む場合は、特定原材料

等を使った食品であることが理解できるものとして別表３に掲げる表示を行えば、当該

表示をもって特定原材料等の表示に代えることができる（以下「拡大表記」という。）。 

なお、この拡大表記については、別表３に掲げる表示は表記例である。 

(３) その他の表示方法 

特定原材料等を表示するに当たっては、原則、個々の原材料又は添加物の表示の直後

に特定原材料等を含む旨又は由来する旨を表示することとしたが、個別表示によりがた

い場合や個別表示がなじまない場合などは、一括表示も可能とする。 

一括表示をする場合は、特定原材料等そのものが原材料として表示されている場合や、

代替表記等で表示されているものも含め、当該食品に含まれる全ての特定原材料等につ

いて、原材料欄の最後（原材料と添加物を事項欄を設けて区分している場合は、それぞ

れ原材料欄の最後と添加物欄の最後）に「（一部に○○・○○・…を含む）」と表示する

こと。 

なお、個別表示と一括表示を組み合わせて使用することはできない。 

(４) 表示が免除される場合 

① 特定原材料を原材料として含む食品であっても、抗原性が認められないものにあっ

ては、表示義務が免除される。ここでいう「抗原性が認められない」とは、アレルギー

誘発性が認められないことであり、具体的には、精製が完全な乳清等が挙げられるが、

その他の食品についても、今後とも、知見を積み重ねていくものである。 

② 特定原材料に由来する添加物であっても、抗原性試験等により抗原性が認められな

いと判断できる場合には、表示義務が免除される。ここでいう抗原性試験とは、食品添

加物の審査に用いられている「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針」（平

成８年３月 22 日衛化第 29 号厚生省生活衛生局長通知）に基づくものである。 

③ 特定原材料に由来する香料に関しては、実際に食物アレルギーを引き起こしたとい

う知見が乏しいため、現時点では特定原材料を含む旨の表示を義務付けてはいない。し

かしながら香気成分以外に特定原材料を原材料として製造された副剤を使用している場

合等は、当該副剤については表示する必要がある。 

④ 特定原材料を原材料とするアルコール類については、その反応が特定原材料の抗原

性によるものかアルコールの作用によるものかを判断することは極めて困難であり、現

時点では特定原材料を含む旨の表示を義務付けてはいない 

(５) コンタミネーション 

原材料として特定原材料等を使用していない食品を製造等する場合であっても、製造工

程の問題等によりコンタミネーションが発生することが指摘されている。これが原因と

なりアレルギー疾患を有する者に健康危害が発生するおそれが懸念されている現状を踏

まえ、他の製品の原材料中の特定原材料等が製造ライン上で混入しないよう当該製造ラ

インを十分に洗浄する、特定原材料等を含まない食品から順に製造する、又は可能な限

り専用器具を使用するなど、製造者等がコンタミネーションを防止するための対策の実

施を徹底すべきである。 

また、これらのコンタミネーション防止対策の徹底を図ってもなおコンタミネーション

の可能性が排除できない場合については、アレルギー疾患を有する者に対する注意喚起

表記を推奨するものである。 
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(６) その他留意事項 

① 食物アレルギーは、ごく微量のアレルゲンによって引き起こされることがあるため、

特定原材料を含む食品にあっては、原材料としての使用の意図にかかわらず、原則、

当該特定原材料を含む旨を表示する必要がある。 

② 特定原材料等に関して「入っているかもしれない」等の可能性表示は認められない

こと。一括表示の外であっても、同様である。 

③ 「穀類（小麦、大豆）」又は「小麦、大豆」を単に「穀類」とのみ表示するように、

大分類で表示することは認められない。ただし、網で無分別に捕獲したものをそのま

ま原材料とし用いるため、どの種類の魚介類が入っているか把握できないという製造

工程上の理由から、「たんぱく加水分解物（魚介類）」、「魚醤（魚介類）」、「魚醤パウダ

ー（魚介類）」、「魚肉すり身（魚介類）」、「魚油（魚介類）」、「魚介エキス（魚介類）」

の６つに限り、例外的に認めることとする。 

④ 加工助剤及びキャリーオーバーなど、添加物の表示が免除されているものであって

も、特定原材料については、表示する必要がある。特定原材料に準ずるものについて

も、可能な限り表示に努めること。 

⑤ 特定原材料等のうち、高価なもの（あわび、まつたけ等）が含まれる加工食品につ

いては、特定原材料等がごく微量しか含有されていないにもかかわらず、あたかも多

く含まれるかのような表示が行われると消費者に誤認を生じさせるおそれがあること

から、表示に当たっては、例えば「あわびエキス含有」など、含有量、形態等に着目

した表示を行うこと。 

⑥ 特定原材料に準ずるものについては、表示が義務付けられておらず、その表示を欠

く場合、アレルギー疾患を有する者は当該食品が「特定原材料に準ずるものを使用し

ていない」又は「特定原材料に準ずるものを使用しているが、表示がされていない」

のいずれであるかを正確に判断することが困難となっている。このため、アレルゲン

を含む食品の表示の対象が「特定原材料７品目」又は「特定原材料に準ずる 21 品目を

含む 28 品目」のいずれであるかを一括表示の外へ表示するよう努めること。特に「特

定原材料７品目」のみを表示対象としている場合は、ウェブサイト等の活用及び電話

等による消費者からの問合せへの対応等、情報提供の充実を図られたい。 

⑦ 原材料表示のうち、特定原材料等に係る表示の視認性を高め、アレルギー疾患を有

する者が適切に判断できるようにする方策として、優良誤認表示に当たらないよう配

慮しつつ、製造者等がそれらの表示の文字の色や大きさ等を変えたり、一括表示の外

に別途強調表示する等の任意的な取組を推奨する。 

⑧ 容器包装に入れないで販売する場合や外食産業に係る事業者によって販売される食

品は、特定原材料の表示義務を課すものではないが、品書き、メニュー等を通じ、ア

レルギー疾患を有する者に対する情報提供を充実させるため、正しい知識・理解に基

づく、事業者の規模・業態等に応じた、アレルゲン情報の自主的な情報提供の促進を

進めることが望ましい。 

⑨ 特定原材料等の品目については、継続的に実態調査・科学的研究を行っており、新

たな知見や報告により、再検討していく予定である。 

第２ 食品関連事業者等が留意すべき事項  

１ 製造記録等の保管に関する留意事項 

(１) 特定原材料を原材料として含むか否かの検証は、書面により行うこととなるので、製

造記録等を適切に保管する必要がある。 
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(２) 特定原材料については、加工助剤及びキャリーオーバーについても最終製品まで表示

する必要があることから、製品に微量に含まれる特定原材料についても確認し、記録を

保管する必要がある。 

２ アレルゲンに関する情報提供について留意すべき事項 

特定原材料等についてのみでなく、特定原材料等以外の原材料についても、以下に掲げる例

により、電話等による問合せへの対応やウェブページ等による情報提供を行うことが望ま

しい。 

(１) 各食品に原材料の内容を出来る限り詳細に表示し、特定原材料については、特に別枠

を設けるなどして、消費者に対し、次に掲げるような注意喚起を行うこと。 

① 食品名欄には個別の分かりやすい表示を行い、販売している多くの類似商品のうち具

体的にどの商品に関する原材料表示であるかが容易に判別できるようにすること。 

② 表示可能面積の制約等により、繰り返しになるアレルゲンの省略規定を採用している

場合は、別途の情報提供において、正確に全ての特定原材料の情報提供をすること。 

③ 特定原材料等について、これが微量でも含まれる可能性のあるものも含めて可能な限

り把握し、情報提供すること。 

④ 情報提供をウェブサイト等において行う場合は、各ページの分かりやすい部分に、表

示内容についての問合せに対応できる部署又は担当者の名前、住所、電話番号、Ｅメー

ルアドレス等を記載すること。 

⑤ 企業秘密に該当する場合であっても、特定原材料を含む旨は表示する必要があること。

しかしながら、他の原材料の詳細について情報提供ができない場合は、表示を行ってい

るほかにも原材料を用いている旨を記載し、アレルギーに関する問合せ先等を記載する

ことにより、個別に情報提供に応じること。 

(２) その他、消費者等から特定原材料等及びその他の製品に使用した原材料について問合

せがあった際は、速やかに回答できるよう体制を整えるよう努めること。 

第３ アレルゲンを含む食品の検査に関する事項 

アレルゲンを含む食品の検査方法については、別添の「アレルゲンを含む食品の検査方法」

に基づき実施すること。 

なお、アレルゲンを含む食品の検査方法については、その検査技術の進歩に対応し、順次

見直しを行っていくこととしているので、御留意願いたい。 
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別表１                                   ［原－7］ 

特定原材料等の範囲 

特定原材

料等 

分類番

号(１) 

分類番号

(２) 
大分類 中分類 小分類 

えび 

71 3311 えび類 くるまえび類 くるまえび 

71 3312 〃 〃 ふとみぞえび 

71 3313 〃 〃 くまえび 

71 3314 〃 〃 たいしょうえび 

71 3319 〃 〃 その他のくるまえび類 

71 3321 〃 しばえび類 よしえび 

71 3322 〃 〃 しばえび 

71 3323 〃 〃 あかえび 

71 3324 〃 〃 とらえび 

71 3329 〃 〃 その他のしばえび類 

71 3331 〃 さくらえび類 さくらえび 

71 3339 〃 〃 その他のさくらえび類 

71 3341 〃 てながえび類 てながえび 

71 3342 〃 〃 すじえび 

71 3349 〃 〃 その他のてながえび類 

71 3351 〃 小えび類 ほっかいえび 

71 3352 〃 〃 てっぽうえび 

71 3353 〃 〃 ほっこくあかえび 

71 3359 〃 〃 その他の小えび類 

71 339 〃 その他のえび類  

71 3411 〃 いせえび類 いせえび 

71 3412 〃 〃 はこえび 

71 3419 〃 〃 その他のいせえび類 

71 342 〃 うちわえび類  

71 343 〃 ざりがに類  

かに 

71 3511 かに類 いばらがに類 たらばがに 

71 3512 〃 〃 はなさきがに 

71 3513 〃 〃 あぶらがに 

71 3521 〃 くもがに類 ずわいがに 

71 3522 〃 〃 たかあしがに 

71 3531 〃 わたりがに類 がざみ 

71 3532 〃 〃 いしがに 

71 3533 〃 〃 ひらつめがに 

71 3539 〃 〃 その他のわたりがに類 

71 3541 〃 くりがに類 おおくりがに(けがに) 

71 3542 〃 〃 くりがに 

71 359 〃 その他のかに類  

 

 

 

 

 

 

 

 

卵 

 

 

 

 

70 31 食用鳥卵 鶏卵  

70 32 〃 あひるの卵  

70 33 〃 うずらの卵  

70 39 〃 その他の食用鳥卵  

73 3111 鶏卵の加工製品 液鶏卵 全液鶏卵 

73 3112 〃 〃 卵白液鶏卵 

73 3113 〃 〃 卵黄液鶏卵 

73 3121 〃 粉末鶏卵 全粉鶏卵 

73 3122 〃 〃 卵白粉鶏卵 

73 3124 〃 〃 卵黄粉鶏卵 

73 313 〃 鶏卵加工冷凍食品  

73 319 〃 その他の鶏卵加工製品  
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(卵) 

 

 

73 391 その他の加工卵製品 あひるの卵の加工製品  

73 392 〃 うずらの卵の加工製品  

73 399 〃 他に分類されない加工卵製品  

小麦 

69 2311 小麦 国内産小麦 普通小麦 

69 2312 〃 〃 強力小麦 

69 2321 〃 外国産小麦 普通小麦 

69 2322 〃 〃 準強力小麦 

69 2323 〃 〃 強力小麦 

69 2324 〃 〃 デュラム小麦 

69 521 小麦粉 強力小麦粉  

69 522 〃 準強力小麦粉  

69 523 〃 薄力小麦粉  

69 524 〃 普通小麦粉  

69 525 〃 デュラムセモリナ  

69 5291 〃 その他の小麦粉 特殊小麦粉 

69 5299 〃 〃 他に分類されない小麦粉 

そば 69 532 そば粉   

落花生 69 4811 落花生 大粒落花生 大粒落花生さやみ 

69 4812 〃 〃 大粒落花生むきみ 

69 4821 〃 小粒落花生 小粒落花生さやみ 

69 4822 〃 〃 小粒落花生むきみ 

69 489 〃 その他の落花生  

アーモン

ド 

69 8593 穀果類 その他の穀果類 アーモンド 

あわび 71 271 あわび類 あわび  

いか 

71 311 いか類 ほたるいか類  

71 312 〃 するめいか類  

71 3131 〃 やりいか類 やりいか 

71 3132 〃 〃 けんさきいか 

71 3133 〃 〃 あおりいか 

71 3139 〃 〃 その他のやりいか類 

71 3141 〃 こういか類 はりいか 

71 3142  〃 〃 しりやけいか（まいか） 

71 3143 〃 〃 もんごういか 

71 3149 〃 〃 その他のこういか類 

71 3191 〃 その他のいか類 みみいか 

71 3192 〃 〃 ひめいか 

71 3193 〃 〃 つめいか 

71 3199 〃 〃 他に分類されないいか類 

いくら 
74 1496 塩蔵魚介類 その他の塩蔵魚介類 すじこ 

74 1497 〃 〃 いくら 

オレンジ 69 8125 かんきつ類 中晩かん ネーブルオレンジ 

69 8126 〃 〃 バレンシアオレンジ 

カシュー

ナッツ 

69 8594 穀果類 その他の穀果類 カシューナッツ 

キウイフ

ルーツ 

69 866 熱帯性及び亜熱帯性果実（別

掲を除く。） 

キウイフルーツ  

牛肉 

70 111 牛肉 成牛肉  

70 112 〃 子牛肉  

70 113 〃 牛のくず肉  

くるみ 69 8591 殻果類 その他の殻果類 くるみ 

ごま 
03 22 油脂用種実、油脂用堅実及び

油脂用種核 

ごま  
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さけ 
サケ科の

サケ属、

サルモ属 

に属する

もので、

陸封性を 

除く。 

71 121 さく河性さけ・ます類 しろざけ  

71 122 〃 べにざけ  

71 123 〃 ぎんざけ  

71 124 〃 ますのすけ  

71 125 〃 さくらます  

71 126 〃 からふとます  

71 129 〃 その他のさく河性さけ・ます類  

さば 
71 1441 かつお・まぐろ・さば類 さば類 まさば 

71 1442 〃 〃 ごまさば 

大豆 

69 4111 大豆 国内産普通大豆 大粒大豆 

69 4112 〃 〃 中粒大豆 

69 4113 〃 〃 小粒大豆 

69 4114 〃 〃 極小粒大豆 

69 4119 〃 〃 その他の国内産普通大豆 

69 4121 〃 外国産普通大豆 大粒大豆 

69 4122 〃 〃 中粒大豆 

69 4123 〃 〃 小粒大豆 

69 4124 〃 〃 極小粒大豆 

69 4129 〃 〃 その他の外国産普通大豆 

69 7316 果菜類 えだまめ  

69 72351 葉茎菜類 もやし 大豆もやし 

70 1711 家きん肉 鶏肉 成鶏肉 

70 1712 〃 〃 ブロイラー 

バナナ 
69 

 
862 

熱帯性及び亜熱帯性果実（別

掲を除く。） 
  

豚肉 
70 121 豚肉及びいのしし肉 豚肉  

70 123 〃 豚のくず肉  

まつたけ 69 762 きのこ類 まつたけ  

もも 

69 8311 核果類 もも 砂子早生 

69 8312 〃 〃 倉方早生 

69 8313 〃 〃 大久保 

69 8314 〃 〃 白鳳 

69 8315 〃 〃 白桃 

69 8316 〃 〃 缶桃種 

69 8319 〃 〃 その他のもも 

やまいも 

69 71111 根菜類 やまのいも ながいも 

69 71112 〃 〃 やまといも 

69 71119 〃 〃 その他のやまのいも 

 

 

 

 

 

りんご 

 

 

 

 

69 82101 仁果類（かんきつ類を除く。） りんご 祝 

69 82102 〃 〃 つがる 

69 82103 〃 〃 王林 

69 82104 〃 〃 ゴールデンデリシャス 

69 82105 〃 〃 スターキングデリシャス 

69 82106 〃 〃 デリシャス 

69 82107 〃 〃 紅玉 

69 82108 〃 〃 国光 
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(りんご) 

 
69 82111 〃 〃 ジョナゴールド 

69 82112 〃 〃 ふじ 

69 82113 〃 〃 陸奥 

69 82114 〃 〃 世界一 

69 82199 〃 〃 その他のりんご 

※分類番号が無いものの分類 

乳 

分類は食

品衛生法

乳等省令

に準じる

牛乳及び

チーズを

含む 

 

 

  乳 生乳  

  〃 牛乳  

  〃 特別牛乳  

  〃 成分調整牛乳  

  〃 低脂肪牛乳  

  〃 無脂肪牛乳  

  〃 加工乳  

  乳製品 クリーム  

  〃 バター  

  〃 バターオイル  

  〃 チーズ ナチュラルチーズ 

  〃 〃 プロセスチーズ 

  〃 濃縮ホエイ  

  〃 アイスクリーム類 アイスクリーム 

  〃 〃 アイスミルク 

  〃 〃 ラクトアイス 

  〃 濃縮乳  

  〃 脱脂濃縮乳  

  〃 無糖練乳  

  〃 無糖脱脂練乳  

  〃 加糖練乳  

  〃 加糖脱脂練乳  

  〃 全粉乳  

  〃 脱脂粉乳  

  〃 クリームパウダー  

  〃 ホエイパウダー  

  〃 たん白質濃縮ホエイパウダー  

  〃 バターミルクパウダー  

  〃 加糖粉乳  

  〃 調製粉乳  

  〃 調製液状乳  

  〃 発酵乳  

  〃 乳酸菌飲料  

   乳飲料  

  
乳又は乳製品を主原料とする

食品 
  

ゼラチン      
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別表２                                   ［原－11］ 

特定原材料等由来の添加物についての表示例 
１ 特定原材料 

特定原

材料の

名称 

区 分 添加物名 特定原材料の表示 備 考 

えび 

かに 

既存添加物 キチン キチン(かに由来) ただし、えびを原料とする場

合は(えび由来) キトサン キトサン(かに由来) 

グルコサミン グルコサミン(かに由来) 

小麦 指定添加物 アセチル化アジピン酸架橋

デンプン 

アセチル化アジピン酸架橋デンプン 

(小麦由来) 

ただし、原材料が小麦の場合 

いずれも「加工デンプン(小

麦由来)」も可 
アセチル化酸化デンプン アセチル化酸化デンプン(小麦由来) 

アセチル化リン酸架橋デン

プン 

アセチル化リン酸架橋デンプン(小

麦由来) 

オクテニルコハク酸デンプ

ンナトリウム 

オクテニルコハク酸デンプンナトリ

ウム(小麦由来) 

オクテニルコハク酸デンプンＮａ

(小麦由来) 

酢酸デンプン 酢酸デンプン(小麦由来) 

酸化デンプン 酸化デンプン(小麦由来) 

デンプングリコール酸ナト

リウム 

デンプングリコール酸ナトリウム

(小麦由来)  

デンプングリコール酸 Na(小麦由

来) 

ヒドロキシプロピル化リン

酸架橋デンプン 

ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デ

ンプン(小麦由来) 

ヒドロキシプロピルデンプ

ン 

ヒドロキシプロピルデンプン(小麦

由来) 

リン酸架橋デンプン リン酸架橋デンプン(小麦由来) 

リン酸化デンプン リン酸化デンプン(小麦由来) 

リン酸モノエステル化リン

酸架橋デンプン 

リン酸モノエステル化リン酸架橋デ

ンプン(小麦由来) 

既存添加物 β－アミラーゼ 酵素(小麦由来) 失活している場合は物質名が

表示されないため、「一部に

小麦を含む」と表示 
カルボキシペプチダーゼ 酵素(小麦由来) 

スフィンゴ脂質 スフィンゴ脂質(小麦由来) ただし、原材料が小麦の場合 

一般飲食物

添加物 

グルテン グルテン(小麦由来)  

コムギ抽出物 コムギ抽出物 名称に「小麦」があるため、

特定原材料等の表示は不要 

そば 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存添加物 ソバ柄灰抽出物 植物灰抽出物 燃焼するのでアレルゲンは含

まないと考えられる。 

クエルセチン クエルセチン(そば由来) 

ケルセチン(そば由来) 

ルチン分解物(そば由来) 

ただし、原材料がそばの場

合。 (現在はエンジュを基原

としたもののみが流通) 

酵素処理イソクエルシトリ

ン 

酵素処理イソクエルシトリン(そば

由来) 

糖転移イソクエルシトリン(そば由

来) 

酵素処理ルチン(そば由来) 

酵素処理ルチン(抽出物) 酵素処理ルチン(抽出物)(そば由来) 

糖転移ルチン(抽出物)(そば由来) 

酵素処理ルチン(そば由来)  

糖転移ルチン(そば由来) 

ルチン(抽出物)(ソバ全草抽

出物) 

ルチン(抽出物)(そば由来) 

ソバ全草抽出物 

フラボノイド(そば由来)  

ルチン(そば由来) 

名称に「そば」があるため、

特定原材料等の表示は不要 
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卵 既存添加物 

  

  

  

酵素処理レシチン 酵素処理レシチン(卵由来)  

レシチン(卵由来)  

乳化剤(卵由来) 

 

酵素分解レシチン 酵素分解レシチン(卵由来)  

レシチン(卵由来)  

乳化剤(卵由来) 

 

焼成カルシウム(卵殻焼成

カルシウム) 

卵殻焼成カルシウム 焼成しており、アレルゲン

は含まないと考えられる。 

分別レシチン 分別レシチン(卵由来)  

レシチン(卵由来) 

レシチン分別物(卵由来)  

乳化剤(卵由来) 

 

未焼成カルシウム(卵殻未

焼成カルシウム) 

卵殻未焼成カルシウム 

卵殻Ｃａ 

卵殻カルシウム 

名称に「卵」があるため、

特定原材料等の表示は不要 

未焼成カルシウム(卵由来)  

未焼成Ｃａ(卵由来) 

 

卵黄レシチン レシチン(卵由来)  

卵黄レシチン(卵由来) 

乳化剤(卵由来) 

 

リゾチーム リゾチーム(卵由来)  

卵白リゾチーム(卵由来) 

酵素(卵由来) 

 

乳 及 び

乳製品 

 

 

 

 

指定添加物 カゼインナトリウム カゼインＮａ(乳由来) 

カゼインナトリウム(乳由来) 

 

既存添加物 

 

 

焼成カルシウム(乳清焼成

カルシウム) 

乳清焼成カルシウム 焼成しており、アレルゲン

は含まないと考えられる。 

ラクトパーオキシダーゼ 酵素(乳由来) 失活している場合は物質名

が表示されないため、「一部

に乳成分を含む」と表示 

ラクトフェリン濃縮物 ラクトフェリン(乳由来)  

一般飲食物

添加物 

カゼイン カゼイン(乳由来)  

落花生 ― ― ― ― 

 

２ 特定原材料に準ずるもの 

特定原材

料に準ず

るものの

名称 

区 分 添加物名 特定原材料に準ずるものの表示 備 考 

アーモン

ド 

― ― ― ― 

あわび ― ― ― ― 

いか 既存添加物 タウリン(抽出物) 調味料(アミノ酸：いか由来)   

一般飲食物

添加物 

イカスミ色素 イカスミ色素 

イカ墨 

名称に「イカ」があるの

で、特定原材料等の表示不

要 

いくら ― ― ― ― 

オレンジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定添加物 メチルヘスペリジン メチルヘスペリジン(オレンジ由

来) 

溶性ビタミン P(オレンジ由来)  

ヘスペリジン(オレンジ由来)  

ビタミン P(オレンジ由来) 

V.P(オレンジ由来) 

ただし、オレンジ以外の柑

橘を基原としたものは特定

原材料等の表示不要 

既存添加物 酵素処理ヘスペリジン 糖転移ヘスペリジン(オレンジ由

来) 

ヘスペリジン(オレンジ由来) 

ただし、オレンジ以外の柑

橘を基原としたものは特定

原材料等の表示不要 
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( オ レ ン

ジ) 

ヘスペリジン ヘスペリジン(オレンジ由来)  

ビタミン P(オレンジ由来) 

ペクチン ペクチン(オレンジ由来) 

ペクチン分解物 ペクチン分解物(オレンジ由来) 

一般飲食物

添加物 

オレンジ果汁 オレンジ果汁 

オレンジジュース 

名称に「オレンジ」がある

ので、特定原材料等の表示

不要 

カシュー

ナッツ 

― ― ― ― 

キウイフ

ルーツ 

既存添加物 アクチニジン 酵素(キウイ由来) 失活している場合は物質名

が表示されないため、「一部

にキウイを含む」等と表示 

牛肉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定添加物 L-アスコルビン酸ステアリ

ン酸エステル 

特定原材料等の表示不要 ステアリン酸、パルミチン

酸は蒸留・精製されている

ため、アレルゲンの存在は

ないと考えられる。 
L-アスコルビン酸パルミチ

ン酸エステル 

特定原材料等の表示不要 

ビタミン A 脂肪酸エステル 

  

特定原材料等の表示不要 脂肪酸(ステアリン酸、パル

ミチン酸)は蒸留・精製され

ているため、アレルゲンの

存在はないと考えられる。 

ビタミン A 脂肪酸エステル

は酢酸エステル又はパルミ

チン酸エステルが主体 

グリセリン 大豆の項参照 大豆の項参照 

グリセリン脂肪酸エステル 

プロピレングリコール脂肪

酸エステル 

ショ糖脂肪酸エステル 特定原材料等の表示不要 ステアリン酸、パルミチン

酸は蒸留・精製されている

ため、アレルゲンの存在は

ないと考えられる。 

ステアロイル乳酸カルシウ

ム 

  

特定原材料等の表示不要 ステアリン酸は上記のとお

り 

乳酸は特定原材料を使用し

ない。カルシウムは水酸化

カルシウム又は酸化カルシ

ウムを使用 

ソルビタン脂肪酸エステル 特定原材料等の表示不要 ステアリン酸、パルミチン

酸は蒸留・精製されている

ため、アレルゲンの存在は

ないと考えられる。 

既存添加物 高級脂肪酸 特定原材料等の表示不要 蒸留、精製されるので、ア

レルゲンは含まないと考え

られる。 

胆汁末 

  

胆汁末(牛由来) 

コール酸(牛由来) 

デソキシコール酸(牛由来)  

乳化剤(牛由来) 

ただし、豚の場合は(豚由

来)と記載 

真皮層を含まない内臓由来

のものは特定原材料等の表

示不要 

フェリチン フェリチン(牛由来)  

鉄たん白(牛由来) 

鉄たん白質(牛由来) 

真皮層を含まない内臓由来

のものは特定原材料等の表

示不要 

ヘム鉄 ヘム鉄(牛由来)  

リパーゼ 酵素(牛由来) 失活している場合は物質名

が表示されないため、「一部

に牛肉を含む」と表示 

ただし真皮層を含まない内

臓由来のものは特定原材料

等の表示不要 

レンネット 酵素(牛由来) 
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(牛肉) 

 

一般飲食物 

添加物 

コラーゲン コラーゲン(牛由来)  

くるみ ― ― ― ― 

ごま 既存添加物 

 

ゴマ油不けん化物 ゴマ油不けん化物(ごま由来)  

ゴマ油抽出物(ごま由来) 

 

ゴマ柄灰抽出物 特定原材料等表示不要 燃焼するのでアレルゲンは

含まないと考えられる。 

ｄ-α－トコフェロール ビタミンＥ 

抽出ビタミンＥ 

分子蒸留したものはアレル

ゲンが除去されていると考

えられるので特定原材料等

の表示不要 

ただし、大豆油等で希釈し

たものは添加物表示に(大豆

由来) 等の表示が必要 

ｄ-γ－トコフェロール ｄ-α－トコフェロールに同じ 

ｄ-δ－トコフェロール ｄ-α－トコフェロールに同じ 

ミックストコフェロール 分子蒸留したままのもの：特定原

材料等の表示不要 

さけ 既存添加物 しらこたん白抽出物 しらこたん白(さけ由来)  

プロタミン(さけ由来) 

ただし、原料がさけの場合

のみ 

さば ― ― ― ― 

大豆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定添加物 グリセリン 特定原材料等の表示不要 蒸留、精製されるので、ア

レルゲンは含まないと考え

られる。 

グリセリン脂肪酸エステル 蒸留物：特定原材料等の表示不要 

未蒸留物：グリセリン脂肪酸エス

テル(大豆由来)  

グリセリンエステル(大豆由来)  

乳化剤(大豆由来) 

蒸留物はアレルゲンは含ま

ないと考えられる。 

プロピレングリコール脂肪

酸エステル 

特定原材料等の表示不要 反応に用いる「脂肪酸」は

蒸留・精製されているの

で、アレルゲンは含まない

と考えられる。 
ステアロイル乳酸カルシウ

ム 

特定原材料等の表示不要 

ソルビタン脂肪酸エステル 特定原材料等の表示不要 

既存添加物 

  

 

 

β－アミラーゼ 酵素(大豆由来) 失活している場合は物質名

が表示されないため、「一部

に大豆を含む」と表示 

高級脂肪酸 牛肉の項参照 牛肉の項参照 

酵素処理レシチン 酵素処理レシチン(大豆由来)  

レシチン(大豆由来)  

乳化剤(大豆由来) 

 

酵素分解レシチン レシチン(大豆由来)  

乳化剤(大豆由来) 

 

植物性ステロール 植物性ステロール (大豆由来)  

ステロール(大豆由来) 

乳化剤(大豆由来) 

 

植物レシチン 植物レシチン(大豆由来)  

レシチン(大豆由来)  

乳化剤(大豆由来) 

 

ダイズサポニン サポニン(大豆由来)  

ダイズサポニン 
名称に「ダイズ」があるの

で、特定原材料等の表示不

要 

ｄ-α－トコフェロール ビタミンＥ 

抽出ビタミンＥ 

分子蒸留したものはアレル

ゲンが除去されていると考

えられるので特定原材料等

の表示不要 

ただし、大豆油等で希釈し

たものは添加物表示に(大豆

由来) 等の表示が必要 

ｄ-γ－トコフェロール ｄ-α－トコフェロールに同じ 

ｄ-δ－トコフェロール ｄ-α－トコフェロールに同じ 

ばい煎ダイズ抽出物 焙煎ダイズ抽出物 名称に「ダイズ」があるの

で、特定原材料等の表示不

要 
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(大豆) 

 

 

 

パーオキシダーゼ 酵素(大豆由来) 失活している場合は物質名

が表示されないため、「一部

に大豆を含む」と表示 

分別レシチン 分別レシチン(大豆由来) 
レシチン分別物 (大豆由来) 
レシチン (大豆由来) 
乳化剤 (大豆由来) 

 

ホスホリパーゼ 酵素(大豆由来) 失活している場合は物質名

が表示されないため、「一部

に大豆を含む」と表示 

ミックストコフェロール 分子蒸留したままのもの：特定原

材料等の表示不要 

分子蒸留したものはアレル

ゲンが除去されていると考

えられるので特定原材料等

の表示不要 

ただし、大豆油等で希釈し

たものは添加物表示に(大豆

由来) 等の表示が必要 

リポキシゲナーゼ 酵素(大豆由来) 失活している場合は物質名

が表示されないため、「一部

に大豆を含む」と表示 

一般飲食物

添加物 

ダイズ多糖類 ダイズ多糖類 

ダイズヘミセルロース 

名称に｢ダイズ｣があるの

で、特定原材料等の表示不

要 

鶏肉 既存添加物 ヒアルロン酸 ムコ多糖(鶏由来)  

バナナ ― ― ― ― 

豚肉 

 

 

 

) 

 

 

指定添加物 グリセリン 牛肉の項参照 牛肉の項参照 

グリセリン脂肪酸エステル 

プロピレングリコール脂肪

酸エステル 

既存添加物 カタラーゼ 酵素(豚由来) 失活している場合は物質名

が表示されないため、「一部

に豚肉を含む」と表示 

ただし真皮層を含まない内

臓由来のものは特定原材料

等の表示不要 

高級脂肪酸 牛肉の項参照 牛肉の項参照 

パンクレアチン 酵素(豚由来) 失活している場合は物質名

が表示されないため、「一部

に豚肉を含む」と表示 

ただし真皮層を含まない内

臓由来のものは特定原材料

等の表示不要 

ヘム鉄 ヘム鉄(豚由来) 牛の場合は(牛由来)と表示 

ホスホリパーゼ 酵素(豚由来) 失活している場合は物質名

が表示されないため、「一部

に豚肉を含む」と表示 

ただし真皮層を含まない内

臓由来のものは特定原材料

等の表示不要 

一般飲食物

添加物 

コラーゲン コラーゲン(豚由来)  

まつたけ ― ― ― ― 

もも ― ― ― ― 

やまいも ― ― ― ― 

りんご 既存添加物 酵素分解リンゴ抽出物 リンゴ抽出物 

リンゴエキス 

名称に「リンゴ」があるの

で、特定原材料等の表示不

要 

ペクチン ペクチン(リンゴ由来) ただし、原料がりんごの場

合のみ ペクチン分解物 ペクチン分解物(リンゴ由来) 
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(注) 

１．上記リストは代表的な添加物の表示事例としてまとめたものです。 

２．加工助剤、キャリーオーバーに該当する場合で添加物名を省略する場合であっても特定原材料等の表示は必要

であるため、一括表示等を行う。 

３．用途名併記の場合の特定原材料等の表記は、物質名と特定原材料等の間を「：」で区切る。 

例)増粘剤（ペクチン：リンゴ由来） 

  ４．一括名併記の調味料の場合も、（ ）内での特定原材料は「：」で区切る。例)調味料（アミノ酸：いか由来） 

５．その他の特定原材料等を起源とした添加物に関しては、上記リストに準じて表記することにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表３                                   ［原－17］ 

特定原材料等の代替表記等方法リスト 

１ 特定原材料 

特定原材料（食品表示基

準で定められた品目） 

代替表記 拡大表記（表記例） 

表記方法や言葉が違うが、特定原材料と

同一であるということが理解できる表記 

特定原材料名又は代替表記を含んでいるため、これ

らを用いた食品であると理解できる表記例 

えび 海老 

エビ 

えび天ぷら 

サクラエビ 

 

かに 蟹 

カニ 

上海がに 

マツバガニ 

カニシューマイ 

小麦 こむぎ 

コムギ 

小麦粉 

こむぎ胚芽 

 

そば ソバ そばがき そば粉 

卵 玉子 

たまご 

タマゴ 

エッグ 

鶏卵 

あひる卵 

うずら卵 

厚焼玉子 

ハムエッグ 

 

乳 ミルク 

バター 

バターオイル 

チーズ 

アイスクリーム 

アイスミルク 生乳 

ガーリックバター      牛乳 

プロセスチーズ       濃縮乳 

乳糖            加糖れん乳 

乳たんぱく         調製粉乳 

落花生   ピーナッツ ピーナッツバター     

ピーナッツクリーム 

※「卵」について、「卵白」及び「卵黄」については、特定原材料名（卵）を含んでいるが、事故防止の観点から、拡大

表記として含む旨の表示を省略することは不可とする。 
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２ 特定原材料に準ずるもの 

通知で定められた品目 

代替表記 拡大表記（表記例） 

表記方法や言葉が違うが、特定原材料に準ずる

ものと同一であるということが理解できる表記 

特定原材料に準ずるものの名称又は代替表記

を含んでいるため、これらを用いた食品であ

ると理解できる表記例 

アーモンド   アーモンドオイル 

あわび アワビ  煮あわび 

いか イカ  いかフライ イカ墨 

いくら イクラ 

スジコ 

すじこ いくら醤油漬け      塩すじこ 

オレンジ   オレンジソース      オレンジジュース 

カシューナッツ    

キウイフルーツ キウイ キウィー キウイジャム      キウイソース 

 キーウィー 

キウィ 

キーウィ キーウィージャム キーウィーソース 

牛肉 牛 ビーフ 牛すじ 牛脂 

 ぎゅうにく 

牛にく 

ぎゅう肉 ビーフコロッケ  

くるみ クルミ  くるみパン くるみケーキ 

ごま ゴマ 胡麻 ごま油 練りごま 

   すりゴマ 

ゴマペースト 

切り胡麻 

さけ 鮭 サケ 鮭フレーク スモークサーモン 

 サーモン 

シャケ 

しゃけ 紅しゃけ 焼鮭 

さば 鯖 サバ さば節 さば寿司 

大豆 だいず ダイズ 大豆煮 大豆たんぱく 

   大豆油 脱脂大豆 

鶏肉 とりにく とり肉 焼き鳥 ローストチキン 

 鳥肉 鶏 鶏レバー チキンブイヨン 

 鳥 

チキン 

とり チキンスープ      鶏ガラスープ 

バナナ ばなな  バナナジュース 

豚肉 ぶたにく 豚にく ポークウインナー   豚生姜焼 

 ぶた肉 

ポーク 

豚 豚ミンチ 

まつたけ 松茸 マツタケ 焼きまつたけ      まつたけ土瓶蒸し 

もも モモ 桃 もも果汁 黄桃 

 ピーチ  白桃          ピーチペースト 

やまいも 山芋 

山いも 

ヤマイモ 千切りやまいも 

りんご リンゴ       アップル アップルパイ      リンゴ酢 

焼きりんご       りんご飴 

ゼラチン  板ゼラチン 粉ゼラチン 
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〈事業者向け〉 

食品表示法に基づく  

栄養成分表示のためのガイドライン 

 

 

 

 

 

第 2版  

（平成 30 年 5 月 消費者庁食品表示企画課） 

 

  

本ガイドラインは、下記を基に作成しています。 

• 食品表示法（平成25年６月28日法律第70号） 

• 食品表示基準（平成27年３月20日内閣府令第10号） 

• 食品表示基準について（平成27年３月30日消食表第139号） 

• 食品表示基準 Q&A（平成 27 年３月 30 日消食表第 140 号） 
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○ はじめに 

食品表示法は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な

食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、販売の用に供する食品に

関する表示について基準の策定その他の必要な事項を定めることにより、その適正を確保し、も

って一般消費者の利益の増進を図るとともに、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）、健康増進

法（平成 14 年法律第 103 号）、日本農林規格等に関する法律（昭和 25 年法律第 175 号）による措

置とあいまって、国民の健康の保護及び増進並びに食品の生産及び流通の円滑化並びに消費者の

需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的としています。 

 

食品表示法の施行に基づき、原則として、一般用加工食品及び一般用の添加物には栄養成分表

示が義務付けられました。栄養成分表示は、健康で栄養バランスがとれた食生活を営むことの重

要性を消費者自らが意識し、商品選択に役立てることで適切な食生活を実践する契機となる効果

が期待されています。 

 

事業者の皆様におかれましては、栄養成分表示が消費者の日々の栄養及び食生活管理による健

康の増進に寄与することを踏まえ、本ガイドラインを活用し、適切な栄養成分表示の実施に努め

てください。 

 

食品を販売する前に、下記の項目を確認してみましょう。 

詳細は、各項目の該当する頁を御参照ください。 

 

・表示しようとする食品はどのような食品か？ 

☞第 1を参照 

・栄養強調表示をするか？栄養機能食品として販売するか？ 

☞第 2を参照  ＜省略＞ 

・適切な方法で表示されているか？ 

☞第 3を参照 

・表示される値は適切か？ 

☞第 4を参照 

  



‐128‐ 

目 次 
 

第１ 表示しようとする食品はどのような食品か？ 

食品表示基準における栄養成分表示は、販売される飲食物の容器包装（業務用加工

食品は納品書等含む。）に表示される場合が対象です。 

一般用か業務用か、加工食品か生鮮食品か添加物かにより、規定が異なります。 

１．食品表示基準の対象（食品表示基準の対象となるものについて）・・・・・・・・１３０頁 

２．表示が必要な栄養成分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３１ 

（１）食品表示基準に規定される栄養成分 

（２）加工食品、生鮮食品、添加物における栄養成分表示の規定・・・・・・・・・・１３２ 

ア．一般用加工食品 

（ア）義務表示の栄養成分と任意表示の栄養成分 

（イ）一般用加工食品における栄養成分表示を省略できる場合又は 

表示を要さない場合 

（ウ）「栄養表示をしようとする場合」について・・・・・・・・・・・・・・・１３３ 

イ．一般用生鮮食品   ＜省略＞ 

ウ．一般用の添加物   ＜省略＞ 

（ア）義務表示の栄養成分と任意表示の栄養成分・・・ 

（イ）一般用の添加物における栄養成分表示を省略できる場合又は表示を要さない場合 

エ．業務用加工食品、業務用生鮮食品、業務用の添加物   ＜省略＞ 

 

第２ 栄養強調表示をするか？ 

 栄養機能食品として販売するか？   ＜省略＞ 

栄養強調表示をする場合や栄養機能食品として販売する場合、それぞれの規定に従

って表示する必要があります。 
 

第３ 適切な方法で表示されているか？ 

栄養成分表示は食品表示基準で規定された表示方法に基づき、食品表示基準別記 

様式２又は３により表示する必要があります。 

栄養成分表示の方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３４ 

（１）栄養成分表示の様式（食品表示基準別記様式２又は３） 

（２）表示に用いる名称及び表示の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３６ 

（３）表示値の桁数 

ア．最小表示の位 

イ．最小表示の位に満たない場合であって、「０と表示することができる量」以上ある場合 

（４）表示の方式等における留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３７ 

ア．栄養成分の量及び熱量の表示 

イ．ナトリウムの量の表示 

ウ．複数の食品が同じ容器包装に入っている場合の表示方法・・・・・・・・・・１３８ 

（ア）通常一緒に食される食品がセットで同じ容器包装に入っている場合 

（イ）それぞれ独立した食品が詰め合わされている場合 

 

食品表示基準で規定されている表示の方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３９ 

食品表示基準に定めがないものを表示する場合・・・・・・・・・・・・・・・・１３９ 
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第４ 表示される値は適切か？ 

表示値には、許容差の範囲内にある一定の値、下限値及び上限値による表示が 

あります。 

また、合理的な推定により得られた一定の値を表示できる場合があります。 

表示値を分析により求める場合、分析以外で求める場合、それぞれ留意事項が 

あります 

１．表示値の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４０ 

（１）表示値の種類 

ア．一定の値による表示 

（ア）許容差の範囲内にある一定の値 

（イ）合理的な推定により得られた値 

（ウ）０と表示することができる量 

イ．下限値及び上限値による表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４１ 

ウ．上記ア及びイを併用する場合 

（２）「範囲内にある値」の考え方 

（３）許容差の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４２ 

ア．許容差の範囲の規定 

イ．栄養強調表示の基準値と許容差の範囲 

（４）合理的な推定により得られた一定の値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４３ 

２．分析により表示値を求める場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４４ 

（１）基本的な考え方・・ 

（２）分析により表示値を求める際の留意事項 

（３）値の変動要因の例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４５ 

ア．自然要因 

（ア）植物性食品：季節、生育環境（地域）、成熟度合、土や肥料、種の違い等 

（イ）動物性食品: 季節、生育環境（地域）、年齢、飼料、種の違い等 

イ．人為的な要因 

（ア）製造、加工時の加熱調理等 

（イ）輸送と保管：経時変化、温度、保管環境、湿度等 

３．分析以外の方法により表示値を求める場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４５ 

（１）基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４６ 

ア．データベース等の値を用いる方法 

イ．データベース等から得られた個々の原材料の値から計算して表示値を求める方法 

（２）参照するのに適したデータベース等の例 

（３）データベース等の値を参照するのに適切ではない事例・・・・・・・・・・・・１４７ 

 

【参考】 計算手順例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４８ 

１．計算手順の例 

２．調理加工による栄養成分の変動（成分変化率）について・・・・・・・・・・・１４９ 

【資料】食品表示基準に規定されている基準値等・・・・・・・・・・・・・・・・・１５０ 
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第１表示しようとする食品はどのような食品か？ 

１．食品表示基準の対象 

【ポイント】 

• 食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合に適用されます。 

• 設備を設けて飲食させる場合は対象ではありません。 

• 食品の容器包装に栄養成分表示をする場合、食品表示基準に従って表示をしなければなりま

せん。 

• 業務用食品の場合、栄養成分表示については送り状や納品書等への表示にも適用されます。 

 

【参 照】 

• 食品表示法（平成 25年法律第 70 号）第２条 

• 食品表示基準（平成 27 年内閣府令第 10 号）第１条、第２条 

• 食品表示基準について（平成 27 年消食表第 139 号） 

（総則関係）１適用範囲 

• 食品表示基準 Q＆A（平成 27 年消食表第 140 号）第１条関係、第２条関係 

 

食品表示基準の対象となるものについて 

食品表示法第２条第１項において、「食品」とは、全ての飲食物（医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）第２条第１項に規定する医

薬品、同条第２項に規定する医薬部外品及び同条第９項に規定する再生医療等製品を除き、食

品衛生法第４条第２項に規定する添加物を含む。）とされています。よって、食品表示基準は、

「食品」に含まれない、医薬品、医薬部外品、ペットフードには適用されません。 

また、食品表示基準は、食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場

合（設備を設けて飲食させる場合を除く。）について適用されます。 

• 加工食品及び添加物は、容器包装に入れられた食品に食品表示基準が適用されます。 

• 生鮮食品は容器包装に入れられたもの以外でも食品表示基準が適用されますが、栄養成分表

示については、容器包装（業務用生鮮食品は送り状、納品書等も含む。）へ表示する場合には食 

品表示基準に基づいて表示をする必要があります。 
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２．表示が必要な栄養成分 

【ポイント】 

• 一般用加工食品と一般用の添加物は、栄養成分表示が義務付けられています。 

• 栄養成分表示が任意である生鮮食品や業務用加工食品においても、表示する場合は食品表 

示基準に従う必要があります。 

 

【参 照】 

• 食品表示基準第２条、第３条、第５条、第７条、第 12条、第 21 条、第 26 条、第 32条、 

第 33 条、第 34条、第 41 条 

• 食品表示基準通知（加工食品） 

• 食品表示基準 Q＆A 第２条関係、第２章加工食品 

 

（１）食品表示基準に規定される栄養成分 

食品表示基準に規定される栄養成分は、食品表示基準別表第９（40～43 頁参照）に掲げられ

ています。そのうち、食品表示基準第３条で規定される栄養成分及び熱量は、栄養成分表示

をする場合は必ず表示しなければなりません。 

一般用加工食品と一般用の添加物は栄養成分表示が義務付けられています。生鮮食品や業

務用の場合においても、栄養成分表示をする場合は基準に従う必要があります。 
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（２）加工食品、生鮮食品、添加物における栄養成分表示の規定 

ア．一般用加工食品 

（ア）義務表示の栄養成分と任意表示の栄養成分 

一般用加工食品は、食品表示基準第３条に規定された、熱量、たんぱく質、脂質、炭水

化物、ナトリウム（食塩相当量に換算したもの）の表示が義務付けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）一般用加工食品における栄養成分表示を省略できる場合又は表示を要さない場合 

９頁のとおり、一般用加工食品は、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム（食

塩相当量に換算したもの）の表示が義務付けられていますが、省略できる場合又は表示を要

さない場合があります。 

■下記①～⑤のいずれかに該当する場合は表示を省略できます。ただし、栄養表示をしよう

とする場合(11 頁「（ウ）「栄養表示しようとする場合」について」参照)は省略できません。 

① 容器包装の表示可能面積がおおむね 30 平方センチメートル以下であるもの（表示可能面

積の考え方は 139 頁参照） 

② 酒類（酒税法第２条第１項に規定する酒類） 

③ 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの（次のいずれかの要件を満たすもの） 

ア）熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの全てについて、０と表示するこ

とができる基準を満たしている場合（０と表示することができる量については 34 頁参照） 
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イ）１日に摂取する当該食品由来の栄養成分（たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウ

ム）の量及び熱量が、社会通念上微量である場合 

⇒例えば、コーヒー豆やその抽出物、ハーブやその抽出物、茶葉やその抽出物、スパ

イス等が考えられます。ただし、スパイス等のうち一度に多く使用する場合が想定さ

れ、かつ、その場合に栄養の供給源となり得るものについては、栄養成分の量及び熱

量の表示を省略できません。 

④ 極めて短い期間で原材料（その配合割合を含む。）が変更されるもの（次の要件のいずれ

かを満たすもの） 

ア）日替わり弁当（サイクルメニューを除く。）等、レシピが３日以内に変更される場合 

イ）複数の部位を混合しているため都度原材料が変わるもの 

（例：合挽肉、切り落とし肉等の切り身を使用した食肉加工品、白もつ等のうち複数の

種類・部位を混合しているため都度原材料が変わるもの） 

⑤ 消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第９条第１項において消費税を納める義務が免除さ

れる事業者が販売するもの（当分の間は、中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２

条第５項に規定する小規模企業者が販売するものも含む。） 

• 「消費税法第９条第１項において消費税を納める義務が免除される事業者」に該当する

か否かは、消費税法の判断基準によります。 

•食品表示基準附則第６条の規定による「中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企

業者」の判断基準は、当該事業年度の前事業年度において常時使用した従業員数が最多と

なった時点での数とし、当該事業年度の前事業年度の従業員数が 20 人（商業又はサービス

業に属する事業を主たる事業として営む者については、５人）以下である場合は、当該事

業年度は栄養成分表示を省略できます。また、当該事業年度中に従業員数が 20 人又は５人

を超えた場合は、翌年度は、原則として栄養成分表示の省略は認められません。 

 

★表示を省略することができる食品についても、表示が可能なものについては、できるだけ

表示することが望ましいです。 

 

■下記の①②のいずれかに該当する場合、栄養成分表示は要しません。ただし、栄養表示を

しようとする場合（下記「（ウ）「栄養表示しようとする場合」について」参照）は表示が

必要です。 

① 食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合 

「食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」とは、製造者と販売者が同一で、

同一の施設内、又は敷地内で製造販売することをいいます。具体的には洋菓子店、和菓

子店等の「菓子小売業（製造小売）」や、パン店等の「パン小売業（製造小売）」等がそ

の場で行う食品の製造販売、そう菜や刺身盛り合わせ等をインストア加工し、その店内

で販売する等が該当します。 

② 不特定又は多数の者に対して譲渡（販売を除く。）する場合 

 

（ウ）「栄養表示をしようとする場合」について 

ａ.「栄養表示をしようとする場合」の「栄養表示」に該当するもの、該当しないもの 

■「栄養表示」に該当するもの 

• 健康増進法施行規則（平成 15年厚生労働省令第 86 号）第 11 条に規定する栄養素及

び熱量そのもの 

• 栄養成分の総称（ビタミン、ミネラル等） 

• 健康増進法施行規則第 11 条に規定する栄養素の種類である栄養成分（脂質における

不飽和脂肪酸、炭水化物における食物繊維等） 

• 栄養成分の別名称（プロテイン、ファット等） 

• 栄養成分の構成成分（たんぱく質におけるアミノ酸等） 
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• 栄養成分の前駆体（β-カロテン等） 

• その他栄養成分等を示唆する一切の表現（果物繊維、カルシウムイオン等） 

■「栄養表示」に該当しないもの 

• 原材料名又は添加物としての栄養成分名のみの表示 

• 食品表示法及びその下位法令以外の法令により義務付けられた栄養成分名の表示 

• 味覚に関する表示（うす塩味、甘さひかえめ等）※ 

• 「ミネラルウォーター」のように広く浸透した一般的な品名であって、一般消費者に

対し栄養成分が添加された又は強化されたという印象や期待感を与えないもの 

※「あま塩」、「うす塩」、「あさ塩」等の表示は、栄養表示として適用対象となります。 

 

ｂ.「栄養表示」の考え方における留意点 

• 栄養成分が添加されたものでなく、天然に含まれる栄養成分について表示した場合も

食品表示基準が適用される栄養表示に該当するものであること。 

• 原材料に対し栄養表示を行う場合も食品表示基準が適用される栄養表示に該当する

（例えば、青汁飲料におけるケールに含まれる栄養成分について表示した場合、販売に

供する食品（最終製品である青汁飲料）について食品表示基準にのっとった表示が必要

である。）。 

 イ．一般用生鮮食品  ＜省略＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・［原―12］ 

 ウ．一般用の添加物  ＜省略＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・［原―13］ 

 エ．業務用加工食品、業務用生鮮食品、業務用の添加物  ＜省略＞・・・・・・［原―14］ 

 

第２栄養強調表示をするか？栄養機能食品として販売するか？ 
                   ＜省略＞・・・・・・・・・・［原―15］ 

 

第３適切な方法で表示されているか？             ［原－27］ 

栄養成分表示の方法等 

【ポイント】 

• 栄養成分表示は、食品表示基準別記様式２又は３により表示します。 

• 文字の大きさ等は、食品表示基準で規定された他の表示事項と同様、食品表示基準第８条 

の規定に従います。 

 

【参 照】 

• 食品表示基準第８条 

• 食品表示基準通知（加工食品）５表示の方式 

• 食品表示基準 Q＆A 第８条関係 

（１）栄養成分表示の様式（食品表示基準別記様式２又は３） 

食品表示基準第３条で規定された栄養成分（たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム

（食塩相当量に換算したもの））及び熱量を表示する場合は食品表示基準別記様式２、これ以

外の栄養成分も併せて表示する場合は食品表示基準別記様式３により表示をします。同様式

中の栄養成分及び熱量の順番を変更してはいけません。 

１包装が１食分である食品等、１食分の量を適切に設定できる食品については、食品単位

を１食分とすることが望ましいです。食品単位を１食分とする場合、当該１食分の量を併せ

て表示します。この場合の１食分の量は、通常人が当該食品を１回に摂食する量として、事

業者等が定めた量とします。 
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■ 食品表示基準別記様式２又は３と同等程度に分かりやすく一括して表示する例 

前頁にあるとおり、栄養成分表示は食品表示基準別記様式２又は３により表示しますが、下

記の例のように別記様式２又は３と同等程度に分かりやすく一括して表示することは可能です。 

《例①》 

食品表示基準別記様式２の様式で表示することが困難な場合、横に並べて表示することが

できる。 

栄養成分表示（食品単位当たり）／熱量 kcal、たんぱく質 g、脂質 g、炭水化物 g、 

食塩相当量 g 

《例②》 

食品表示基準別記様式３の様式で表示することが困難な場合、分割した様式で表示するこ

とができる。 

栄養成分表示 

食品単位当たり 

熱量       kcal 

たんぱく質    g 

脂質       g 

－飽和脂肪酸  g 

コレステロール  mg 

炭水化物    g 

－糖質    g 

－糖類   g 

－食物繊維  g 

食塩相当量   g 

その他の栄養成分   mg 又は μg 

（ミネラル、ビタミン） 

 

40～43 頁参照） 
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《例③》 

例②に示す様式で表示することが困難な場合、横に並べて表示することができる。 

栄養成分表示（食品単位当たり）／熱量 kcal、たんぱく質 g、脂質 g（飽和脂肪酸 g）、 

炭水化物 g（糖質 g、食物繊維 g）、食塩相当量 g 

（２）表示に用いる名称及び表示の単位 

栄養成分表示において、栄養成分名は食品表示基準別表第９第１欄に掲げる栄養成分名で表

示しなければなりません。また、表示の単位は同表第２欄に掲げる単位で表示しなければなり

ません。 

ただし、下記については表示可能です。 

• 熱量にあっては、「エネルギー」 

• たんぱく質にあっては、「蛋白質」、「たん白質」、「タンパク質」、「たんぱく」、「タンパク」 

• ミネラルにあっては、元素記号 

（例）カルシウムにあっては「Ｃa」、鉄にあっては「Ｆe」、ナトリウムにあっては「Ｎa」 

• ビタミン（ナイアシン、パントテン酸、ビオチン及び葉酸を除く。）にあっては、ビタミ

ン名の略語 

（例）ビタミンＡにあっては、「Ｖ．Ａ」、「ＶＡ」 

• kcal はキロカロリー、gはグラム、mg はミリグラム、μg はマイクログラム 

（「ＩＵ」や「国際単位」は表示不可とする。） 

（３）表示値の桁数 

 ア．最小表示の位  

栄養成分表示に表示する値は必ず下記の最小表示の位まで表示しなければなりません。 

最小表示の位 栄養成分名 

１の位 たんぱく質※１、脂質※１、飽和脂肪酸※１、コレステロール、炭水化

物※１、糖質※１、糖類※１、 食物繊維、カリウム、カルシウム、クロ

ム、セレン、ナトリウム、マグネシウム、モリブテン、 ヨウ素、リン、

ナイアシン、ビオチン、ビタミンＡ、ビタミンＣ、ビタミンＫ、葉酸、

熱量※１ 

小数第１位 ｎ-３系脂肪酸、ｎ-６系脂肪酸、亜鉛、鉄、銅、食塩相当量※２、マン

ガン、パントテン酸、 ビタミンＢ１、ビタミンＢ２、ビタミンＢ６、ビ

タミンＢ12、ビタミンＤ、ビタミンＥ 

なお、最小表示の位より下げて表示することも可能です。その場合は、その下の位を四

捨五入して表示します。 

《例》 

■ たんぱく質の量が 100g 当たり 15g、食品単位が 25g の場合 

たんぱく質の量を 25g 当たりに換算すると、 15×25／100＝3.75g 

たんぱく質の最小表示の位は、１の位なので、25g 当たり４g と表示可能。 

また、「位を下げるのを妨げるものではない」ので、25g 当たりの表示は、3.75g や

3.8g と表示することもできる。 

イ．最小表示の位に満たない場合であって、「０と表示することができる量」以上ある場合 

上記ア．の表中、※１、※２の栄養成分及び熱量は、100g（飲用に供する液状の食品に

あっては 100ｍｌ）当 たりで「０と表示することができる量（141 頁参照）」以上ある場合、

食品単位当たりの表示値において最小表示 の位に満たない場合であっても、「０」と表示

はできません。表示の位を下げ、有効数字１桁以上表示してくだ さい。 

※１ １の位に満たない場合であって、「０と表示することができる量（食品表示基準別表第

９第５欄）」以上 であるときは、有効数字１桁以上とします。 
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《例》 たんぱく質の量が 100g 当たり 1.5g、食品単位が 25g の場合  

（たんぱく質の「０」と表示することが出来る量は、100g 当たり 0.5g 未満） 

たんぱく質の量を 25g 当たりに換算すると、1.5×25／100＝0.375g 

たんぱく質の最小表示の位は、１の位だが、「０と表示することができる量」以上ある

ので、０g と表示できない。有効数字１桁以上表示することとなり、25g 当たりの表示は、

0.4g 又は 0.38g 又は 0.375g と表示する。 

※２ 小数第１位に満たない場合であって、ナトリウムの量が「０と表示することができる

量（食品表示基準別表 第９第５欄）」以上であるときは、有効数字１桁以上とします。

なお、食塩相当量を「０」と表示できる場合 には、「０．０」、「０」と表示しても差し

支えありません。 

《例》 ナトリウムの量が 100g 当たり５mg、食品単位が 100g 当たりの場合  

（ナトリウムの「０」と表示することが出来る量は、100g 当たり５mg 未満） 

食塩相当量は、換算すると 

食塩相当量（g／100g）＝５（mg／100g）×2.54÷1000＝0.0127g／100g 

食塩相当量の最小表示の位は、小数第１位だが、「０と表示することができる量」以上

あるので、0.0g と表示 できない。有効数字１桁以上表示することとなり、100g 当たり

の表示は、0.01g 若しくは 0.013g 又は 0.0127g と表示する。 

（４）表示の方式等における留意事項 

ア．栄養成分の量及び熱量の表示 

• 栄養成分表示は、販売される状態における可食部分の栄養成分の量及び熱量を表示しま 

す。 

•水等を加えることによって、販売時と摂食時で重量に変化があるもの（粉末ジュース、粉

末スープ等）に おいても販売時の栄養成分の量及び熱量で表示します。 

•調理により栄養成分の量が変化するもの（米、乾めん、塩抜きをする塩蔵品等）は、販売

時の栄養成 分の量に加えて、標準的な調理方法と調理後の栄養成分の量を併記することが

望ましいです。 

イ．ナトリウムの量の表示 

•加工食品、添加物において、ナトリウム塩を添加していない食品以外は、ナトリウムの量

は表示禁止事項です。容器包装（栄養成分表示枠内以外も含む。）にナトリウムの量は表示

できません。 

•生鮮食品及び、ナトリウム塩を添加していない加工食品、添加物において、ナトリウムの

量を表示したい 場合、食品表示基準別記様式３の「食塩相当量」を「ナトリウム（食塩相

当量）」等に代えて表示します。 

《例》生鮮食品やナトリウム塩を添加していない食品において、ナトリウムの量を表示し

たい場合 

栄養成分表示 

食品単位当たり 

熱量       ▲kcal  

たんぱく質     ▲g  

脂質        ▲g 

炭水化物      ▲g 

ナトリウム     ▲mg  

（ 食塩相当量    ▲g  ） 
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ウ．複数の食品が同じ容器包装に入っている場合の表示方法 

（ア）通常一緒に食される食品がセットで同じ容器包装に入っている場合 

セットで販売され、通常一緒に食される食品（即席めん等におけるめん、かやく、ス

ープの素、ハンバー グセットにおけるハンバーグとソース等）の表示については、セッ

ト合計の含有量を表示します。これに併 せて、セットを構成する個々の食品についても、

含有量を表示することは差し支えありません。 

《例①》 即席めん                                  

 

 

 

 

  

                                     

 

 

食塩相当量      併せて個々の食品についても 

めん・かやく    ▲g       含有量を表示することも可能。 

ス ー プ      ▲g 

《例②》 くずきり （黒蜜付き） 

 

 

 

 

 

                      

熱量 

くずきりのみ   ▲kcal 

 

（イ）それぞれ独立した食品が詰め合わされている場合 

個別の構成要素である食品について独立して表示します。表示はそれぞれの食品ごと

に外装に表示し ます。ただし、詰め合わせ品の一つ一つに表示があり、外装からその表

示が見える場合、改めて外装に 表示をする必要はありません。 

 

《例》 

 

 

 

 

 

 

※ １つの容器包装に入れられていない場合、それぞれの容器包装にそれぞれの栄養成分

表示をします。 

 

栄養成分表示 

食品単位当たり 

熱量       ▲kcal 

たんぱく質    ▲g 

脂質       ▲g 

炭水化物     ▲g 

食塩相当量    ▲g 

栄養成分表示 

食品単位当たり 

熱量       ▲kcal 

たんぱく質    ▲g 

脂質       ▲g 

炭水化物     ▲g 

食塩相当量    ▲g 

栄養成分表示 

チョコレートケーキいちごケーキ 

（１個当たり）（１個当たり） 

熱量      ▲kcal       ▲kcal 

たんぱく質    ▲g         ▲g  

脂質       ▲g         ▲g  

炭水化物     ▲g        ▲g  

食塩相当量    ▲g         ▲g 

必ず合計の含有量を表示する。 

必ず合計の含有量を表示する。 

併せて個々の食品についても 

含有量を表示することも可能。 
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食品表示基準で規定されている表示の方式 

食品表示基準において規定のある表示事項の表示の方式には決まりがあります。栄養成分表

示におい ても、食品表示基準で規定された事項については、これに従う必要があります。 

• 邦文（原則、漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字）をもって、当該食品を一般に購入し、

又は使用 する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。 

• 容器包装（容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装）を開かないでも容

易に見る ことができるように当該容器包装の見やすい箇所（栄養成分の量及び熱量の表示

に関し、同一の 食品が継続的に同一人に販売されるものであって、容器包装に表示するこ

とが困難な食品（特定 保健用食品及び機能性表示食品を除く。）にあっては、当該食品の販

売に伴って定期的に購入者 に提供される文書）に表示する。 

• 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とする。 

• 表示に用いる文字は、日本工業規格Ｚ8305（1962）（以下「ＪＩＳＺ8305」といいます。）

に規定する８ポ イントの活字以上の大きさの文字とする。ただし、表示可能面積がおおむ

ね 150 平方センチメートル 以下のもの及び印刷瓶に入れられた一般用加工食品であって、

表示すべき事項を蓋（その面積が 30 平方センチメートル以下のものに限る。）に表示する

ものにあっては、ＪＩＳＺ8305 に規定する 5.5 ポ イントの活字以上の大きさの文字とする

ことができる。蓋に表示をする場合であって、内容量以外の 事項を全て蓋に表示する場合

には、内容量の表示は、蓋以外の箇所にすることができる。 

 

食品表示基準に定めがないものを表示する場合 

栄養成分表示の枠内に表示できる成分は、食品表示基準別表第９（40～43 頁参照）に掲げら

れた栄養成分及び熱量のみです。それ以外の成分を表示したい場合、科学的根拠に基づき、事

業者の責任において、栄養成分表示と区別して栄養成分表示に近接した箇所に表示することが

望ましいです（例①）。  

ただし、トランス脂肪酸については、「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」（平成 23 年

２月 21 日消費者 庁）に基づき、食品表示基準別記様式３に示されている飽和脂肪酸の次（ｎ-

３系脂肪酸、ｎ-６系脂肪酸も表 示する場合はその次）に、脂質より１字下げて枠内に表示し

てください（例②）。 
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《例①》 

 

 

 

 

 

 

 

コラーゲン      表示の単位 

《例②》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 表示される値は適切か？ 

 １．表示値の種類 
 

【ポイント】 

 • 許容差の範囲内にある一定の値または、下限値及び上限値による表示があります。 

• 栄養強調表示をする場合や栄養機能食品等を除き、合理的な推定により得られた値を表示す 

ることもできます。 

 

【参照】 

• 食品表示基準 第３条 

• 食品表示基準通知 （加工食品） 

• 食品表示基準 Q＆A 第３条関係 

 

（１） 表示値の種類  

ア．一定の値による表示  

（ア）許容差の範囲内にある一定の値 

表示した一定の値を基準とし、食品表示基準別表第９第３欄（40～43 頁参照）に掲げる

方法で得られた値が、同表の第４欄に掲げる許容差の範囲内にある必要があります。 

表示値は、意図的に操作されるべきではありませんが、含有量の表示に際しては、必ず

分析を行わなければならないものではなく、結果として表示された含有量が許容差の範囲

内であれば食品表示基準違反にはなりません（許容差の範囲については 142 頁参照）。 

（イ）合理的な推定により得られた値 

必ずしも、表示された一定の値が許容差の範囲内にある必要はありませんが、合理的な 

説明ができることが必要です。また、合理的な推定により得られた値であることを示す表

示と、根拠資料の保管が必要です （合理的な推定により得られた値の詳細については 37

頁参照）。 

 

 

栄養成分表示 

食品単位当たり 

熱量          kcal  

たんぱく質       g  

脂質          g  

コレステロール     mg  

炭水化物        g  

食塩相当量      g 

栄養成分表示 

食品単位当たり 

熱量         kcal 

たんぱく質       g  

トランス脂肪酸     g  

コレステロール     mg 

炭水化物        g  

食塩相当量       g 

ｎ-３系脂肪酸、ｎ-６

系脂肪酸 も表示する場

合、その次に トランス

脂肪酸を表示する。 
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（ウ）０と表示することができる量 

食品表示基準別表第９第５欄に掲げる「０と表示することができる量」未満の場合、栄

養成分表示の表示 値を「０」とすることも可能です。栄養成分表示枠内の表示値を「０」

と表示するだけでは栄養強調表示となりませんので、合理的な推定により得られた一定の

値での表示も可能ですが、国や地方公共団体が行う検査 等において、食品表示基準別表第

９第３欄に掲げる方法で得られた値が「０と表示することができる量」以上 であった場合、

食品表示基準違反となります。 

 なお、「０」と表示することができる量未満であった場合に、必ず「０」と表示しなけ

ればならないということで はありません。 

《０と表示することができない例》 

原材料のバラツキや調理時の条件等により、「０と表示することができる量」以上にな

ることがある場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．下限値及び上限値による表示 

表示された下限値及び上限値の範囲内に、食品表示基準別表第９第３欄に掲げる方法で得

られた値がある必要があります。 なお、幅表示の幅は、適切に設定してください。例えば、

過度に広い幅で表示することは適当ではありま せん。 

ウ．上記ア及びイを併用する場合 

栄養成分によって、表示値の種類を変えて表示することは可能です。その場合、下記例の

食塩相当量の 表示のように、消費者にとって分かりやすいように表示してください。 

《例》 

栄養成分表示 

食品単位当たり 

熱量      ▲kcal  

たんぱく質    ▲g  

脂質       ▲～■g  

炭水化物     ▲g  

食塩相当量    ▲g 

食塩相当量は推定値 

 

 

（２）「範囲内にある値」の考え方 

販売されている期間中、どの商品を取っても、一定の値の場合は許容差の範囲内（下限値

及び上限値の場合はその範囲内）にある必要があります。例えば、下記例のように、栄養成

分が変化したりバラツキがある場合は、注意が必要です。 

【例】 

 • 賞味期限内で栄養成分の量が減る 

 • 原材料に個体差があり、同一商品であっても、栄養成分の量にバラツキがある 

 

栄養成分表示 

10g 当たり 

熱量    ０kcal 

たんぱく質 ●g 

脂質    ●g 

炭水化物   ●g 

食塩相当量 ●g 

一定の値と、下限値及び上限値によ

る表 示の混在も可能。 

食塩相当量のみが、合理的な推定に

より得ら れた一定の値である場合、

そのことがわかる ように表示する

（143 頁参照）。 

熱量の「０と表示すること

が できる量」は５kcal／

100g 未 満だが、別ロット

で分析をし たら、熱量は

６kcal／100g だった。 

基準値を上回っている

ので栄養成分表 示枠内

に「０kcal」と表示で

きない（合理 的な推定

により得られた値で表

示した 場合も含む）。 
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（３） 許容差の範囲 

ア．許容差の範囲の規定 

「許容差の範囲内にある一定の値」を表示する場合、販売されている期間中、どの商品を

取っても、食品表示 基準別表第９第３欄に掲げる方法により得られた値が表示値の許容差

の範囲内にある必要があります。 

 国や自治体が行う検査等においては、「食品表示基準について別添 栄養成分等の分析方法

等」に従い、食品 表示基準別表第９第３欄に掲げる方法が用いられますが、表示値に対す

る食品表示基準別表第９第３欄に掲 げる方法で得られた値の比率が許容差の範囲外であっ

た場合、食品表示基準違反となります。 

 表示値に対する食品表示基準別表第９第３欄に掲げる方法で得られた値の比率（％）＝ 

食品表示基準別表第９第３欄に掲げる方法により得られた値÷表示値×100-100 

■ 許容差の範囲（食品表示基準別表第９から） 

栄養成分及び熱 許容差の範囲 

たんぱく質、脂質、飽和脂肪酸、ｎ-３系脂肪酸、ｎ-６系脂肪

酸、コレステロール、 炭水化物、糖質、糖類、食物繊維、ナ

トリウム、熱量 

プラスマイナス 20％ 

亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、マグ

ネシウム、マンガン、 モリブテン、ヨウ素、リン、ビタミン

Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｋ 

プラス 50％マイナス 20％ 

ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンＢ１、Ｂ２、

B６、Ｂ12、Ｃ、葉酸 

プラス 80％マイナス 20％ 

 

なお、含有量が極めて少ない製品の場合、ほんのわずかな成分の変動であっても、この範囲

から外れてしまうこ ととなるため、下記の栄養成分及び熱量においては、低含有食品の場合の

許容差の範囲が設定されています。 

■ 低含有食品の場合の許容差の範囲 

 

イ．栄養強調表示の基準値と許容差の範囲 

表示した一定の値が許容差の範囲内であっても、栄養成分の補給ができる旨及び栄養成分又

は熱量の 適切な摂取ができる旨の表示における基準値を満たさない場合、食品表示基準違反と

なります。栄養機能 食品の基準値（上限値、下限値）の考え方も同様です。 

 

(次頁に続く) 

  

 

栄養成分及び熱量 

該当する含有量 （当該食品

100g 当たり（清涼飲料水 等に

あっては、100ｍｌ当たり）） 

 

許容差の範囲 

たんぱく質、脂質、炭水化物、

糖質、糖 

2.5g 未満 プラスマイナス 0.5g 

飽和脂肪酸 0.5g 未満 プラスマイナス 0.1g 

コレステロール、ナトリウム 25ｍg 未満 プラスマイナス５mg 

熱量 25kcal 未満 プラスマイナス５kcal 
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《例》 

 

（４）合理的な推定により得られた一定の値 

栄養成分に関する品質管理が十分になされていない等の理由により、合理的な推定により

得られた一定の値を表示する場合、合理的な推定により得られた値であることを示す表示と、

根拠資料の保管が必要です。 

①合理的な推定により得られた値である表示 

表示された値が食品表示基準別表第９第１欄の区分に応じた同表第３欄に掲げる方法に

よって得られた値とは一致しない可能性があることを示す表示が必要となります。この表

示は、次のいずれかの文言を含む必要があります。 

ア「推定値」 

イ「この表示値は、目安です。」 

なお、消費者への的確な情報提供を行う観点から、例えば「日本食品標準成分表 2015 の

計算による推定値」、「サンプル品分析による推定値」等、表示値の設定根拠等を追記する

ことは差し支えありません。 

上記の文言の表示は、食品表示基準別記様式２又は３（46頁参照）に近接した場所に表

示しなければなりません。 

②根拠資料の保管 

表示された値の設定の根拠資料を保管してください。 

ア．内容 

例えば、最新版の日本食品標準成分表からの計算値やサンプル品の分析値等が考えら

れるが、行政機関等の求めに応じて説明ができる資料として、次の例を参考に判断して

ください。 

（ア）分析値の場合 

・分析試験成績書 

・季節間、個体間、期限内の栄養成分等の変動を把握するために十分な数の分析結果 

・表示された栄養成分等の含有量を担保するための品質管理に関する資料 

（イ）計算値の場合 

・採用した計算方法 

・引用したデータベースの名称 

・原材料について、配合量が重量で記載されたレシピ 

・原材料について、その栄養成分等の含有量を示す妥当な根拠に基づくデータ 

・調理加工工程表 

・調理加工前後における重量変化率に関するデータ 

イ．保管方法 
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文書、電子媒体のいずれの方法でも構いません。 

ウ．保管期間 

その資料を基に表示が行われる期間。販売を終了する製品については、最後に製造し

た製品の賞味（消費）期限が経過するまでの間。 

エ．その他 

定期的に確認を行うことが望ましいです。 

 

 
 

２．分析により表示値を求める場合 
 

【ポイント】 

• 国や地方公共団体が行う検査等においては食品表示基準別表第９第３欄に掲げる方法が用い

られます。 

• 分析によって表示値を求める際は、製品原料の個体間差、季節間差、生産地間差、生産者間 

差等の変動要因を把握・考慮する必要があります。 

 

【参照】 

• 食品表示基準通知別添栄養表示関係「栄養成分等の分析方法等」 

• 食品表示基準 Q＆A 第３条関係 

（１）基本的な考え方 

栄養強調表示をする場合や栄養機能食品等、食品表示基準別表第９第３欄（40～43 頁参照）

に掲げる方法により値を得なければならないものでない場合は、食品表示基準別表第９第３

欄に掲げる方法以外の方法で分析を行うことも可能です。ただし、あらかじめその妥当性※

を担保してください。 

なお、国や地方公共団体が行う検査等においては、「食品表示基準について別添栄養成分等

の分析方法等」に従い、食品表示基準別表第９第３欄に掲げる方法が用いられます。 

※妥当性確認には、検量線の直線性、標準品の添加回収試験による真度の確認並びに併行

試験による室内再現精度の確認等があります。 

（２）分析により表示値を求める際の留意事項 

• 分析試料は、製品原料の個体間差、季節間差、生産地間差、生産者間差等の変動要因（次

頁参照）を把握・考慮し、そのばらつき等の性質をあらかじめ踏まえた適切なロット数の製

品を選択することが望ましい。 

• 栄養成分は水分活性、温度、湿度の影響により変化しやすいため、分析は一定期間内（あ

らかじめ栄養成分の安定性試験を実施したデータを踏まえて設定することが望ましい。）に

終了するよう注意を払う。 



‐145‐ 

• 外部に委託する場合、外部分析機関への輸送時の安定性の担保に留意する。 

（３）値の変動要因の例 

分析により表示値を求める場合、以下のような値の変動要因が考えられます。 

ア．自然要因 

（ア）植物性食品: 季節、生育環境（地域）、成熟度合、土や肥料、種の違い等 

例えば、露地栽培とハウス栽培の相違、春採りと秋採り、作型（栽培型）の相違等によ

り栄養成分含有量に差異が見られる場合があります。 

日本食品標準成分表では、これらの相違が区別するほど大きくなければ区別していませ

ん。区別している例としては、ほうれん草の夏採りと冬採りのビタミン Cがあります。 

その他の事例としては白菜のカロテンがあります。カロテンは白菜の緑の部分に含まれ

ていて、白い部分には含まれていません。そのため、緑部分が多い個体のカロテン量は多

くなります。 

（イ）動物性食品: 季節、生育環境（地域）、年齢、飼料、種の違い等 

日本食品標準成分表を例にみると、生育環境や飼料は栄養成分含有量に影響を与えている 

ことがわかります。例えば、乳用肥育牛肉と輸入牛肉と和牛の違い、魚の天然と養殖の違い

等により、成分値に差異が見られます。また、年齢が及ぼす影響も大きく、鶏の成鶏、若鶏、

ひつじのラムとマトンでは成分値に差異が見られます。 

鮭の多様な品種間、豚肉の品種間、さばの品種間等、種の相違の影響もあります。 

季節の相違は、「旬」という言葉にあるように、食べ物の旬は、走り、なごり等と呼ばれ、

その食品の栄養成分含有量にも違いがあります。代表例として、日本食品標準成分表には、

かつおの春獲りと秋獲りの２種類の成分値が収載されています。自然要因を考慮する場合、

以上のことを踏まえ、適切な表示を行うために、データの蓄積を図ることが望ましいです。 

イ．人為的な要因 

製造時や製造後に、栄養成分に対して以下のような影響を考慮することが望ましいです。 

（ア）製造、加工時の加熱調理等 

例えば、加熱調理では、塩を加えた沸騰水でゆでるとその塩は食品に吸着します。日本

食品標準成分表を例にみると、干しうどん（乾）の食塩相当量は 4.3g/100g、マカロニ・ス

パゲティ(乾）の食塩相当量は０g/100g ですが、例えば、うどんは塩を加えない沸騰水でゆ

で、マカロニ・スパゲティは 1.5％の食塩を加えた沸騰水でゆでる場合、２つの食品のゆで

の状態の食塩相当量はほぼ等しくなります。また、水を使う加熱と使わない加熱では、栄養

成分含有量が大きく異なります。 

他にも、光、酸化、酵素、微生物の有無、他の食品成分の影響等もあります。 

（イ）輸送と保管: 経時変化、温度、保管環境、湿度等 

試料を製造現場から流通先に輸送する又は外部分析機関に送付する際の温度、湿度等の

環境要因は、特に夏の高温、冬の低温を含め、食品中の栄養成分の変化に影響する場合があ

ります。栄養成分表示をしようとする食品と栄養成分の組合せを踏まえて、必要があれば、

あらかじめ安定性試験等を実施したデータを基に、保冷、保温状態等について分解変質を防

ぐ手立てを講じることが望ましいです。 

 

３．分析以外の方法により表示値を求める場合 
 

【ポイント】 

• 類似性が高い食品がデータベース等にある場合、その値を用いて計算する等、分析以外でも 

表示値を求めることができます。 

• 参照に適したデータベース等の例や、参照するのに適切ではない事例を踏まえて、データ 

ベース等から値を参照したり、計算に用いたりします。 
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【参照】 

• 食品表示基準通知（加工食品）１義務表示事項（５）栄養成分の量及び熱量 

 

（１）基本的な考え方 

分析により値を得る以外に、計算等により表示値を求める方法があります。表示しようとす

る食品の特性（データベース等の値を用いることが可能か、データベース等から得られた個々

の値から計算をして表示値を求めることが可能か等）を踏まえ、最も適切な方法を選択してく

ださい。 

ア．データベース等の値を用いる方法 

公的なデータベース等を基に、表示しようとする食品と同一又は類似する食品※から、そ

の食品の栄養成分含有量を類推した値を表示する方法です。この方法は、農水産物一次加工

品や、原材料の配合割合等が商品によってほとんど変わらない加工食品の場合に適用できる

可能性があります。しかし、参照可能な食品がなかった場合、下記の「イ．データベース等

から得られた個々の原材料の値から計算をして表示値を求める方法」又は分析を行って表示

する等を検討することとなります。 

イ．データベース等から得られた個々の原材料の値から計算して表示値を求める方法 

公的なデータベース等や分析値等信頼できるデータから得られた個々の原材料の成分値を

用い、各成分量を算出して合計する等、計算により表示値を求める方法です。その際、必要

に応じて、下記に示した調理加工による影響を考慮します。 

【調理加工による影響の考え方】 

食品を調理加工した場合、食品に含まれている水分の蒸発、調理に用いた水や油の吸

着等による食品の重量の増減、水さらしや加熱等による食品中の成分の溶出、変化など

があります。その結果として栄養成分含有量が変動します。そのため、計算して表示値

を求める際には合理的な根拠に基づき、調理加工の影響を計算値に反映させることが望

ましいです。 

大量調理、高度な加工を行う場合も、表示値を計算により求めるには、食品の調理加

工による重量変化率等を考慮します。大量調理、高度な加工での重量変化率を求めるこ

とが難しい場合にはモデル的な規模で調理を行い、推定する方法もあります。日本食品

標準成分表等に示されている調理後の重量変化率及び成分変化率のデータを活用する方

法もあります。 

※ 栄養成分表示しようとする食品と類似性が高い食品を厳密に定義することは困難です。そ

のため、147 頁「（３）データベース等の値を参照するのに適切ではない事例」を踏まえて、

自社で製造する食品と、参照するデータベース等の食品の類似性について合理的な説明が出

来ることが必要です。 

（２）参照するのに適したデータベース等の例 

参照するのに適したデータベースは、主に分析による実測値や分析に基づく計算値等によ

り作成されており、分析・サンプリング方法に関する情報や配合量表、レシピ等を有してい

ることが必要です。また、定期的に適切なメンテナンスが行われていることが望ましいです。

データベース等が一般公開されている必要はないですが、非公開のデータベース等を利用す

る場合、行政の求めに応じてその詳細を開示可能であることが必要です。 

・日本食品標準成分表 

原則として最新版を利用します。また、その数値はあくまで標準的な成分値であり、表

示対象となる食品の実際の栄養成分含有量とは異なることに留意する必要があります。 

★日本食品標準成分表（文部科学省）ウェブサイト 

http://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/index.htm 

・食品事業者団体が作成したデータベース 
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・加工用原料製造者等による原料の栄養成分表示値 

表示値の妥当性が担保されているものが望ましいです。 

・主として国外で食される原料の場合、他国の政府機関が公表している食品成分データベー

ス 

・文献上の栄養成分含有量 

文献上の栄養成分含有量を用いる場合、査読付き学術雑誌に掲載されており、分析結果

の妥当性が担保されているものとします。 

（３）データベース等の値を参照するのに適切ではない事例 

データベースに収載値の根拠の記載がなく、データベースが適切な方法により作成されて

いるか不明な場合、当該データベースの値を参照するのは適切ではありません。 

また、調理加工食品について日本食品標準成分表等のデータを用いる場合、食品カテゴリ

ーと表示しようとする食品との類似性を吟味することが不可欠です。仮に類似性が異なる場

合には、合理性を補完する裏付けが必要となります。 

《適切ではない事例１》冷凍コロッケの値をデータベース等から用いる場合 

• ポテトタイプではないクリームタイプ等のコロッケに、日本食品標準成分表の「コロッ

ケ、ポテトタイプ、フライ用、冷凍」の数値を参照すること。 

• 栄養成分表示をしようとするコロッケと主原料種別、具材の種類等が類似した他社のコ

ロッケの表示値を参照すること。 

《適切ではない事例２》日本食品標準成分表の「あんパン」の数値を用いる場合※ 

日本食品標準成分表「あんパン」の組成は、「部分割合がパン 10、こしあん７」であるが、 

• 部分割合がパン 10、つぶしあん７のあんパン（あんの種類が異なる。）。 

• 部分割合がパン５、こしあん７の薄皮あんパン（部分割合が異なる。）。 

• 部分割合がパン 10、こしあん７の揚げあんパン（調理法が異なる。）。 

• 部分割合がパン 10、こしあん７の蒸しあんパン（調理法が異なる。）。 

• 部分割合がパン 10、こしあん７のよもぎあんパン（よもぎが含まれている。）。 

※例えば、あげパンで吸油率を考慮、蒸しパンで調理による成分変化を考慮、よもぎあんパン

で添加物の成分を追加する等、合理的な根拠を踏まえた使用を否定するものではない。 

《適切ではない事例３》日本食品標準成分表の「ポテトチップス」の数値を用いる場合※ 

• ノンフライポテトチップス（脂質が低いと予想される。） 

• サツマイモチップス（ジャガイモではない。） 

• ニンジンチップス（ジャガイモではない。） 

※ポテトチップス等、商品によってナトリウム含有量が異なるものについては、ナトリウムは分

析によって値を得る、原材料の配合量から算出する等、合理的な根拠による補足を行って参

照することも可能。 

 

(次頁に続く) 
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【参考】計算手順例 

１．計算手順の例 

 

 
 

I. 製造レシピ（原材料の配合量（重量）、調理加工工程等）を決定する 

・ 油や調味料等の配合量については、「適量」、「大さじ○杯」等ではなく、あらかじめ使用す

る量を重量で決定します。 

・ 配合量は、野菜の皮むき等の下処理を行う前の重量であるか、後の重量であるかを明確に

する必要があります。皮むき等の下処理を行う前の重量を使用する場合、廃棄率※を考慮し、

販売時の可食部における原材料の配合量を決定します。 

※ 日本食品標準成分表を使用する場合、これに収載されている成分値は可食部 100g 当たりの

値であるので、下処理前の重量で材料の配合量を決めている場合、廃棄率を考慮しなければ

なりません。日本食品標準成分表には標準的な食品の廃棄率が記載されていますが、例えば、

動物は、頭の割合が成長に伴い小さくなることや、にんじん等の根菜は、皮を剥く厚みによ

り廃棄率が左右されること等から、日本食品標準成分表の値を使う場合、このことに留意す

る必要があります。したがって、加工食品の廃棄率は実際に計量した値から算出することが

望ましいです。 

【揚げ物の場合の吸油率の考え方】 

調理加工時に油で揚げる工程がある場合、吸油率を考慮して油の栄養成分を加味します。 

油揚げ食品を製造する場合、原材料に加えて油の吸収の程度によって、脂質の含有量が大き

く変化します。この場合、「ころも」として用いる原材料の重量比率にも影響を受けることから、

下記表を参考に、吸油率を考慮して計算します。 

《吸油率の例》 

油の吸収率の目安（食材 100g に対する衣材料の重量割合（％）と吸油率の関係） 

 

(次頁に続く) 
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II. 原材料ごとに計算で参照するデータ（日本食品標準成分表の値や原材料メーカーから入手

した値等）を用意する 

41 頁「参照するのに適したデータベース等の例」を参考に、計算で参照するデータを準備

します。 

III. 原材料の配合量当たりの栄養成分含有量を算出し、それらを合計する 

①計算で参照するデータから各原材料の配合量当たりの栄養成分含有量を計算します。なお、

この計算で用いる配合量は販売時の可食部における重量です。 

《例》 

日本食品標準成分表は 100g 当たりの成分値が記載されているので、下記のような計算式で

求めます。 

 
②①で求めた全ての原材料の栄養成分含有量を合計します。 

IV. 表示する食品単位当たりの栄養成分含有量を計算する 

①この製造レシピで調理加工した場合の出来上がり量を計量します。 

②表示する食品単位当たりの栄養成分含有量を計算します。 

 

２．調理加工による栄養成分の変動（成分変化率）について 

栄養成分は、熱、加圧、細切、混合、水分活性の上昇等によって、分解等変化をすることが

あります。調理による栄養成分の変動（成分変化率）は、調理方法により異なります。 

（１）日本食品標準成分表に調理後の含有量のデータがある場合の計算方法例 

日本食品標準成分表には、「ゆで」「焼き」等の調理後食品も収載されています。それらの

値を用いて計算する場合の例を下記に示します。 

 

【使用する値】 

A) 調理前の可食部重量 

B) 日本食品標準成分表の調理後（「ゆで」や「焼き」等）の成分値 

C) 重量変化率 
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（２）日本食品標準成分表の「調理による成分変化率の食品群・区分別一覧表」等を参考にする

例 

日本食品標準成分表に、「ゆで」、「焼き」等の調理後食品も収載されていない場合、日本食

品標準成分表 2015 年版（７訂）の「第３章資料３そう菜表 25 調理による成分変化率の食品

群・区分別一覧表」等を参考にする方法もあります。 

 

 
 

※ここで求められる値は、調理前の食品 100g 当たりの調理後の栄養成分含有量です。 

 

 

 

 

 

【資料】食品表示基準に規定されている基準値等       ［原－46］ 
 

【食品表示基準別表第９】  ＜省略、４０頁参照＞ 

 

【食品表示基準別表第 10】 

 

【食品表示基準別表第 11】   

＜省略、４３頁参照＞ 

【食品表示基準別表第 12】  

 

【食品表示基準別表第 13】  
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食品表示基準Ｑ＆Ａ 
                 （平成 27 年 3 月 30 日消食表第 40 号） 

（第１次改正 平成 27年７月 30日消食表第 395 号） 

（第２次改正 平成 27年 12 月 24 日消食表第 660 号） 

（第 3 次改正平成 29 年 9 月 1 日消食表第 410 号） 
（第 4 次改正平成 30 年 1 月 19 日消食表第 21 号） 
（第 5 次改正平成 30 年 9 月 1 日消食表第 495 号） 
（第 6 次改正平成 31 年 3 月 1 日消食表第 72 号） 
（第 7 次改正令和元年 5 月 7 日消食表第 201 号） 
（第 8 次改正令和元年 7 月 1 日消食表第 148 号） 
（第 9 次改正令和元年 9 月 19 日消食表第 320 号） 

 

 

平成 27 年３月 

（最終改正 令和元年 9月 19 日） 

消費者庁 食品表示企画課 

 

資 料 一 覧 

                               頁 

  はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５２ 

  第１章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５２ 

  第２章 加工食品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５８ 

  第３章 生鮮食品＜省略、必要な場合は消費者庁のホームページをご覧ください。＞ 

  第４章 添加物 ＜省略、同上＞    

  第５章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３１ 

  附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３１ 

  別添 製造所固有記号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３４ 

  別添 食品の栄養成分データベースの構築ガイドライン＜省略、同上＞ 

  別添 アレルゲンを含む食品に関する表示・・・・・・・・・・・・・・・ ２５３ 

  別添 遺伝子組換え食品に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８５ 

  別添 ゲノム編集技術応用食品に関する事項 ＜令和元年 9月 19 日新設＞・・・ ３０５ 

  別添 原料原産地表示（別表 15 の 1～6）・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０８ 

別添 新たな原料原産地表示制度 ＜平成 29 年 9 月 1 日新設＞・・・・・・ ３２６ 

  別添 弁当・惣菜に係る表示   ＜以下省略、必要な場合は消費者庁のホー 

  別添 生食用牛肉に関する事項       ムページをご覧ください。＞ 

  別添 魚介類の名称のガイドライン 

  別添 玄米及び精米に関する事項 
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  はじめに・第１章 総 則 

          目     次               ［目次：原－1] 

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５３ 

問 現行制度からの変更点について、概要を説明してください。 

第１章 総 則 

第１条（適用範囲）関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５４ 

（総則－１）どのような食品が食品表示基準の適用を受けるのですか。 

（総則－２）食品表示基準の適用範囲が「販売する場合」となっていますが、「販売する場合」に

該当しない場合にはどのような場合がありますか。 

（総則－３）容器包装に入れられホチキス、輪ゴム止め等によって閉じられた加工食品や、板付

かまぼこ、かすてら等をパラフィン紙等の簡易な方法により包装したもの（両端を開放した

もの）は、表示が必要ですか。 

（総則－４）「加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合」について具体的にはどのよ

うな場合が該当しますか。 

（総則－５）加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合（生食用牛肉の注意喚起表示

を除く。）には、容器包装の有無にかかわらず、食品表示基準の適用はないのですか。 

（総則－６）有機加工食品には食品表示基準が適用されますか。 

（総則－７）店頭において、客の求めに応じ個々に表示されている食品を詰め合わせした場合の

外装である化粧箱等について、さらにこの化粧箱等にも表示をする必要があるのですか。 

（総則－８）詰め合わせ食品の表示方法はどうすればよいですか。 

（総則－９）輸出食品は、製品が輸出用と確定するまでは食品表示基準の適用を受けるものと解

されますが、初めから輸出目的で製造した製品にあっては表示（和文、英文を問わず）をす

る必要がないと考えてよいでしょうか。 

（総則－10）食品関連事業者以外とは具体的にどのような業種を指しますか。複数の具体的な例

を挙げて説明してください。 

第２条（定義）関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５５ 

（加工食品及び生鮮食品関係） 

（総則－11）「加工食品」及び「生鮮食品」はどのようなものですか。 

（総則－12）＜生鮮食品、加工食品の仕分け、菓子は該当ないので省略＞ 

（総則－13）「製造」及び「加工」の定義を教えてください。 

（総則－14）食品関連事業者の行為における「製造」、「加工」とは、具体的にはどのような行為

を指しますか。 

（総則－15）加工食品において、「製造者」、「加工者」とはどのような行為を行った者を指すので

すか。 

（総則－16）スーパーマーケットのバックヤード等で小分け包装した加工食品をその場で販売す

る場合、食品表示基準に基づく定められた表示は必要ですか。 

（総則－17）いわゆる業務用スーパーなどで消費者にも販売される可能性のあるものは、どのよ

うな表示を行えばよいのですか。 

（総則－18）・・・酪農製品と、乳等省令上の乳及び乳製品・・・＜省略＞ 

（総則－19）生鮮食品における・・・＜省略＞ 

（業務用加工食品及び業務用生鮮食品関係） 

（総則－20）業務用加工食品と業務用生鮮食品の定義・・・＜省略＞ 
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（特定保健用食品関係） 

（総則－21）保健機能食品やいわゆる健康食品の制度については、 

他に参照すべきＱ＆Ａ等はありますか。・・・＜省略＞ 

（消費期限及び賞味期限関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５７ 

（総則－22）「消費期限」とは、どのような意味ですか。また、食品を購入した後、家庭等で保存

中に「消費期限」を過ぎた場合には、どのようにすればいいのですか。 

（総則－23）「賞味期限」とはどのような意味ですか。また、食品を購入した後、家庭等で保存中

に「賞味期限」を過ぎた場合には、どのようにすればいいのですか。 

（添加物関係） 

（総則－24）添加物表示の義務のある食品はどのような範囲ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに  

問 現行制度からの変更点について、概要を説明してください。 

（答） 

食品表示基準は、基本的に「食品衛生法」、「ＪＡＳ法」、「健康増進法」の３法に基づく基準

を統合したものですが、主に下の点について変更を行っています。 

①から⑧までについては、別途Ｑ＆Ａを設けておりますので、詳細はそちらを御参照くださ

い。 
① 加工食品と生鮮食品の区分の統一 

② アレルギー表示に係るルールの改善 

③ 栄養成分表示の義務化 

④ 栄養強調表示に係るルールの改善 

⑤ 原材料名表示等に係るルールの変更 

⑥ 販売の用に供する添加物の表示に係るルールの改善 

⑦ 通知等に規定されている表示ルールの一部を基準に規定 

⑧ 表示レイアウトの改善 

⑨ 新たな機能性表示制度の創設 
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第１章 総 則 

第１条（適用範囲）関係 

（総則－１）どのような食品が食品表示基準の適用を受けるのですか。 

（答） 

食品表示法第２条第３項第１号に規定する食品の製造・加工・輸入を業とする者（当該食品

の販売をしない者を除く。）又は食品の販売を業とする者や食品関連事業者以外の者（バザー等

で販売する者など、販売を業としない者）が、加工食品（酒類を含む。）、生鮮食品又は添加物

を販売する場合及び不特定又は多数の者に対して無償で譲渡する場合に適用を受けます。 

なお、配合飼料のように食品でないものは対象とはなりません。 

（総則－２）食品表示基準の適用範囲が「販売する場合」となっていますが、「販売する場合」

に該当しない場合にはどのような場合がありますか。 

（答）特定かつ少数の者に対して無償で譲渡する場合が該当します。 

（総則－３）容器包装に入れられホチキス、輪ゴム止め等によって閉じられた加工食品や、板付

かまぼこ、かすてら等をパラフィン紙等の簡易な方法により包装したもの（両端を開放したも

の）は、表示が必要ですか。 

（答） 

「容器包装に入れられた」とは「詰」、「入」の区別をしません。したがってホチキス、輪ゴ

ム止め等によって容器包装に閉じられた加工食品品や、板付かまぼこ、かすてら等にパラフィ

ン紙等で簡易な方法により包装したもの（両端を開放したもの）は、容器包装に入れられた加

工食品として表示が必要となります。 

（総則－４）「加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合」について具体的にはどの

ような場合が該当しますか。 

（答） 

食品表示基準第１条ただし書の「加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合」と

は、具体的にはレストラン、食堂、喫茶店等の外食事業者による食品の提供（例えば、飲食店

で提供される状態のものを自宅へ届けてもらうなどの外食事業者による出前を含む。）を指しま

す。 

なお、上記の外食事業者が、別の場所で製造・加工したものを仕入れて、飲食させる場合に

ついては表示は必要はありませんが、単に販売する場合については製造・加工した者又は販売

をする者のいずれかが表示を行う必要があります。 

（総則－５）加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合（生食用牛肉の注意喚起表示

を除く。）には、容器包装の有無にかかわらず、食品表示基準の適用はないのですか。 

（答）食品表示基準第１条ただし書のとおり、適用はありません。 

（総則－６）有機加工食品には食品表示基準が適用されますか。 

（答） 

適用されます。 

有機加工食品の日本農林規格（平成 12 年１月 20 日農林水産省告示第 60 号）第５条及び食品

表示基準に基づく表示を行ってください。 

また、有機酒類については、酒類における有機等の表示基準（平成 12 年 12 月 26 日国税庁告

示第７号）及び食品表示基準に定められた表示を行ってください。 

（総則－７）店頭において、客の求めに応じ個々に表示されている食品を詰め合わせした場合の

外装である化粧箱等について、さらにこの化粧箱等にも表示をする必要があるのですか。 

（答） 

個々の容器包装に表示をしてある食品を、客の求めに応じて箱等に入れて販売する場合の箱

等には表示をしなくても差し支えありません。 
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（総則－８）詰め合わせ食品の表示方法はどうすればよいですか。 

（答） 

購買者の求めに応じて詰め合わせ内容がその都度変わる場合は、外装は単なる化粧箱に過ぎ

ないと考えられるので外装には表示を要しませんが、このような場合を除いては、外装（小売

のための包装）に表示することが必要です。 

（総則－９）輸出食品は、製品が輸出用と確定するまでは食品表示基準の適用を受けるものと解

されますが、初めから輸出目的で製造した製品にあっては表示（和文、英文を問わず）をする

必要がないと考えてよいでしょうか。 

（答） 

輸出用として特定され、国内で消費者に販売されない製品であって、商慣習、契約等により

表示をすることが不適当なものについては、食品表示基準に規定する表示を省略しても差し支

えありません。 

（総則－10）食品関連事業者以外とは具体的にどのような業種を指しますか。複数の具体的な例

を挙げて説明してください。 

（答） 

反復継続性のない販売を行う者を指し、例えば、小学校のバザーで袋詰めのクッキーを販売

する保護者や、町内会の祭りで瓶詰めの手作りジャムを販売する町内会の役員等が想定されま

す。 

第２条（定義）関係 

（加工食品及び生鮮食品関係） 

（総則－11）「加工食品」及び「生鮮食品」はどのようなものですか。 

（答） 

食品表示基準第２条第１項第１号及び第２号に規定されています。 

「加工食品」は、「製造又は加工された食品」と定義され、調味や加熱等したものが該当し、

具体的な品目は食品表示基準別表第１に掲げられています。 

「生鮮食品」は、「加工食品及び添加物以外の食品」と定義され、単に水洗いや切断、冷凍等

したものが該当し、具体的な品目は食品表示基準別表第２に掲げられています。 

（総則－12）＜生鮮食品、加工食品の仕分け、菓子は該当ないので省略＞ 

 

（総則－13）「製造」及び「加工」の定義を教えてください。 

（答） 

一般的には、 

① 「製造」とは、その原料として使用したものとは本質的に異なる新たな物を作り出すこと 

② 「加工」とは、あるものを材料としてその本質は保持させつつ、新たな属性を付加すること 

です。 

（総則－14））食品関連事業者の行為における「製造」、「加工」とは、具体的にはどのような行

為を指しますか。 

（答） 

「加工」とは、新たな属性を付加する行為であり、加工行為を行う前後で比較して、本質の

変更を及ぼさない程度の行為を指します。具体的には以下の行為が「加工」に該当します。な

お、酒類における「製造」 、「加工」の判断については、「食品表示法における酒類の表示のＱ

＆Ａ（平成 30 年７月国税庁）」を確認 願います。 

（次頁に続く） 
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加工 

 

形態の 

変更 

切断 加工食品の単なる切断（ハムの塊をスライス、など） 

整形 加工食品の大きさを整える（ブロックのベーコンの大きさと形

を整えるなど）。 

選別 加工食品を選別（煮干を大きさで選別など） 

破砕 生鮮食品や加工食品を粉末（粉状にしたもの）ではなく、少し

砕く行為（挽き割り大豆など） 

混合 異なる種類の生鮮食品や加工食品の混合（キャベツとレタスの

野菜ミックス、あられと落花生の混合（柿ピー）など。ただ

し、粉体と粉体、液体と液体、固体と液体の混合を除く。） 

容器 

包装の

変更 

盛り合わせ 複数の異なる種類の生鮮食品を盛り合わせること（マグロとサ

ーモンの刺身盛り合わせ、など） 

※盛り合わせたＡ、Ｂは別々に食する。 

生鮮食品や加工食品（異なる種類）の盛り合わせ（マグロとゆ

でダコの盛り合わせ、など） 

小分け 加工食品を小分け包装する。（うなぎ蒲焼きをバルクで仕入れ

小分けする、など） 

加塩 既に塩味のついた加工食品を加塩する。（塩鮭甘口に振り塩を

し塩鮭辛口にする、塩蔵わかめに塩を加えるなど） 

骨取り 原型のまま除骨のみ行う（塩サバの骨とりなど）。 

表面をあぶる 生鮮食品の表面だけあぶる行為（牛肉のタタキ、カツオのタタ

キなど） 

冷凍 単に加工食品を冷凍したもの（凍り豆腐、寒天、冷凍食品等の

製造行為に該当するものを除く。） 

解凍 自然解凍等により、単に冷凍食品を冷蔵もしくは常温の状態ま

で解凍したもの（冷凍ゆでだこを解凍する。） 

結着防止 固まらないように植物性油脂を塗布（レーズンへの植物性油脂

の塗布） 

 

（総則－15）加工食品において、「製造者」、「加工者」とはどのような行為を行った者を指すの

ですか。 

（答） 

食品表示基準では従来の食品衛生法の「製造者」及び「加工者」の定義が変わります。 

「製造」行為を行った者は「製造者」、「加工」行為のみを行った者は「加工者」となります。 

（一連の工程を同一事業者が行った場合） 

牛肉を焼いて（製造）、カット（加工）した事業者は「製造者」に当たります。 

（それぞれの工程を別々の事業者が行った場合） 

牛肉を焼いた（製造）事業者は「製造者」になります。 

その焼いた牛肉を別の事業者がカット（加工）した場合、カットした事業者は「加工者」と

なります。 

どのような行為が「製造」又は「加工」に当たるのかについては総則－15 を参考にしてくだ

さい。 

（総則－16）スーパーマーケットのバックヤード等で小分け包装した加工食品をその場で販売す

る場合、食品表示基準に基づく定められた表示は必要ですか。 

（答） 

スーパーマーケットのバックヤード等で単に小分け等を行った加工食品をその場で販売する

場合は、食品表示基準に定められた表示が必要となります。なお、この場合は、食品表示基準
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第５条第１項の表の「食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」に該当しませんので、

原材料名、内容量などの表示をする必要があります。 

（総則－17）いわゆる業務用スーパーなどで消費者にも販売される可能性のあるものは、どのよ

うな表示を行えばよいのですか。 

（答） 

主として業務用の食品として販売されるものであっても、消費者に販売される形態となって

おり、消費者にも販売される可能性があるものについては、一般用加工食品として表示する必

要があります。 

（総則－18）（総則－19）  ＜省略＞                     [原－11] 

（業務用加工食品及び業務用生鮮食品関係） 

（総則－20） ＜省略＞                           [原－11] 

（特定保健用食品関係） 

（総則－21） ＜省略＞                           [原－12] 

（消費期限及び賞味期限関係） 

（総則－22）「消費期限」とは、どのような意味ですか。また、食品を購入した後、家庭等で保

存中に「消費期限」を過ぎた場合には、どのようにすればいいのですか。 

（答） 

「消費期限」とは、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質

（状態）の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日の

ことであり、「消費期限」を過ぎた食品は食べないでください。 

（総則－23）「賞味期限」とはどのような意味ですか。また、食品を購入した後、家庭等で保存

中に「賞味期限」を過ぎた場合には、どのようにすればいいのですか。 

（答） 

「賞味期限」とは、定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の

保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日のことであり、「賞味期限」を過ぎた食

品であっても、必ずしもすぐに食べられなくなるわけではありません。また、それぞれの食品

が食べられるかどうかについては、その見た目や臭い等により、五感で個別に食べられるかど

うかを消費者が判断し、調理法を工夫することなどにより、食品の無駄な廃棄を減らしていく

ことも重要です。 

（総則－24）添加物表示の義務のある食品はどのような範囲ですか。 

（答） 

添加物表示を行う食品の範囲は、食品表示基準第３条第１項、第 10 条、第 15 条、 第 19 条、

第 24 条又は第 29 条に規定されている食品です。ただし、容器包装の表示 可能面積がおおむね

30 平方センチメートル以下であるもの、生鮮食品にあっては 食品表示基準別表第 24 に掲げる

アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウ ィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリ

ン、パイナップル、バナナ、パパイ ヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びり

んごにおける防かび剤 又は防ばい剤として使用される添加物以外の添加物にあっては、省略す

ることが できます。 
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第２章 加工食品   

目      次               [目次：原－2] 

（加工－１）一般用加工食品には、どのような表示が義務付けられているのですか。・・ １７１ 

第３条第１項（横断的義務表示）関係  

（表示の対象について）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７１ 

（加工－２）「容器包装に入れられた加工食品」の定義を教えてください。また、次のものは該当

しますか。 

① 串に刺してある焼き鳥をそのまま販売 

② トレイに載せた加工食品（ラップ等で包装しないもの） 

③ 小分け包装している製品をダース単位でまとめた加工食品包装 

④ 消費者に渡す際に紙、ビニール等で包装した加工食品 

（加工－３）加工食品であっても、容器包装せずにばら売りするなどの場合は、表示はしなくて

よいのですか。 

（加工－４）客の注文に応じて弁当、そうざいをその場で容器に詰めて販売している場合、食品

表示基準に定められた表示が必要なのですか。 

（加工－５）タンクローリーやコンテナ等の通い容器についても表示義務が課されるのですか。 

（加工－６））販売業者等が、何らかの理由で表示のないものを入手して、販売等する場合は、販

売業者等が自ら食品表示基準に定められた表示を行う必要がありますが、この場合、製造所

所在地、製造者氏名等で不詳なものはどのように表示すればよいのですか。 

（名称関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７２ 

（加工－７）商品名を名称として表示したり、名称に括弧を付して商品名を併記することはでき

ますか。 

（加工－８）商品名が一般的な名称ではない場合、一般的な名称を商品名に併記すれば、一括表

示部分の名称を省略することができますか。 

（加工－９）義務表示事項の名称として、「黒糖」又は「黒砂糖」と表示できるものはどのような

ものですか。 

（加工－10）乳酸菌飲料（発酵乳を含む）の・・・＜省略＞ 

（保存の方法関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７３ 

（加工－11）食品を購入した後は、どのように保存すればいいのですか。  

（加工－12）保存方法の表示はどのように行えばよいのでしょうか。 

（消費期限又は賞味期限関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７３ 

（加工－13）「消費期限」と「賞味期限」は、それぞれどのような食品に表示されますか。 

（加工－14）賞味期限として「年月日」を表示しているものと、「年月」までしか表示していない

ものがありますが、どうしてですか。 

（加工－15）どうして、製造年月日の表示を義務付けないのですか。 

（加工－16）誰が消費期限や賞味期限を決めているのですか。 

（加工－17）どのように、消費期限や賞味期限を設定する必要がありますか。 

（加工－18）食品関連事業者が消費期限又は賞味期限を設定する場合に実施しなければならない

検査等は定められているのですか。 

（加工－19）全ての商品について微生物試験、理化学試験、官能検査等を実施する必要があるの

でしょうか。 
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（加工－20）期限設定の設定根拠を消費者等から求められた場合には、どのように対応すればよ

いですか。 

（加工－21）輸入食品の消費期限又は賞味期限の表示を行う際に注意を要する点はありますか。 

（加工－22）加工食品に賞味期限を設定する場合、安全係数についてはどう設定すればいいので

しょうか。 

（加工－23）消費期限又は賞味期限についての食品表示基準違反があった場合には、販売業者も

食品表示法上の責任を問われるのですか。 

（加工－24）いわゆる１／３ルール※に基づいて、納入期限、販売期限が設定されている実態があ

りますが、法令上の根拠があるのでしょうか。 

（加工－25）消費期限又は賞味期限の表示方法はどのようなものですか。 

（加工－26）次の例のように、表示箇所を指定する方法で、賞味期限の年月日を単独で表示した

場合、製造所固有記号、ロット番号、その他の記号を併記してもよいですか。 

（加工－27）製造年月日を記載した上で、次の方法で表示してもよいですか。 

① 消費期限製造日から３日間 
② 賞味期限製造日から１箇月間 
③ 賞味期限製造日から３箇月間（期限表示が年月表示に簡略できる場合） 

（加工－28）賞味期限が３箇月を超える場合の期限の表示は年月までで可とされていますが、品

質保持の期間が 100 日の食品を４月 10 日に製造すると、その賞味期限は７月 18 日となりま

す。年月で表示するとした場合、表示上は６月、７月のいずれとすべきでしょうか。 

（加工－29）製造後３箇月以上品質保持が可能な食品について、商品管理の上でロット番号を月

の後に記載してもよいですか。 

（加工－30）輸入食品に表示されている消費期限又は賞味期限の表示方法について、下記の例の

ように原産国において既に消費期限又は賞味期限が表示されている場合は、食品表示基準に

基づく消費期限又は賞味期限の表示が表示されているものとみなしてよいのでしょうか。 

例： 

① ＢｅｆｏｒｅＥｎｄＡＰＲ．２２ 

② ０４－２２ 

③ １４．１１．２０２２ 

（加工－31）消費期限又は賞味期限の用語の意味が、必ずしも消費者にとって分かりやすくない

ので、説明を付記してもよいですか。 

（加工－32）カタログやインターネットを利用した通信販売など、食品の容器包装に表示を行う

だけでは、購入に際して消費者に必要な情報を伝達できない場合がありますが、どのように

すればよいでしょうか。 

（加工－33）消費期限又は賞味期限の表示に加え、「お早めにお召し上がり下さい。」との表示を

併記してもよいですか。 

（加工－34）消費期限又は賞味期限の表示に加え、期限表示が未開封の状態を前提としているこ

とを併せて表示することはできますか。 

（加工－35）賞味期限の表示に加え、腐敗や変敗等の品質劣化の目安となる情報を併せて表示す

ることはできますか。 

（加工－36）賞味期限が異なる２つ以上の食品を詰め合わせた商品を販売する場合、外装の賞味

期限の表示はどのように行えばよいでしょうか。 

（加工－37）酒類について、一部の瓶入りビールで従来から実施されているとおり、ラベル周辺

に年月日の部位に切れ込みを入れて日付を表示する方式（切れ欠き方式）は認められますか。 

（加工－38）表示された期限を過ぎた食品を販売してもよいのですか。 
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（加工－39）商品を陳列した後でも、合理的な根拠のある期限の範囲内であれば、消費期限や賞

味期限を延長して表示することは可能ですか。 

（加工－40）流通の過程で冷凍されるなど、保存条件が変更された場合、消費期限又は賞味期限

をどのように設定すればいいのですか。 

（加工－41）冷凍で納品された商品を、店内で保存温度を変更して陳列販売する場合、保存温度

変更者を表示する必要はないですか。 

（加工－42）冷凍状態で販売店まで流通し、販売店において販売時に解凍して冷蔵状態で販売さ

れることを前提として製造される食品について、販売店で冷蔵状態での賞味（消費）期限を

印字するため、製造時に冷凍状態での賞味期限の印字を省略することはできますか。 

（加工－43）加工の段階で、期限を過ぎた原材料を使用することは可能ですか。 

（加工－44）一度出荷した後返品された商品がまだ期限内の場合、出荷時に付した期限（日時）

をそのまま用いたり、期限を延長して付したりして出荷することはできますか。 

（加工－45）科学的な根拠に基づき設定された期限を超えた期限を表示した場合の食品表示法上

の取扱いはどうなるのですか。 

（加工－46）製造年月日が逆算できない製品（賞味期限を年月で表示している製品）で、かつ、

ロット番号も記載していない場合、廃棄等の措置を講じなければならない違反が発見された

際の取扱いはどうなるのですか。 

（加工－47）製造物責任法と、食品表示法に基づく消費期限又は賞味期限の表示との関連はどの

ように考えればよいのですか。 

（加工－48）消費期限又は賞味期限前に販売された食品を購入した消費者が、その期限を過ぎた

後に当該食品を喫食して食中毒が起こった場合、消費者に対する営業者の民事上の責任はあ

るのですか。 

（加工－49）期限を過ぎた食品を販売して食中毒が発生した場合、消費者に対する民事上の責任

は、製造業者、販売業者のどちらにあるのですか。 

（加工－50）以下のような事例は違反になるのでしょうか。 

事例① 

生食用として販売予定の鮮魚を、加熱調理用の鮮魚として販売する際に、消費期限を数

日延長した。なお、加熱調理用の消費期限は、科学的根拠に基づき設定されていた。 

事例② 

製造当日を消費期限として表示した量り売りのそうざいが売れ残った際に、その一部を

冷蔵保管し、翌日に、その日を消費期限と表示して販売した。なお、販売者は消費期限を

科学的根拠に基づき、製造日から４～５日と設定していた。 

（原材料名関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８４ 

（加工－51）中間加工原材料を使用した場合の原材料名の表示方法について教えてください。 

（加工－52）複合原材料を分割して表示できる条件の詳細について教えてください。 

（加工－53）複合原材料を使用した場合、分割して表示できない場合を教えてください。 

（加工－54）複合原材料の原材料について、複合原材料に占める重量割合が５％未満で重量順位

が３番目、４番目の原材料を「その他」と表示し、５番目の原材料を抜き出して表示するこ

とはできますか。 

（加工－55）加工食品の原材料として有機農産物や有機農産物加工食品を使用した場合、「有機ト

マト」、「有機小麦粉」など使用した原材料が有機である旨を表示することはできますか。 

（加工－56）原材料として少量しか使用しないものや通常は食さないものについても全て表示す

る必要がありますか。 

（加工－57）原材料の表示順は、製造時の原材料配合割合に従って決定するのですか。 
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（加工－58）原材料名の書き方として「野菜」、「魚介類」、「糖類」、「風味原料」等、同種の原材

料を複数使用している場合、まとめて表示することはできますか。 

（加工－59）複数の加工食品により構成される製品の原材料の表示方法を教えてください。 

（加工－60）・・・＜店内加工の鍋物セット、焼き肉セット等の表示、省略＞ 

（加工－61）原材料名の表示で、次のように表示することは可能ですか。 

① 数種類の魚を一括して「魚」、「魚肉」 

② 本マグロ 

③ 黒糖、還元水あめをまとめて「砂糖」 
④ 有機大豆 

⑤ NON-GMO 大豆 

（加工－62）同一工場で「エビしゅうまい」、「カニしゅうまい」、「ホタテしゅうまい」を製造し

て詰め合わせている場合の原材料の表示方法は、その商品ごとにするのですか 

（加工－63）他社から仕入れた数種類の製品を詰め合わせた場合、原材料名の表示はどのように

すればよいですか。 

（加工－64）原材料に占める重量の割合が２％以下の香辛料については、「香辛料」とまとめて表

示できることとなっていますが、２％とはそれぞれの香辛料についてですか、それとも香辛

料の全てを合算したものですか。また、香辛料の一部を強調するために普通の原材料として

表示することは可能ですか。 

（加工－65）・・・カレー粉等・・・＜省略＞ 

（加工－66）・・・地鶏肉や熟成ハム・ソーセージ類・・・＜省略＞ 

（加工－67）・・・調理冷凍食品の原材料名の・・・＜省略＞ 

（加工－68）魚肉練り製品に・・・＜省略＞ 

（加工－69）菓子に黒糖を使用した場合、原材料に黒糖又は黒砂糖と書いていいですか。 

（加工－70）黒糖や加工黒糖の原材料表示は、どのようにしたらよいですか。 

（加工－71）・・・「すじこ」・・・＜省略＞ 

（加工－72）農産物を原料とする場合、季節や産地などによるばらつきを補正するために調整資

材を使用することがあり、製造ごとに配合量が変化する可能性がありますが、その場合の原

材料の表示順において、基本的な配合量に従って表示をすることができますか。 

（加工－73）原材料と添加物は区分して表示することになっていますが、原材料、添加物の表示

順序は特に指定はないという解釈でよろしいでしょうか。 

（加工－74）複合原材料に使用されている添加物は、複合原材料の括弧内の最後に表示するので

すか。それとも一括表示の原材料名欄の最後に表示するのですか。 

（添加物関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９１ 

（加工－75）「一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用される品目リス

ト」（以下「一般飲食物添加物リスト」という。）に収載されていない食品は、添加物の目的

で使用しても、添加物表示は不要と解してよいですか。 

（加工－76）アミノ酸液はどのように表示すればよいですか。 

（加工－77）寒天を使用した食品において、「寒天」はどのように表示すればよいですか。 

（加工－78）一括名又は添加物の用途を示す名称を物質名表示を行なった上で、付記してもよい

ですか。 

（加工－79）一括名の表示に、使用した添加物の名称を付記してもよいですか。 

（例）酸味料（クエン酸等）、乳化剤（レシチン） 

（加工－80）塩化マグネシウム又は塩化マグネシウム含有物を使用した場合、付加的に「（にが

り）」を表示してもよいですか。 
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（加工－81）パラオキシ安息香酸エステル類をパラベンと表示できますか。 

（加工－82）「香辛料抽出物」の表示に際して、個別の原材料名を付与した名称である「香辛料

（基原物質名）＋抽出物」（例えば「コショウ抽出物」）を用いてもよいですか。 

（加工－83）醤油に使用されたエタノールは保存料として・・・＜省略＞。 

（加工－84）調味料（アミノ酸、核酸）と表示することができますか。 

（加工－85）豆乳に・・・＜省略＞ 

（加工－86）カステラ等の包装時の保存のため、二酸化炭素でガス置換する場合、当該添加物の

表示は必要か。 

（加工－87）すし揚げ・・・＜省略＞ 

（加工－88）ベニコウジ色素に抽出溶剤として含まれるエタノールは表示する必要がありますか。 

（加工－89）しらすの過酸化水素の使用基準関係・・・＜省略＞ 

（加工－90）「添加物は一切使用していません」、「無添加」などと表示をすることはできますか。 

（加工－91）添加物製剤を使用している加工食品について、添加物製剤を構成する添加物をどの

ような順序で表示すればよいですか。 

（加工－92）添加物として甘味料（カンゾウ）や調味料（アミノ酸）を含む（新設） みそを煮物

に少量使用した場合、甘味料（カンゾウ）や調味料（アミノ酸） は、最終製品である煮物に

おいても表示が必要ですか。 

（内容量又は固形量及び内容総量関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９３ 

（加工－93）内容量の単位として、「ｇ」、「ｋｇ」、「ｍｌ」、「Ｌ」の記号は使えますか。 

（加工－94）期間限定のキャンペーンとして、通常の製品よりも増量した製品の販売を考えてい

ます。この場合、内容量はどのように表示したらよいですか。 

（加工－95）内容総量や固形量を商品の主要面に名称とともに表示する場合、一括表示部分にお

ける内容総量、固形量の表示を省略することはできますか。 

（加工－96）・・・豆腐は・・・＜省略＞ 

（加工－97）「内容量を外見上容易に識別できる」とは、具体的にはどのような状態のことですか。 

（加工－98）固形物に充填液を加え・・・缶又は瓶に密封した・・・＜省略＞ 

（加工－99）納豆等に添付するたれやからしの内容量は表示しなくてもよいですか。 

（加工－100）内容重量で管理すると個数が一定にならない製品（例えば、１㎏パック）について、

内容量を「１㎏（○～○個入り）」と、重量に個数を併記する場合には内容個数に幅を持たせ

た表示はできますか。 

（加工－101）・・・刺身を盛り合わせ・・・＜省略＞ 

（栄養成分（たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム）の量及び熱量関係）・・・ １９４ 

（加工－102）栄養成分の機能の表示や栄養強調表示をする成分以外の栄養成分について、合理的

な推定により得られた値を表示することができますか。 

（加工－103）栄養成分表示の表示値は、必ず「食品表示基準について（平（新設） 成 27 年３月

30 日消食表第 139 号）別添栄養成分等の分析方法等」に示 された方法を用いて得られた値で

なければなりませんか。例えば、たんぱく質量は、得られた全窒素量を、「食品表示基準につ

いて別添栄養成 分の分析方法等」に示された窒素・たんぱく質換算係数を用いて換算して 

得られた値でなければなりませんか。 

（加工－104）事業者が栄養表示を行う際に使用できる食品の栄養成分が掲載されたデータベース

には、どのようなものがありますか。 
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（加工－105）当該食品の百グラム若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位当

たりの量を表示するとあるが、その他の一単位の定義は何ですか。例えば、シュウマイ、餃

子の一個当たりの単位もその定義に含まれるのでしょうか。 

（加工－106）当該食品単位が一食分である場合にあっては、当該一食分の量を併記するとあるが、

その他食品単位についても目安となる重量を併記してもよいですか。 

（加工－107）１個の重量に多少のバラツキがある食品について、食品単位当たりを「１個（△g）

当たり」と表示する場合、栄養成分表示の枠外に食品単位の重量がばらつく旨の補足を追記

することは可能ですか。 

（加工－108）一般用加工食品について、栄養成分の機能の表示や栄養強調表示（栄養成分の補給

ができる旨、栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨、糖類を添加していない旨、ナトリ

ウム塩を添加していない旨）をしない場合、一つの食品の栄養成分表示の中に、一部の項目

のみ合理的な方法による推定値で表示することは可能ですか。その場合、保管しておく合理

的根拠は「推定値」の表示を行った成分のみでよいですか。 

（加工－109）栄養表示をする場合の分析機関の指定はありますか。 

（加工－110） 

① 食品 100g 当たりのナトリウムの量が５mg 未満である場合には、「食塩相当量を０g」と表

示することは可能ですか。 

② ①に該当しない場合、食塩相当量は何桁まで表示すればよいですか。 

（食品関連事業者の氏名又は名称及び住所）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９５ 

（加工－111）食品関連事業者の電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレスやウェブサイトアドレス

を食品表示基準別記様式１の枠内に表示することができますか。 

（加工－112）製造所固有記号の問合せに対する応答義務は誰が負うのですか。 

（加工－113）食品関連事業者の表示方法を教えてください。 

（加工－114）食品関連事業者の事項名について、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工

者の氏名又は名称の表示との関係を教えてください。 

（加工－115）プライベートブランド商品など、販売者が表示内容について責任を持つ商品につい

て、販売者の委託により商品を製造している事業者名を併せて表示したい場合、どのように

表示すればよいですか。 

（加工－116）食品関連事業者名欄に氏名又は名称及び住所のほか、屋号、商号、商品ブランド名

やそれを図案化したマークを併記してもよいですか。 

（加工－117）原産国を実際に表示する義務があるのは誰ですか。 

（加工－118）表示責任者が販売者の場合であって、かつ製造所固有記号を使用できる場合に、製

造所固有記号を表示した上で、さらに任意で製造者の本社の名称等を表示したい場合、どう

表示したらよいですか。 

（製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称関係）・・・・・・ １９８ 

（加工－119）以下の場合は「製造者の氏名又は名称」の表示として適切ですか。 

① 製造者が個人の場合であって、「製造者の氏名又は名称」として、「消費太郎」のように

氏名が書いてなく「消費商店」のように屋号が書いてある場合 

② 製造者が法人の場合であって、「製造者の氏名又は名称」として、登記された正式の名称

（「株式会社消費物産」）でなく、単に「消費屋」とするように法人かどうか判然としない

方法で表示してある場合 

（加工－120）製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を表示する場合 

① 「製造所又は加工所の所在地」とは、本社等の事務所又は住居等ではなく、現品を製造又

は加工している製造所又は加工所を意味するのか。 
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② 「製造者又は加工者の氏名又は名称」とは、現品を製造している製造所の氏名又は名称で

はなく、本社等の氏名又は名称のことを意味するものか。 

（加工－121）製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称の表示をする場合、

例えば、以下の表示は可能ですか。 

製造者：消費食品株式会社（法人登記した法人名） 

製造者の住所：東京都△△区△△1-2-3（法人登記した法人の住所） 

製造所名：消費食品株式会社○○工場 

製造所の所在地：○○県○○市○○1234 

【表示】 

製造所 消費食品株式会社（○○工場） 

○○県○○市○○1234 

（加工－122）「製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は、食品関連事

業者の氏名又は名称及び住所と近接して表示しなければならない」とされていますが、近接

して表示する箇所に「製造所又は加工所の記載箇所」を表示する（例：製造所固有記号は○

○に記載）ことで、他の箇所に表示することは可能ですか。 

第３条第２項（その他横断的義務表示）関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９９ 

（アレルゲン） 

（加工－123）アレルゲンの表示について、教えてください。 

（特定保健用食品関係）      ＜省略＞               [目次：原－11] 

（加工－124）～（加工－126） 

（遺伝子組換え食品に関する事項関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９９ 

（加工－127）加工食品の遺伝子組換え食品に関する事項の表示について教えてください。 

（乳児用規格適用食品である旨関係） ＜省略＞              [目次：原－11] 

（加工－128）～（加工－144） 

（原料原産地関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９９ 

（加工－145）加工食品の原料原産地表示について教えてください。 

（原産国名関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９９ 

（加工－146）・・・煮干魚類・・・＜省略＞                [目次：原－12] 

（加工－147）・・・「干しえび」・・・＜省略＞ 

（加工－148）・・・「ぶどうオイル」・・・＜省略＞ 

（加工－149）・・・紅茶の荒茶・・・＜省略＞（ 

（加工－150）Ｓ国で素焼きしたおかきを輸入し、国内で仕上げ（味付け）をするのですが、原産

国表示が必要となりますか。 

（加工－151）水産物を洋上加工・・・＜省略＞ 

（加工－152）外国（Ａ国）で製造された加工食品を別の外国（Ｂ国）を経由して輸入した場合、

食品表示基準では原産国名はどちらを表示すべきですか。 

（加工－153）次の場合は、原産国名はどのように表示すればよいのですか。 

①Ａ国産のいりごまとＢ国産のちりめんじゃこをＣ国で混合した場合 

②Ａ国産のいりごまとＢ国産のいりごまをＣ国で混合した場合 
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（加工－154）外国から輸入した原材料を使用して国内で味付けなどするような加工を行った場合、

「国産」、「○○県産」等と表示してもよいですか。また、原材料が外国産であることを強調

したい場合はどのように表示すればよいですか。 

（加工－155）製品の原産国名を表示する必要がある加工食品の考え方について教えてください。 

（加工－156）製品の原産国について教えてください。また、（加工－155）でいう「輸入された製

品について、国内で商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が施されていない製品」

とはどのような製品ですか。 

（加工－157）以下のものの原産国はどのようになりますか。 

① 緑茶及び紅茶 

② インスタントコーヒー 

③ 清涼飲料・果汁飲料 

④ 詰め合わせ商品 

⑤ チョコレート 

（加工－158）加工食品を輸入し、国内で小分け包装や詰め合わせをした製品にはどのような表示

が必要ですか。 

（加工－159）ボイルしたカニ・・・＜省略＞ 

（加工－160）次のように外国産の原料を使用して国内で製造した製品については、原産国を表示

する必要がありますか。 

また、その場合に製造者欄の表示はどうなるのですか。 

① 外国産干しえびを国内で味付けする場合 

② 外国産干しえびを国内で袋詰めする場合 

（加工－161）Ａ国から甲社がバルク輸入した「うなぎ蒲焼き」を甲社自らが加工せずに最終包装

し販売した場合の表示方法を教えてください。 

（加工－162）Ａ国から甲社がバルク輸入した「うなぎ蒲焼き」を乙社が加工せずに最終包装し、

丙社が表示内容を含めて責任を持ち販売した場合の表示方法を教えてください。 

（加工－163）Ａ国から輸入した「うなぎ」を甲社が国内で加熱調理し、「うなぎ蒲焼き」として

乙社にバルクで販売し、その「うなぎ蒲焼き」を乙社が最終包装し、販売した場合の表示方

法を教えてください。 

（加工－164）・・・緑茶・・・＜省略＞ 

第３条第３項（横断的義務表示の省略）関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０４ 

（保存の方法関係）                 

（加工－165）「直射日光を避け、常温で保存すること」という保存方法は、留意すべき事項がな

いものとして、表示を省略することができますか。 

（加工－166）食品表示基準第３条第３項の表の保存の方法の項及び消費期限又は賞味期限の項に

規定されている食塩は、保存の方法及び消費期限又は賞味期限の省略できる品目ですが、他

の食品原料や添加物を混ぜ合わせるなどした場合にも保存方法及び消費期限又は賞味期限の

表示は省略することができるのですか。 

（原材料名関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０４ 

（加工－167）原材料が１種類の場合は原材料名を表示しなくてもよいということですが、添加物

は含めないものとして考えてよいのですか。 

（内容量又は固形量及び内容総量関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０４ 

（加工－168）どのような場合に、一括表示部分の内容量の表示を省略することができますか。 
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（加工－169）内容量を商品の主要面に表示する場合、「内容量」の事項名を省略せずに商品の主

要面に記載することが必要ですか。 

（栄養成分の量及び熱量関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０５ 

（加工－170） １日に摂取する当該食品由来の栄養成分の量及び熱量が社会通念上微量である食

品にはどのようなものが含まれますか。 

（加工－171）極めて短い期間で原材料が変更される食品とはどういうものですか。 

（加工－172）小規模の事業者が消費者に販売する食品は、栄養表示をしようとする場合を除き、

栄養成分の量及び熱量の表示を省略することができますが、小規模の事業者が製造し、小規

模でない事業者が販売する場合も、栄養成分の量及び熱量の表示を省略することができます

か。 

（加工－173）小規模の事業者が製造し、小規模でない事業者が販売する際、小規模でない事業者

が栄養成分の量及び熱量の表示を追記した場合、栄養成分の量及び熱量の表示を追記した者

の氏名又は名称及び住所を表示する必要がありますか。 

（加工－174）「消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第９条第 1 項において消費税を納める義務が

免除される事業者」について。例えば、食品の製造・販売事業に加え、食品以外の製造・販

売事業も行っている場合、課税売上高は、食品の売上げのみで判断するのですか、それとも、

全事業の売上げで判断するのですか。 

（加工－175）「消費税法第 9 条第 1 項において消費税を納める義務が免除される事業者」につい

て。この者に該当するか否かは、いつの課税売上高を基準に判断するのですか。 

第４条（個別的義務表示）関係   ＜省略＞               [目次：原－14] 

（乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品） 

（水産加工食品） 

（冷凍食品） 

（食肉） 

（缶詰の食品） 

（生かき） 

（生食用牛肉） 

（調理冷凍食品） 

第５条（義務表示の特例）関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０７ 

（加工－194）インストア加工された業務用加工食品について・・・・・・ ＜省略＞ 

（加工－195）インストア加工した一般用加工食品を販売する際、原料原産地表示は必要ですか。 

（全般－７）と同じ。） 

（加工－196）「食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」について具体的にはどのよう

な場合が該当しますか。 

（加工－197）店頭で漬物、つくだ煮、菓子等を量り売り等する場合、多忙時を見込んであらかじ

めその日の販売見込量を包装して店頭に陳列している場合、この包装に表示義務はあります

か。 

（加工－198）食品を製造し、又は加工した場所で一般用加工食品を販売する場合に「製造所又は

加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称」を表示する際、事項欄を設けずに表

示してよいですか。 

（加工－199）「食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」の規定の適用範囲（どのよう

な場合であるか）について、旧基準における運用からの変更点はありますか。 
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第６条（推奨表示）関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０８ 

（加工－200）義務表示、推奨表示、任意表示のそれぞれの位置付け及び定義について具体的に教

えてください。また、アレルゲンを含む食品でいう推奨表示と栄養成分表示でいう推奨表示

との違いについても教えてください。 

（加工－201）推奨表示事項のうち、推奨された成分の含有量が０と表示できる場合にも表示する

必要はありますか。 

（加工－202）栄養成分表示（食品表示基準別記様式３）について、炭水化物の内訳表示のうち

「糖類」のみ表示することができますか。糖質と食物繊維を併せて表示しなければなりませ

んか。 

第７条（任意表示）関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０８ 

（特色のある原材料等に関する事項関係） 

（加工－203）食品表示基準第７条「特色のある原材料等に関する事項」について、本規定の目的

と概要を教えてください。 

（加工－204）特色のある原材料の表示についての経緯を教えてください。 

（加工－205）食品表示基準第７条の表の特色のある原材料等に関する事項の項の１で原料原産地

表示を除いている理由を教えてください。 

（加工－206）バターを使用して製造した製品に、バターの原料である牛乳を強調して表示したい

場合、「北海道産牛乳使用」のように表示することはできますか。 

また、黒糖又は黒砂糖を使用して製造した製品に、「沖縄産さとうきび使用」のように表示

することはできますか。 

（加工－207）どのような原材料が「特色のある原材料」に該当するのですか。 

（加工－208）「特色のある原材料」に該当するとされた（加工－207）の「⑥ 品種名等」及び

「⑦ 銘柄名、ブランド名、商品名」の具体的な範囲を教えてください。 

（加工－209）次のように表示する場合、特色のある原材料の表示に該当しますか。 

① [黒糖使用」 
② ｢青のりたっぷり」 
③ ｢炭焼き焙煎麦使用」 
④ ｢キリマンジャロブレンド」 

（加工－210）「レモン風味」と表示する場合、特色のある原材料の表示に該当しますか。また、

レモンを使用せず、香料で風味付けをした商品にこのような表示をしてもよいですか。 

（加工－211）特色のある原材料を使用した場合、必ず使用割合を表示しなければならないのです

か。 

（加工－212）特色のある原材料の割合表示として、 

① 製品に占める割合 

② 得色のある原材料と同一の種類の原材料に占める割合のいずれを表示すればよいですか。 

（加工－213）Ａ県産のりんご果汁とＢ県産の濃縮りんご果汁を使用した製品に、Ａ県産のりんご

果汁を使用した旨を表示する場合には割合の表示が必要ですが、使用した状態で重量の比較

をすればいいのですか。 

（加工－214）「○○％」ではなく「○割」と表示することも可能ですか。 

（加工－215）使用割合が変動する原材料を特色のある原材料として表示したい場合、どのように

割合表示を行えばよいですか。 

（加工－216）有機農産物や有機農産物加工食品を使用した旨を表示できるのは、どのような場合

ですか。 
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（加工－217）Ａ県産大豆とＢ県産大豆を混ぜて使用した旨を枠外で表示した場合は、一括表示枠

内の原材料名は、「大豆（Ａ県産○％、Ｂ県産△％）」と表示するのですか。 

（栄養成分（たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムを除く。）関係）・・・・・・ ２１６ 

（加工－218）トランス脂肪酸について表示する場合はどのように表示したらよいですか。 

（ナトリウムの量関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２１６ 

（加工－219）ナトリウム塩を添加していない食品の栄養成分表示（食品表示基準別記様式３）に

おいて、ナトリウムを任意で表示する場合、食塩相当量を枠外に記載することは可能ですか。 

（栄養機能食品に係る栄養成分の機能関係）     ＜省略＞       [目次：原－18] 

（加工－220）～（加工－225） 

（栄養成分の補給ができる旨関係）         ＜省略＞       [目次：原－18] 

（加工－226）～（加工－230） 

（栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨関係）  ＜省略＞       [目次：原－19] 

（加工－231） 

（糖類を添加していない旨及びナトリウム塩を添加していない旨関係）・・・・・・・ ２１６ 

（加工－232）糖類や食塩（ナトリウム）以外のものであっても、事実であれば無添加の表示は可

能ですか。 

（加工－233）糖アルコールを使用した場合、糖類無添加と表示できますか。 

（加工－234）食塩以外のナトリウム塩を技術的目的で添加する場合とはどのような場合ですか。 

（加工－235）「酵素分解その他何らかの方法により、当該食品の糖類含有量が原材料に含まれて

いた量を超えないこと」と規定していますが、ここで指している「“酵素分解その他何らかの

方法”」について、具体例と併せて教えてください。 

（加工－236）糖類無添加について、食品本来の成分として糖類を含む場合であっても、糖類の代

用として使用しなければ、糖類無添加表示はできますか。 

（加工－237）「砂糖不使用」、「砂糖無添加」といった表示を行うことは可能ですか。また、その

ような表示を行う場合、「ショ糖」の量を表示する必要はありますか。 

（加工－238）ナトリウム塩を添加していない食品について、ナトリウム量を表示し、食塩相当量

を括弧書きで表示する場合、必ず「食塩無添加」等の文言を表示しなければなりませんか。 

（加工－239）ナトリウム塩を添加していない食品について、「食塩相当量」で表示するかナトリ

ウムを任意で表示するかにかかわらず、欄外に「食塩由来ではない」といった注意書きを記

載することは可能ですか。 

（加工－240）カリウム塩等、ナトリウム塩ではない添加物を使用した場合、ナトリウム塩を添加

していない旨の表示ができますか。 

第８条（表示の方式等）関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１７ 

（加工－241）輸入品について、表示は邦文で書く必要があるのですか。 

（加工－242）食品表示基準別記様式１に従った表示を必ず行わなければならないのですか。 

（加工－243）食品表示基準第８条第３号「別記様式による表示と同等程度」に分かりやすい表示

として、どのようなものが考えられますか。 

（加工－244）一括表示は必要な全ての項目が満たされていれば、同一面でなく二つの面にまたい

で表示することも可能ですか。 

（加工－245）複数の表示事項について、表示箇所を一括表示部分に表示すれば、他の箇所に表示

することはできますか。 
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（加工－246）個別品目ごとに表示すべき名称が定められている食品については、食品表示基準で

定められた名称、内容量を主要面に表示すれば、一括表示部分の名称、内容量を省略するこ

とはできますか。 

（加工－247）詰め合わせ食品の表示方法について教えてください。 

（加工－248）数種類の製品を詰め合わせた場合、原材料名、添加物、内容量の表示はどのように

すればよいですか。 

（加工－249）数種類の製品を詰め合わせた場合、栄養成分の量及び熱量の表示はどのようにすれ

ばよいですか。 

（加工－250）セットを構成する食品について、個々のものを栄養強調表示することは可能ですか

（例えば、「30％塩分カットのめんつゆ使用」等） 

（加工－251）詰め合わせ商品、個包装集合体のもので、個包装に表示した場合、商品外装パッケ

ージにも表示する必要がありますか。必要がある場合、表示方法を教えてください。また、

反対に、個包装に表示せずに商品外装パッケージのみに表示することも可能ですか。 

（加工－252）原材料名の表示方法について、弾力的な運用はありますか。 

（加工－253）添加物の事項名欄を設けずに、原材料名の欄に原材料名と区分して表示する方法に

ついて教えてください。 

（加工－254） 

① 添加物を使用しないで製造された加工食品の原材料の表示方法 

② 添加物のみを使用して製造された加工食品の原材料の表示方法 

について教えてください。 
（加工－255）添加物を使用していない場合、添加物欄を設けて「なし」と表示することはできま

すか。 

（加工－256）プライスラベルにより原産国表示や原料原産地表示を行う際の注意事項を教えてく

ださい。 

（加工－257）製造者と表示責任者（販売者）が異なる場合の表示方法について具体的に教えてく

ださい。 

（加工－258）食品表示基準別記様式２又は３と同等程度に分かりやすく一括して表示する方法に

ついて教えてください。 

（加工－259）０表示の規定のない成分はどのように取り扱えばよいですか。 

（加工－260）β-カロテンを表示する場合、枠内に表示することができますか。 

（加工－261）糖質及び食物繊維の表示をもって炭水化物の表示に代えることができますか。 

（加工－262）食品表示基準別記様式３の「-」は必ず表示しなければなりませんか。 

（加工－263）食品表示基準別記様式３の「栄養成分表示」という文字を「栄養成分値」、「標準栄

養成分」等の文字にすることができますか。 

（加工－264）「おおむね 30 平方センチメートル」及び「おおむね 150 平方センチメートル」の

「おおむね」とはどの範囲までを指すのですか。 

（加工－265）文字ポイントの取扱いについて、行間・文字幅を詰めてもよいですか。 

（加工－266）プライスラベルで表示する場合、「名称」、「原材料名」などの事項名を省略するこ

とはできますか。 

（加工－265）プライスラベルとは別に一括表示を製品の裏側に表示してもよいですか。 

（加工－268）加工食品の注文書やカタログに表示をすることで、商品の容器包装への表示に代え

ることができますか。 
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（加工－269）輸入品について、原材料や外国の製造業者の名称等の義務表示事項が当該外国製造

業者により表示されていれば、それぞれ該当するものについて表示されているとみなせます

か。 

（加工－270）輸入品で既に現地の言語で、原材料名等の表示がなされていますが、これらを日本

語で表示することが必要ですか。 

（加工－271）食品表示基準の「表示可能面積」とはラベル面積又は容器包装の表面積のどちらで

すか。 

（加工－272）表示可能面積が 150 平方センチメートルより大きいの場合は、5.5～7.5 ポイントの

文字のサイズを使用することはできないのですか。 

（加工－273）表示は容器包装の見やすい箇所に表示することとなっていますが、ミシン打抜きや

打刻による表示は、見やすく理解しやすいものとして認められますか。 

（加工－274）容器包装の表示を誤った場合、上からシール等を貼り付けて訂正することは可能で

すか。 

（加工－275）食品表示基準別記様式１の備考 12「消費者の選択に資する適切な表示事項」とは具

体的にどのような事項がありますか。 

（加工－276）・・・ガラス製容器包装・・・「回収して繰り返し使用する・・・＜、省略＞ 

（加工－277）十分な加熱の表示は・・・＜、省略＞ 

（加工－278・279）国産はちみつ、牛乳の表示方法・・・＜省略＞ 

第９条（表示禁止事項）関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３０ 

（加工－280）調理冷凍食品の・・・＜省略＞ 

（加工－281）表示禁止事項の「実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語」、

「その他内容物を誤認させる文字、絵、写真その他の表示」とは、どのようなものですか。 

＜以下は、業務用加工食品関係であり、省略＞ 

第 10 条（義務表示）関係                        ［目次：原－22］ 

第 12 条（任意表示）関係及び第 13 条（表示の方式等）関係        ［目次：原－23］ 

第 14 条（表示禁止事項）関係 
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第 2章 加工食品                          ［原－13] 

（加工－１）一般用加工食品には、どのような表示が義務付けられているのですか。 

（答） 

一般用加工食品の義務表示事項及びその表示の方法は、主に食品表示基準第３条第１項及び

第２項、第４条、別表第 19 に規定されていますので、御確認ください。 

第３条第１項（横断的義務表示）関係 

（表示の対象について） 

（加工－２）「容器包装に入れられた加工食品」の定義を教えてください。また、次のものは該

当しますか。 

① 串に刺してある焼き鳥をそのまま販売 

② トレイに載せた加工食品（ラップ等で包装しないもの） 

③ 小分け包装している製品をダース単位でまとめた加工食品包装 

④ 消費者に渡す際に紙、ビニール等で包装した加工食品 

（答） 

１ 「容器包装に入れられた加工食品」とは、加工食品を容器包装しているもので、そのままの 

状態で消費者に引き渡せるものをいいます。 

２ 御質問の例については、次のように区分します。 

（１） 容器包装に該当するもの・・・③ 

なお、小分けした個々の包装に食品表示基準に定められた表示がされており、ダース単位

でまとめた包装をとおして見えれば、新たに表示し直す必要はありません。 

（２） 容器包装に該当しないもの・・・①、②、④ 

（加工－３）加工食品であっても、容器包装せずにばら売りするなどの場合は、表示はしなく

てよいのですか。 

（答） 

一般用加工食品について、食品関連事業者が生食用牛肉を容器包装に入れずに消費者に販売

する場合を除いて、食品表示基準第３条第１項では「容器包装に入れられた加工食品」に基準

を適用する旨を規定しています。このため、容器包装に入れられていない一般用加工食品を販

売する場合には食品表示基準は適用されません。 

（加工－４）客の注文に応じて弁当、そうざいをその場で容器に詰めて販売している場合、食

品表示基準に定められた表示が必要なのですか。 

（答） 

客の注文に応じて弁当、そうざいをその場で容器に詰めて販売する行為は、食品表示基準に

おける容器包装に入れられた加工食品の販売に該当せず、食品表示基準第 40 条に定める生食用

牛肉の注意喚起表示を除き、食品表示基準に定められた表示は必要ありません。 

（加工－５）タンクローリーやコンテナ等の通い容器についても表示義務が課されるのです

か。 

（答） 

１ 食品表示基準においては、最終的に小売りされる食品における表示の正確性を確保するため、 

タンクローリーやコンテナ等の通い容器についても必要に応じて表示義務の対象としています。 

２ タンクローリーやコンテナ等の通い容器は、容器包装に該当しないものの、業務用加工食品 

に該当する場合、食品表示基準第 11 条第１項の表の「容器包装に入れないで販売する場合」に 

該当します。 

３ この場合、業務用加工食品として必要な表示事項は、送り状、納品書等又は規格書等に表示 

してください。 
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（加工－６））販売業者等が、なんらかの理由で表示のないものを販売業者等が入手して、これ

を販売等する場合は、販売業者等が自ら食品表示基準に定められた表示を行う必要がありま

すが、この場合、製造所所在地、製造者氏名等で不詳なものはどのように表示すればよいの

ですか。 

（答） 

製造者の氏名及び住所若しくは所在地等が、不明で、かつ、その表示のない加工食品は、相

手先にかかわらず販売することはできません。 

（名称関係）                                ［原－16] 

（加工－７）商品名を名称として表示したり、名称に括弧を付して商品名を併記することはで

きますか。 

（答） 

１ 食品表示基準第３条第１項の表の名称の規定において、名称は、その内容を表す一般的な名 

称で表示するよう規定していますので、商品名がその内容を表す一般的な名称であれば名称に 

使用することは可能です。 

２ また、他法令により表示規制のある品目については、当該法令により名称が制限を受けるこ 

とがあります。 

３ 名称に括弧を付して商品名を併記することについては、併記することにより名称を誤認させ 

るものでないものであれば、差し支えないものと考えます。 

（加工－８）商品名が一般的な名称ではない場合、一般的な名称を商品名に併記すれば、一括

表示部分の名称を省略することができますか。 

（答） 

１ 商品名に近接した箇所に一般的な名称を明瞭に表示する場合には、一括表示部分における名 

称の表示を省略することが可能です。 

２ この場合、一般的な名称を商品名に比べて著しく小さく表示するなどの方法は、消費者に誤 

認を与える可能性があることから認められません。 

【表示例】 

（主要面）               （一括表示部分）  

 

 

 

 

 

 

（加工－９）義務表示事項の名称として、「黒糖」又は「黒砂糖」と表示できるものはどのよう

なものですか。 

（答） 

１ 黒糖又は黒砂糖とは、さとうきびの搾り汁に中和、沈殿等による不純物の除去を行い、煮沸 

による濃縮を行った後、糖みつ分の分離等の加工を行わずに、冷却して製造した砂糖で、固形 

又は粉末状のものをいいます。 

２ 義務表示事項の名称は、その加工食品の一般的な名称を表示することとされているので、単 

に「黒糖」又は「黒砂糖」と表示できるものは、上記の定義に合致するものだけです。 

３ 黒糖に粗糖等を加えて加工したものについては、義務表示事項の名称を単に「黒糖」又は 

「黒砂糖」と表示することはできませんが、純粋な「黒糖」ではないことが分かる名称であれ

ば、黒糖を含む文言を名称（例えば、「加工黒糖」など）として表示することは可能です。 

ポテチ○○（スナック菓子） 原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者 
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４ また、黒糖を全く使用していない砂糖に「○○黒糖」、「黒糖○○」、「○○黒砂糖」又は「黒

砂糖○○」など黒糖（黒砂糖）を含む文言を義務表示事項の名称として表示することは、黒糖

が入っているものと誤認させるため、表示できません。 

（加工－10）乳酸菌飲料（発酵乳を含む）・・・ ＜省略＞  

 

（保存の方法関係）                             ［原－18]  

（加工－11）食品を購入した後は、どのように保存すればいいのですか。 

（答） 

消費期限又は賞味期限は、定められた方法により保存することを前提としていますので、表

示されている保存方法に従って保存してください。食品を開封した場合は消費期限又は賞味期

限まで食品の安全性や品質の保持が担保されるものではありませんので、速やかに消費する必

要があります（総則－22、総則－23 参照）。 

なお、保存方法の表示がない場合は、常温での保存が可能です。 

（加工－12）保存方法の表示はどのように行えばよいのでしょうか。 

（答） 

保存方法は「保存温度 10℃以下」、「4℃以下で保存」などのように、流通、家庭等において可

能な保存の方法を、読みやすく、消費者が理解しやすいような用語をもって一括表示部分に表

示することとされています。なお、消費期限又は賞味期限を一括表示部分の外に表示する場合

は、一括表示部分に表示箇所を表示すれば、消費期限又は賞味期限の表示箇所に近接して表示

することができます。 

また、常温で保存すること以外に留意すべき事項がないものについては牛乳、乳飲料を除い

て常温で保存が可能である旨の表示は省略できます。ただし、直射日光を避ける必要がある等、

常温以外に留意事項がある場合は、「直射日光を避け室温で保管」といった表示を行う必要があ

ります。 

さらに、開封後に保存方法を変更することが望ましい食品については、「開封後は４℃以下で

保管してください。」などのように、開封後の取扱方法を一括表示部分の外に表示するか、一括

表示部分表示する場合は「使用上の注意」等と事項名を記載し保存方法とは異なるものである

ことを明らかにした上で記載することが望ましいとです。 

（消費期限又は賞味期限関係）                         [原－19] 

（加工－13）「消費期限」と「賞味期限」は、それぞれどのような食品に表示されますか。 

（答） 

一般的に、品質（状態）が急速に劣化する食品には、安全性を欠くこととなるおそれがない

期限である「消費期限」を、それ以外の（比較的品質が劣化しにくい）食品には、おいしく食

べることができる期限である「賞味期限」を表示すべきと考えられます。 

例えば、「消費期限」は、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、食肉、生めん類など品質

（状態）が急速に劣化しやすい食品に、また、「賞味期限」は、スナック菓子、即席めん類、缶

詰、牛乳、乳製品など品質の劣化が比較的穏やかな食品に表示されています。 

なお、これらの期限は、容器包装を開封する前の状態で保存した場合の期限を示すものです。 

（加工－14）賞味期限として「年月日」を表示しているものと、「年月」までしか表示していな

いものがありますが、どうしてですか。 

（答） 

  通常、消費期限又は賞味期限は「年月日」まで表示しなければなりませんが、賞味期限を表 

 示すべき食品のうち、製造日から賞味期限までの期間が３箇月を超えるものについては、「年 

月」で表示することが認められています。 
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（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

                     年月日で表示      年月日又は年月で 

 

 

品質（状態）が劣化するまでの食品の流通及び保存の期間   

  

                            

製造日                       ３箇月 

 

（加工－15）どうして、製造年月日の表示を義務付けないのですか。 

（答） 

厚生労働省及び農林水産省において、食品の日付表示の在り方について検討した結果、 

① 保存技術の進歩により、製造年月日を見ただけではいつまで日持ちするか分からなくなっ

たこと 

② 製造年月日表示が返品や廃棄を増大させていたこと 

③ 国際規格（包装食品の表示に関するコーデックス一般規格）との調和が求められたこと 

等の理由から、平成７年に、製造年月日を表示することとされていた制度が、期限表示をする

ように変更され、２年の移行期間を経て平成９年４月から完全に転換されました。 

このため、製造年月日のみを表示することは認められなくなりましたが、事業者が消費期限

又は賞味期限の表示を適切に行った上で、必要に応じて、消費者への情報提供として、任意で

製造年月日を表示することは可能です。 

なお、賞味期限を過ぎた食品がすぐに食べられなくなるわけではありませんので、廃棄によ

る環境への負荷も考慮しながら、買い物や保存を行っていただくことが、望ましいです。 

（加工－16）誰が消費期限や賞味期限を決めているのですか。 

（答） 

消費期限又は賞味期限の設定は、食品の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・

加工時の衛生管理の状態、容器包装の形態、保存状態等の諸要素を勘案し、科学的、合理的に

行う必要があります。このため、その食品を一番よく知っている者、すなわち、原則として、 

① 輸入食品以外の食品にあっては製造業者、加工業者又は販売業者が、 

② 輸入食品にあっては輸入業者が 

責任を持って期限を設定し、表示することとなります。 

  なお、消費期限又は賞味期限の表示に限らず、食品への表示は、これらを販売する食品関連 

事業者等のうち、表示内容に責任を有する者（以下「表示責任者」といいます。）が行うもの

です。したがって、表示責任者においては、設定する期限について自ら責任を持っていること

を認識する必要があります。 

 

賞味期限 

消費期限 

年月日で表示 
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（加工－17）どのように、消費期限や賞味期限を設定する必要がありますか。 

（答） 

期限の設定を適切に行うためには、食品の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製

造・加工時の衛生管理の状態、容器包装の形態、保存状態等の当該食品に関する知見や情報を

有している必要があることから、表示責任者が期限の設定を行うことになります。 

このため、表示責任者において、客観的な期限の設定のために、微生物試験、理化学試験、

官能試験等を含め、これまで商品の開発・営業等により蓄積した経験や知識等を有効に活用す

ることにより、科学的・合理的な根拠に基づいて期限を設定する必要があります。 

（加工－18）食品関連事業者が消費期限又は賞味期限を設定する場合に実施しなければならな

い検査等は定められているのですか。 

（答） 

市場に出回る食品は多岐にわたり、消費期限又は賞味期限の設定に必要な検査もそれぞれの

品目ごとに多様であると考えられることから、品目横断的なルールは設定されていません。 

ただし、一般的には、消費期限を表示すべき食品については、期限の設定に際して一般細菌、

大腸菌群、食中毒菌等の微生物試験が必要であると考えられます。また、食品衛生法において

成分規格及び衛生指導基準等が定められている食品については、それら設定された検査項目の

うち、保存期間中に変化する項目の検査も必要です。また、賞味期限の設定に際しては、微生

物試験、理化学試験、官能検査等の客観的な項目（指標）に基づく必要があります。（「食品期

限表示の設定のためのガイドライン」（平成 17 年２月 25 日食安基発第 0225001 号厚生労働省基

準審査課長通知、16 消安第 8982 号農林水産省表示・規格課長通知）参照） 

なお、食品の製造業者等が構成するいわゆる業界団体が作成した期限の設定に関するガイド

ライン等を参考にすることも可能です。 

（加工－19）全ての商品について微生物試験、理化学試験、官能検査等を実施する必要がある

のでしょうか。 

（答） 

期限の設定に当たっては、全ての商品について微生物試験、理化学試験、官能検査等の全て

の指標の検査を実施する必要はなく、業界団体が作成した期限の設定に関するガイドライン

（マニュアル）などを参考に検査項目を絞り込むことが可能と考えます。 

また、商品アイテムが膨大であったり、商品サイクルが早いなどの理由により、個々の食品

ごとに試験・検査をすることが難しい場合は、食品の特性を十分に考慮した上で、その特性が

類似している食品の試験・検査結果等を参考にして期限を設定することも可能です。 

（加工－20）期限設定の設定根拠を消費者等から求められた場合には、どのように対応すれば

よいですか。 

（答）期限表示を行う食品関連事業者は、期限設定の設定根拠に関する資料等を整備・保管し、

ウェブサイトに掲載するなどして消費者等に情報提供するよう努めるべきと考えます。 

（加工－21）輸入食品の消費期限又は賞味期限の表示を行う際に注意を要する点はあります

か。 

（答） 

消費期限又は賞味期限の表示を行うのは、輸入業者です。（加工－16 参照） 

輸入時に原産国において我が国の法令に基づく期限が表示されていない輸入食品については、

輸入業者が、国外の製造業者が設定する期限等を基本に、当該食品の期限の設定に必要な情報

について製造業者等への確認を行うとともに、微生物試験や理化学試験、官能試験等を実施す

ることにより、科学的な根拠に基づいた適切な期限を設定し、自らの責任において期限表示を

行うことが必要です。 

また、輸入時にすでに我が国の法令に基づく期限表示がされている食品についても、輸入業

者が当該食品に表示されている消費期限又は賞味期限の表示の設定根拠等について国外の製造 
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業者等から十分聴取し、把握する必要があります。 

なお、輸入食品については、必要に応じてその輸送保管上の特性も考慮して期限を設定する

必要があることに留意してください。 

（加工－22）加工食品に賞味期限を設定する場合、安全係数についてはどう設定すればいいの

でしょうか。 

（答） 

客観的な項目（指標）に基づいて得られた期限に対して、一定の安全をみて、食品の特性に

応じ、１未満の係数（安全係数）を掛けて期間を設定することが基本です。なお、安全係数は、

個々の商品の品質のばらつきや商品の付帯環境などを勘案して設定されますが、これらの変動

が少ないと考えられるものについては、0.8 以上を目安に設定することが望ましいと考えます。

また、食品ロスを削減する観点からも、過度に低い安全係数を設定することは望ましくないも

のと考えます。 

過度に低い安全係数で期限を設定した後、在庫を解消するために、期限の貼替えを行い、消

費者に誤解を与えた事例もあることから、適切な安全係数を設定することが重要です。 

（加工－23）消費期限又は賞味期限についての食品表示基準違反があった場合には、販売業者

も食品表示法上の責任を問われるのですか。 

（答） 

食品表示については、表示責任者が、消費期限又は賞味期限の表示の内容が正しいことにつ

いて責任を負っています。 

なお、販売業者が製造業者との合意等により製造業者に代わって表示責任者となる場合、こ

れらの販売業者が期限表示の内容についての責任を負うことになります。（加工－16 参照） 

このため、消費期限又は賞味期限が適切に設定されていなかった場合には、その表示を設定

したこれらの食品関連事業者（表示責任者）が、食品表示法に基づき、責任を問われることに

なります。（加工－16参照） 

また、期限が食品表示基準に定められた方法で表示されていなかった場合（消費期限又は賞

味期限の表示が欠落していた場合を含む。）には、その表示をした表示責任者が一義的な責任を

有していることはもちろんですが、食品表示法では、食品関連事業者等は食品表示基準に従っ

た表示がされていない食品を販売してはならないと規定されているため、その意味では、表示

責任者ではない場合であっても、食品表示基準に合致しない消費期限又は賞味期限の表示が付

された食品を販売した販売業者にも責任が及ぶことがあります。 

（加工－24）いわゆる１／３ルール※に基づいて、納入期限、販売期限が設定されている実態

がありますが、法令上の根拠があるのでしょうか。 

（答） 

製造業者、販売業者、消費者が製造してから賞味期限までの期間を均等に分け合うという考

え方に基づくいわゆる１／３ルールという考え方が一部にみられるようですが、法的な位置付

けはなく、あくまで任意で行われているものであり、納入期限、販売期限を１／３ルールに基

づいて設定する義務はありません。 

※ １／３ルール：業者間で自主的に納入期限、販売期限を設定するルール。 

製造         納入期限        販売期限      賞味期限 

 

約１／３        約２／３ 

（加工－25）消費期限又は賞味期限の表示方法はどのようなものですか。 

（答） 

消費期限又は賞味期限の表示は、消費者に分かりやすいことを旨とし、次の例に示すように、 

一括表示部分に、消費期限又は賞味期限の事項名を表示した上で、「年」「月」「日」（又は「年」 
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「月」）それぞれを、この順に並べて表示を行う必要があります。 

ただし、一括表示部分に表示することが困難と認められる場合には、一括表示部分に「消費

期限この面の上部に記載」等、表示箇所を指定する方法で、年月日（又は年月）を指定箇所に

単独で表示することができます。この場合、単に「枠外に記載」や「別途記載」の表示は認め

られません。 

なお、表示に使用する文字は消費者等に分かりやすく表示するために、原則として、日本産

業規格Ｚ8305（1962）に規定する８ポイントの活字以上の大きさの文字を使用することが必要

ですが、表示可能面積がおおむね 150 平方センチメートル以下のものにあっては、日本産業規

格Ｚ8305（1962）に規定する 5.5 ポイントの活字以上の大きさの文字を使用することが認めら

れています。 

表示例： 

「消費期限 令和元年９月６日」  「賞味期限 令和元年９月」 

「消費期限 １．９．６」     「賞味期限 １．９」 

「消費期限 １９．９．６」    「賞味期限 １９．９」 

なお、数字の間の「．」を省略しても差し支えありませんが、この場合、読み間違えが起こら

ないよう、月又は日が１桁の場合は２桁目に「０」を付して表示（例：９月を示す「９」につ

いては、「０９」とする）してください。 

表示例： 

「消費期限 １９０９０６」     「賞味期限 １９０９」 

また、ロット番号、工場記号、その他の記号を消費期限又は賞味期限の表示に併記する場合

にあっては、例のように、消費期限又は賞味期限が明らかに分かるように表示する必要があり

ます。消費期限又は賞味期限の表示について「１９０９０９」と年、月、日をそれぞれ２桁と

する６桁での表示を行いつつ、ロット番号「Ａ６３」と併記するなどのように消費期限又は賞

味期限を不明確にする表示は適切ではありません。 

誤った表示例： 

「１９０９０６Ａ６３」 

正しい表示例（消費期限又は賞味期限の表示が明らかに分かる）： 

「消費期限 令和元年９月６日Ａ６３」 

「賞味期限 １．９．６ ＬＯＴ Ａ６３」 

「賞味期限 １９．９．６ ／ Ａ６３」 

（答） 

製造所固有記号の表示については、製造者名又は販売者名の次に連記することを原則として

いますが、製造者名又は販売者名の次に当該記号の表示場所を明記し、かつ原則として当該記 

号が製造所固有記号である旨を明記すれば、容器包装の形態等から判断して、連記しなくとも 

差し支えありません。 

その際、製造所固有記号に加え、これと紛らわしいロット番号等その他の記号を併記する場

合にあっては、「製造所固有記号○○に記載」と具体的に表示箇所を指定する方法で表示する必

要があります。 

（加工－26）次の例のように、表示箇所を指定する方法で、賞味期限の年月日を単独でを表示

した場合、製造所固有記号、ロット番号、その他の記号を併記してもよいですか。 

（表示例）                     

表示部分                   記載部分（缶底左側） 

  賞味期限  缶底左側の上段に年月で記載    １６．４／＋ＡＢＣ 

  ・・・                    Ｌｏｔ１ 

  製造者（販売者）  ○○○ 

  製造所固有記号  缶底左側の上段に記載 
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（表示例）                     

表示部分                   記載部分（缶底左側） 

  賞味期限  缶底左側の上段に年月で記載    １６．４／ 

  ・・・                    ＋ＡＢＣ Ｌｏｔ．１ 

  製造者（販売者） ○○○ 

  製造所固有記号  缶底左側の上段に記載 

 

  賞味期限  缶底左側の上段に年月で記載    １６．４／＋ＡＢＣ 

  ・・・                    Ｌｏｔ．１ 

  製造者（販売者）  ○○○ 

  製造所固有記号  缶底左側の上段に記載 

  

 賞味期限  缶底左側の上段に年月で記載    １６．４／Ｌｏｔ．１   

・・・                    ＋ＡＢＣ 

  製造者（販売者） ○○○ 

  製造所固有記号  缶底左側の上段に記載              

 

（加工－27）製造年月日を記載した上で、次の方法で表示してもよいですか。 

① 消費期限製造日から３日間 

② 賞味期限製造日から１箇月間 

③ 賞味期限製造日から３箇月間（期限表示が年月表示に簡略できる場合） 

（答） 

認められません。それぞれ(加工－25)のとおり定められた方法で表示しなければなりません。 

①消費期限令和○年○月○日、消費期限２０○○年○月○日 

②賞味期限令和○年○月○日、消味期限２０○○年○月○日                     

③賞味期限令和○年○月、消味期限２０○○年○月 

なお、当然のことながら、製造年月日のみを表示することは認められませんが、必要な消費 

期限又は賞味期限の表示を適切に行った上で、任意で製造年月日を表示したり、消費期限、賞

味期限を製造日からどの程度の期間で設定しているかを付記することは差し支えありません。 

                          （加工－15 参照） 

（加工－28）賞味期限が３箇月を超える場合の期限の表示は年月までで可とされていますが、

品質保持の期間が 100 日の食品を４月 10 日に製造すると、その賞味期限は７月 18 日となり

ます。年月で表示するとした場合、表示上は６月、７月のいずれとすべきでしょうか。 

（答） 

年月をもって表示する場合、期限は月末までと解されることから、７月と表示した場合、賞

味期限は７月 31 日を示すこととなり、７月 18 日を超えることになるので不適切です。質問の

場合については、18 日は切り捨てて６月とします。 

このように製造又は加工の日から賞味期限までの期間が３箇月を超える場合であって、賞味

期限である旨の文字を冠したその年月の表示をもって、その年月日の表示に代えるときは、そ

の日の属する月の前月の年月で表示します。ただし、賞味期限が、月の末日である場合におい

てはこの限りではありません。 

賞味期限は、科学的根拠に基づき事業者自ら設定するものですが、（加工－35）も参考に食品

の無駄な廃棄を減らす観点も考慮して適切な表示を行ってくださ い。 

表示例： 

「賞味期限 令和２年４月１０日」→ 「賞味期限 令和２年３月」 

「賞味期限 令和２年４月３０日」→ 「賞味期限 令和２年４月」 
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（加工－29）製造後３箇月以上品質保持が可能な食品等について、商品管理の上でロット番号

を月の後に記載してもよいですか。 

表示例 賞味期限 令和○年○月☆☆☆ 

賞味期限 ２０２２．４☆☆☆（☆はロット番号） 

（答） 

「賞味期限」を冠して年月のみを表示する場合、日を記載していないので、このような表示

方法では消費者に誤解をもたらすことになります。したがって、ロット番号は、消費者に誤解

されないよう次の例に示すように表示しなければなりません。（加工－26参照） 

   表示例： 

賞味期限 令和○年○月ＬＯＴ Ａ６３ 

賞味期限 ２０２２．４ ／ Ａ６３ 

（加工－30）輸入食品に表示されている消費期限又は賞味期限の表示方法について、下記の例

のように原産国において既に消費期限又は賞味期限が表示されている場合は、食品表示基準

に基づく消費期限又は賞味期限の表示が表示されているものとみなしてよいのでしょうか。 

例：① ＢｅｆｏｒｅＥｎｄＡＰＲ．２２ 

② ０４－２２ 

③ １４．１１．２０２２ 

（答） 

表示事項の表示は、邦文をもって当該食品の購入者又は使用者が読みやすく、理解しやすい

用語により正確に行わなければなりません。例に示された表示は、消費期限又は賞味期限を表

す旨の文字もなく、日付も「年→月→日」以外の順で表示されており、日本の習慣に馴染みが

薄いものです。したがって、輸入業者が責任を持って、適正な表示をする必要があります。 

（加工－31）消費期限又は賞味期限の用語の意味が、必ずしも消費者にとって分かりやすくな

いので、説明を付記してもよいですか。 

（答） 

食品の期限については、消費者が意味を正しく理解することが重要であるため、消費期限又

は賞味期限の用語の意味について、分かりやすく表示することは、消費者への情報提供の観点

から適切であると考えます。 

表示例： 

消費期限（期限を過ぎたら食べないようにしてください。）：令和○○年○○月○○日 

消費期限：令和○○年○○月○○日までに食べきってください。 

賞味期限（美味しく食べることのできる期限です。）20××年○○月○○日 

賞味期限（期限を過ぎても、すぐに食べられないということではありません。） 

：令和○○年○○月○○日 

賞味期限：令和○○年○○月頃までおいしく召し上がれます。 

（加工－32）カタログやインターネットを利用した通信販売など、食品の容器包装に表示を行

うだけでは、購入に際して消費者に必要な情報を伝達できない場合がありますが、どのよう

にすればよいでしょうか。 

（答） 

カタログやインターネットを利用した通信販売などで届けられる食品であっても、容器包装

に消費期限又は賞味期限等の義務表示事項を表示する必要があります。 

さらに、事業者の自主的な取組として、食品の容器包装に表示されている消費期限又は賞味

期限等の義務表示事項を確認できるよう、カタログやインターネットの購入画面等でこれらの 

情報を積極的に提供することが望ましいです。 
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（加工－33）消費期限又は賞味期限の表示に加え、「お早めにお召し上がり下さい。」との表示

を併記してもよいですか。 

（答） 

製造業者が、期限の最終日に食されるより、早い段階で食されるほうがよりおいしいとの事

情等から「お早めにお召し上がり下さい」と一括表示の外に表示することは、差し支えありま

せん。 

また、密封された生菓子の詰め合わせなど、外装を開封することによって密封状態が保てな

くなり、表示された期限までの品質の保持が難しいものについては、箱の中に「開封後はお早

めにお召し上がり下さい」と表示した説明書を入れるなど、消費者へ情報提供することが望ま

しいと考えます。 

（加工－34）消費期限又は賞味期限の表示に加え、期限表示が未開封の状態を前提としている

ことを併せて表示することはできますか。 

（答） 

期限表示は、開封前の状態で定められた保存方法により保存した場合の期限として表示され

ており、開封後は常温で保存できるものであっても環境中にある微生物により腐敗が始まりま

す。 

このため、期限表示が未開封の状態を前提としている旨を併せて表示することは、消費者へ

の情報提供の観点から適切であると考えます。 

（加工－35）賞味期限の表示に加え、腐敗や変敗等の品質劣化の目安となる情報を併せて表示

することはできますか。 

（答） 

賞味期限が表示される食品については、期限を過ぎてもその品質が十分保持されていること

があることから、食品の無駄な廃棄を減らす観点から品質劣化の目安となる情報（食品の色・

香りの変化、包装の膨張等）を表示やウェブサイト等により可能な範囲で消費者に対して提供

することが望ましいと考えられます。 

また、「賞味期限」を過ぎた食品の取扱い等について消費者からの問合せがあった場合には、

可能な限り情報提供に努め、適切に対応することが求められます。 

なお、消費期限が表示される食品については、期限を過ぎたものは品質（状態）の劣化によ

り安全性を欠く可能性が高いので、食べるべきではありません。 

（加工－36）賞味期限が異なる２つ以上の食品を詰め合わせた商品を販売する場合、外装の賞

味期限の表示はどのように行えばよいでしょうか。 

（答） 

個々の容器包装に表示をしてある食品を、購買者の求めに応じて包装する場合には、その外

装に表示は必要ありません。他方、小売りのための包装、つまり最初から組み合わされた１つ

の商品として販売する場合には、消費者が外包装から適切に判断することができるようにする

ため、全ての食品のうち最も短い賞味期限又は全ての食品の賞味期限を外装に表示する必要が

あります。 

（加工－37）酒類について、一部の瓶入りビールで従来から実施されている通り、ラベル周辺

に年月日の部位に切れ込みを入れて日付を表示する方式（切れ欠き方式）は認められます

か。 

（答） 

製造又は加工の日から賞味期限が３箇月を超えるものにあっては、ビールにおいて従来から

行われているように、ラベル周辺に年月の部位に切れ込みを入れて、賞味期限を表示しても差

し支えありません。ただし、この場合、一括表示部分には、「賞味期限はラベル周辺部に切れ欠

き方式で記載」等と表示することが必要です。 
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（加工－38）表示された期限を過ぎた食品を販売してもよいのですか。 

（答） 

食品の販売が禁止されるのは、当該食品が食品衛生法上の問題がある場合、具体的には食品

衛生法第６～10 条等に違反している場合ですので、仮に表示された期限を過ぎたとしても、当

該食品が衛生上の危害を及ぼすおそれのないものであればこれを販売することが食品衛生法に

より一律に禁止されているとはいえません。 

しかしながら食品衛生を確保するためには、消費期限又は賞味期限のそれぞれの趣旨を踏ま

えた取扱いが必要です。 

まず、消費期限については、この期限を過ぎた食品については飲食に供することを避けるべ

き性格のものであり、これを販売することは厳に慎むべきものです。 

また、賞味期限については、期限を過ぎたからといって直ちに食品衛生上問題が生じるもの

ではありませんが、期限内に販売することが望まれます。 

（加工－39）商品を陳列した後でも、合理的な根拠のある期限の範囲内であれば、消費期限や

賞味期限を延長して表示することは可能ですか。 

（答） 

科学的・合理的な根拠をもって設定した期限より短い期限を商品に表示し、これを陳列した

後に、表示ラベルを貼り替えて期限を延長することは、当初設定していた期限の範囲内であっ

ても、当初の期限表示に基づき商品を選択した消費者の信頼を損なう行為であり、消費者の適

切な商品選択を確保する観点から、適当とはいえません。 

○ 不適切な事例 

製造当日を消費期限として表示した量り売りのそうざいが売れ残った際に、その一部を冷

蔵保管し、翌日に、その日を消費期限と表示して販売した。販売者は消費期限を科学的根拠

に基づき、製造日から４～５日と設定していた。 

（加工－40）流通の過程で冷凍されるなど、保存条件が変更された場合、消費期限又は賞味期

限をどのように設定すればいいのですか。 

（答） 

流通段階で適切に保存方法を変更したものであって、消費期限又は賞味期限の表示の変更が

必要となる場合は、適正な表示を確保する観点から、変更された保存方法及びこれに基づく新

たな期限を改めて設定し、適切に表示し直さなければなりません。なお、流通段階で食品を凍

結する場合にあっては、食品の製造業者等が責任を持って温度管理を実施すること等により、

食品の衛生上の危害を防止することが望まれます。 

また、保存温度を変更した理由が消費者に分かるように注意事項等として記載する等により、

誤解が生じないよう注意する必要があります。 

なお、これらの期限の再設定は、科学的・合理的根拠をもって適正かつ客観的に行われた場

合には、法令違反となるものではありません。 

（加工－41）冷凍で納品された商品を、店内で保存温度を変更して陳列販売する場合、保存温

度変更者を表示する必要はないですか。 

（答） 

「保存温度変更者」等の表示を義務付けてはいませんが、表示責任者ではない者が容器包装

に入れられた加工食品を開封せず、元の表示を残しつつ、別途保存方法や期限表示を変更した

表示をする場合は、そのことを明確化するために「保存温度変更者」等の表示をすることが望

ましいと考えます。なお、表示責任者が保存温度を変更した場合であっても、「保存温度を変更

した」旨を分かりやすく表示することが望ましいと考えます。 

当該表示事項については、今後、厚生労働省や自治体とも相談しつつ、実態の把握を進め、

問題点を整理した上で、検討して行く予定です。 
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（加工－42）冷凍状態で販売店まで流通し、販売店において販売時に解凍して冷蔵状態で販売

されることを前提として製造される食品について、販売店で冷蔵状態での賞味（消費）期限

を印字するため、製造時に冷凍状態での賞味期限の印字を省略することはできますか。 

（答） 

食品表示法では、販売時に表示が必要とされており、製造者からスーパー等の販売店に販売 

される時点でも表示が必要です。このため、消費者に販売されるまでに販売店において表示が 

なされることを理由として、製造者の表示義務が免除されることはありません。 

（加工－43）加工の段階で、期限を過ぎた原材料を使用することは可能ですか。 

（答） 

消費期限を過ぎた原材料を使用することは厳に慎むべきです。（加工－38 参照）一方、賞味期

限は定められた方法により保存された場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可

能であると認められる期限であり（総則－23 参照）、この期限を過ぎた原材料を使用することは、

必ずしも禁止されてはいません。ただし、この場合においても、当該原材料の特徴を踏まえた

保存温度の変更や加熱加工などを行う際には、社内基準を策定の上、最終製品の品質に問題が

ないことを科学的・合理的な方法で確認するとともに、その関係記録・帳簿等を保存するなど、

慎重かつ十分な管理・確認の下に行われる必要があります。 

（加工－44）一度出荷した後返品された商品がまだ期限内の場合、出荷時に付した期限（日

時）をそのまま用いたり、期限を延長して付したりして出荷することはできますか。 

（答） 

期限表示は、食品の特性等に応じて科学的・合理的根拠をもって適正に設定すべきもので

（「食品期限表示の設定のためのガイドライン」（平成 17 年２月厚生労働省・農林水産省）参

照）、定められた方法により保存した場合の期限として表示されています。 

一度出荷した後返品された商品については、定められた方法により保存されていたかを確認

することは通常困難であり、品質が保証できないため、一度出荷した後返品された商品を再出

荷することは、原則として認められません。そのため、やむを得ず再度出荷することは、出荷

後に定められた方法で保存されていることが確認されており、かつ、当該方法で保存されれば

品質劣化がほとんど生じない場合に限り認められるものであり、その際にも、科学的・合理的

根拠に基づいて適切に期限を設定する必要があります。なお、返品された商品に対して、出荷

時に付した期限（日時）を延長して付すことは、科学的・合理的根拠がないこととなるため、

認められません。 

（加工－45）科学的な根拠に基づき設定された期限を超えた期限を表示した場合の食品表示法

上の取り扱いは度うなるのですか。 

（答） 

消費期限又は賞味期限の表示は、食品表示基準に従って行われるべきものであり、消費期限

及び賞味期限それぞれの定義に沿ってなされなければ適切な表示とはいえません。すなわち、

消費期限については、「定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質

の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限」、賞味期限については、

「定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能で

あると認められる期限」でなければなりません。また、科学的な根拠に基づいて設定された期

限を超えて表示を行った場合で、公衆衛生に危害を及ぼすようなおそれがある場合には、食品

衛生法第 20 条で禁止されている「公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示」

にも該当することとなります。 

なお、賞味期限の定義に「ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持

されていることがあるものとする。」という表現がありますが、これは、期限が過ぎた食品がす

ぐに食べられなくなるわけではない旨を消費者に情報提供するためのものですので、短い期限

を設定する必要があるというものではありません。 （総則－23参照） 
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（加工－46）製造年月日が逆算できない製品（賞味期限を年月で表示している製品）で、か

つ、ロット番号も記載していない場合、廃棄等の措置を講じなければならない違反が発見さ

れた際の取扱いはどうなるのですか。 

（答） 

違反品のロットが特定できない限り、少なくとも、同一の消費期限又は賞味期限が表示され

ている食品全てが廃棄等の対象になると考えます。 

（加工－47）製造物責任法と、食品表示法に基づく消費期限又は賞味期限の表示との関連はど

のように考えればよいのですか。 

（答） 

製造物責任法は、製造物により消費者危害が起こった場合、消費者が製造業者に対して損害

賠償請求をする上で必要な要件を、製造業者の「過失」から「欠陥」に変更するものです。「過

失」というのは、被害を防ごうと思えばできたにもかかわらず、何らかの不注意により防止す

るための措置を怠ったという主観的なものですが、「欠陥」はその製造物そのものの客観的状態

であり、消費者の立証負担は軽減されたものといえます。これは、加工食品のみならず、全て

の製造物に対して導入されたものです。 

一方、消費期限又は賞味期限の表示は、食品表示法に基づく食品表示基準で定められている

ものであり、製造物責任法とは法律上の直接の関係はありません。すなわち、表示の行政上の

取締りは食品表示法に基づいて行われるものです。 

他方、製造者の消費者に対する賠償責任の有無は、この製造物責任法により判断されること

となります。食品衛生法の規格や基準等への適合・不適合と製造物の欠陥の有無の判断とは必

ずしも一致するものではありませんが、製造物の欠陥の有無を判断する上での重要な考慮事項

になることは十分考えられます。 

（加工－48）消費期限又は賞味期限前に販売された食品を購入した消費者が、その期限を過ぎ

た後に当該食品を喫食して食中毒が起こった場合、消費者に対する営業者の民事上の責任は

あるのですか。 

（答） 

適正な消費期限又は賞味期限の表示を行っていた食品で食中毒が起こった場合、その期限の

前か後かということは、営業者の民事上の責任を判断する上で、一つの考慮事項になるものと

考えられます。しかしながら、賞味期限の表示そのものが衛生的な要因のみならず、味や香り

といったことも勘案して設定される場合もあり、必ずしも、期限を過ぎた後の喫食を避けるよ

うな表示をしているとはいえません。 

すなわち、食中毒が起こった場合の営業者の消費者に対する民事上の責任は、民法や製造物

責任法等に照らし、表示のみならず種々の要素を勘案して、営業者に過失があったか、商品に

欠陥があったか等を考慮して最終的には裁判所が判断することとなります。期限後の食品であ

ることをもって、直ちに営業者が免責されることにはならないと考えられます。 

（加工－49）期限を過ぎた食品を販売して食中毒が発生した場合、消費者に対する民事上の責

任は、製造業者、販売業者のどちらにあるのですか。 

（答） 

期限を過ぎた食品を販売して食中毒が発生した場合の消費者に対する製造業者や販売業者の

民事上の責任は、それぞれについて、発生原因や過失の有無等表示以外の種々の要素も勘案し、

民法や製造物責任法等に照らして最終的には裁判所が判断することとなりますので、一般的か

つ択一的に、どちらに責任があるかということはいうことができません。 

なお、製造業者については、食品の欠陥による製造物責任等が、販売業者については、民法

による債務不履行責任、不法行為責任等が問われることとなり、原因の如何によっては、両方

の責任が認められることもあり得ます。実際にどちらが消費者に対して賠償を行うかは、被害

を受けた消費者の選択によることとなり、また、製造業者と販売業者のどちらがどの程度最終

的に負担するかは、原因に対する寄与の程度や契約関係等により判断されることとなります。 
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（加工－50）以下のような事例は違反になるのでしょうか。 

事例① 

生食用として販売予定の鮮魚を、加熱調理用の鮮魚として販売する際に、消費期限を

数日延長した。なお、加熱調理用の消費期限は、科学的根拠に基づき設定されていた。 

事例② 

製造当日を消費期限として表示した量り売りのそうざいが売れ残った際に、その一部

を冷蔵保管し、翌日に、その日を消費期限と表示して販売した。なお、販売者は消費期

限を科学的根拠に基づき、製造日から４～５日と設定していた。 

（答） 

事例①、事例②ともに違反ではありませんが、売れ残りの商品の期限を不適切に延長してい

るような印象を消費者に与え、結果として、食品表示に対する信頼を損ねる事例であり、適切

ではないため慎むべきと考えます。 

（原材料名関係）                              ［原－37] 

（加工－51）中間加工原材料を使用した場合の原材料名の表示方法について教えてください。 

（答） 

食品を製造する際に、小麦粉、しょうゆなどの加工食品を仕入れて、それを原材料として使

用する場合には、加工原材料を使用していることが分かるように表示することを原則としてい

ます。 

加工食品の原材料名の表示は、原則、最終製品を製造する事業者が使用する状態の原材料を、

最も一般的な名称で表示することとなります。そのため、加工原材料を用いて製品を製造した

場合には、当該加工原材料の最も一般的な名称を表示することになります。 

＜１種類の原材料からなる加工原材料を使用した場合の表示方法＞ 

【例①】小麦粉を仕入れて使用した場合 

原材料名 小麦粉、砂糖、○○、△△ 

複合原材料を使用した場合には、例②-１のように複合原材料の名称の次に括弧を付して当該

複合原材料を構成する原材料を最も一般的な名称をもって表示することとなります。 

ただし、当該複合原材料の原材料が３種類以上ある場合は、例②-２のように当該複合原材料

の原材料に占める重量の割合の高い順が３位以下であって、かつ、当該割合が５％未満である

原材料については「その他」と表示することができます。 

また、複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が５％未満である場合又は複合原材料

の名称からその原材料が明らかである場合には、例②-３のように当該複合原材料の原材料の表

示を省略することができます。 

ただし、原材料名の表示について食品表示基準別表第４において別途原材料名の表示方法が

規定されている食品については、これらの規定に従い表示することになります。 

＜複合原材料を使用した場合の表示方法＞ 

【例②】食用植物油脂、卵黄、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖からなるマヨネーズを仕入れて

使用した場合（香辛料、食塩、砂糖はマヨネーズにおける割合が５％未満） 

例②-１ 基本の書き方 

原材料名 ○○、△△、マヨネーズ（食用植物油脂、卵黄（卵を含む）、 

醸造酢、香辛料、食塩、砂糖）、□□、×× 

例②-２ 香辛料、食塩、砂糖を「その他」と表示する場合 

原材料名 ○○、△△、マヨネーズ（食用植物油脂、卵黄（卵を含む）、醸造

酢、その他）、□□、×× 



‐185‐ 

※ 醸造酢は重量割合が３位以下ですが、５％以上使用されているため「その他」と表示で

きません。 

例②-３ 使用したマヨネーズの最終製品に占める割合が５％未満の場合 

原材料名 ○○、△△、□□、××、････、マヨネーズ（卵を含む） 

※ なお、マヨネーズについては「複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合」

に該当するため、複合原材料の原材料表示を省略することも可能である。 

（加工－52）複合原材料を分割して表示できる条件の詳細について教えてください。 

（答） 

複合原材料の表示方法については原則（加工－51）に従い表示することになりますが、それ

らを使用した場合であっても食品表示基準第３条第１項の表の原材料名の項１の三に規定する

場合、以下の条件から総合的に判断します。 

（参考） 

第３条第１項の表 原材料名の項１の三 

三 一及び二の規定にかかわらず、単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変化がな

い複合原材料を使用する場合については、当該複合原材料の全ての原材料及びそれ以外の

使用した原材料について、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般

的な名称をもって表示することができる。 

＜条件１＞ 

中間加工原材料を使用した場合であって、消費者がその内容を理解できない複合原材料の名 

称の場合 

＜条件２＞ 

中間加工原材料を使用した場合であって、複数の原材料を単に混合（合成したものは除く。）

しただけなど、消費者に対して中間加工原料に関する情報を提供するメリットが少ないと考え

られる場合 

【例①】 

砂糖、ココアパウダー、アーモンドパウダー、食塩を混合した複合原材料「ココア調製品」

を仕入れ、製造したクッキー 

○ 複合原材料表示による方法     ○ 分割して表示する方法 

                      

 

 

 

 

【例②】 

砂糖と卵黄を混合した複合原材料「加糖卵黄」を仕入れ、製造したパウンドケーキ 

    ○ 複合原材料表示による方法 ○ 分割して表示する方法 

原 加糖卵黄（卵黄（卵 

材 を含む）、砂糖）、 

料 小麦粉、バター、レ 

名 ーズン 

膨張剤 
 

原 小麦粉、バター、卵 

材 黄（卵を含む）、砂 

料 糖、レーズン 

名 膨張剤 
 

原 

材 

料 

名 

小麦粉、ココア調製品(砂

糖、ココアパウダー、そ

の他）、バター、鶏卵 

膨張剤 

原 

材 

料 

名 

小麦粉、バター、砂糖、鶏卵、

ココアパウダー、アーモンド 

パウダー、食塩 

膨張剤 



‐186‐ 

【例③】 

もち米粉に小麦グルテン及び加工でん粉が混合されたもち米粉調製品にｐＨ調整剤を添加

して製造された餅 

 ○ 複合原材料表示による方法    ○ 分割して表示する方法 

 

原 

材

料

名 

もち米粉調製品（もち

米 

粉、小麦グルテン、加

工でん粉）、ｐＨ調整剤 

なお、複合原材料の一般的な名称が存在し、性状に大きな変化がある場合であっても、同じ

構成の複合原材料を複数使用した場合など、そのまま表示した場合に消費者に分かりにくい表

示となる場合については、必要に応じてもとの原材料に分割して表示することもできます。 

（加工－53）複合原材料を使用した場合、分割して表示できない場合を教えてください。 

（答） 

複合原材料を使用した場合に、複合原材料の一般的な名称が存在する場合や、性状に大きな

変化がある場合は、元の原材料に分割して表示することはできません。 

＜もとの原材料の状態の名称で表示できない例＞ 

【例① 】 
コーンスターチから製造された「ぶどう糖果糖液糖」及びばれいしょでん粉から製造された

「高果糖液糖」を仕入れて製造したみかんゼリーの原材料表示 

○ 適切な表示例            × 不適切な表示例 

    原  みかん、ぶどう糖果        原 みかん、コーンスタ 

    材  糖液糖、高果糖液糖        材 ーチ、ばれいしょで 

    料  ゲル化剤（ペクチン）、       料 ん粉 

    名  酸味料、pH 調整剤         名 ゲル化剤（ペクチン）、 

                          酸味料、pH 調整剤 

【例②】 皮と餡を仕入れて製造したどらやきの原材料表示 

 ○ 適切な表示例 × 不適切な表示例 

原 

材 

料 

名 

皮（卵、小麦粉、砂 

糖）、つぶあん（砂糖、 

小豆、水あめ、寒天） 

膨張剤 

 原 

材 

料 

名 

砂糖、卵、小麦粉、 

小豆、水あめ、寒天 

膨張剤 

 

（加工－54）複合原材料の原材料について、複合原材料に占める重量割合が５％未満で重量順

位が３番目、４番目の原材料を「その他」と表示し、５番目の原材料を抜き出して表示する

ことはできますか。 

（答） 

できません。このような場合に５番目の原材料を表示したい場合、３番目、４番目の原材料

を「その他」とまとめずにそれぞれ重量順に表示し、その次に表示することが必要です。 

（加工－55）加工食品の原材料として有機農産物や有機農産物加工食品を使用した場合、「有機

トマト」、「有機小麦粉」など使用した原材料が有機である旨を表示することはできますか。 

（答） 

  日本農林規格等に関する法律（昭和 25 年法律第 175号。以下「ＪＡＳ法」という。）第 10条 

原 

材

料

名 

もち米粉、小麦グルテン 

加工でん粉、ｐＨ調整剤 
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の規定により格付の表示（有機ＪＡＳマーク）が付された有機農産物（有機農産物の日本農

林規格（平成 17 年 10 月 27 日農林水産省告示第 1605 号）第３条に規定するものをいう。以下

同じ。）又は有機農産物加工食品（有機加工食品の日本農林規格（平成 17 年 10 月 27 日農林水

産省告示第 1606 号）第３条に規定するものをいう。）を原材料とする場合には、食品表示基準

第７条の規定に基づき当該原材料が有機農産物又は有機農産物加工食品である旨を表示するこ

とができます。 

（加工－56）原材料として少量しか使用しないものや通常は食さないものについても全て表示

する必要がありますか。 

（答） 

１ 原材料として使用したものは、どんなに少量であっても表示が必要です。なお、柏もちの

「柏の葉」など通常そのものを食さないものについては、原材料には該当しません。 

２ また、添加物と一体となって使用される賦形剤（添加物製剤中の食品素材）については、原

材料には該当しないものと考えます。 

３ このほか、複合原材料の原材料の表示を省略できる場合があります。（加工－51 参照） 

４ ただし、添加物製剤中の乳糖のようなアレルゲンを含む食品素材については、当該食品素材

に含まれるアレルゲンは別途、アレルギー表示を行うことが必要です。 

（加工－57）原材料の表示順は、製造時の原材料配合割合に従って決定するのですか。 

（答） 

１ 原材料の表示順は、基本的に製造時の配合割合に従って決定することになります。国際規格

であるコーデックスの包装食品一般規格においても同様の考え方がとられています。 

２ ただし、 

① フライ類の揚げ油やエキス抽出目的の茶やハーブ類、加熱した食肉を調味液に漬け込み調

味液を捨てる場合などのように、製造時に配合した量と、最終製品中に含まれる量が明らか

に異なる場合や、 

② 濃縮原料や乾燥原料を使用するため、使用した原材料の重量を単純に比較することが適当

でない場合 

には、消費者に誤認を与えることのないよう、表示順の決定に際し留意する必要があります。 

３ ２の①の例の場合には、製品に吸収される油、エキスや調味液の量を、事業者自身又は業界

の試験結果等から推測し、当該製品に含まれると考えられる重量順に表示してください。 

４ また、２の②の例の場合には、原料の入手時には濃縮又は乾燥した形であっても、製造の際

に還元される原材料について、内容物を誤認させないよう注意しつつ、還元した状態又は乾燥

前の状態に換算した重量順で表示することができます。 

５ いずれにしても、原材料を重量順に表示するよう定めているのは、商品名やイメージから予

想される使用量と大幅に異なることなどによる消費者の誤認や不利益を防止するためであり、

消費者が使用した原材料の多寡を適切に判断できるよう、各事業者が十分に考慮することが必

要です。 

（加工－58）原材料名の書き方として「野菜」、「魚介類」、「糖類」、「風味原料」等、同種の原

材料を複数使用している場合、まとめて表示することはできますか。 

（答） 

１「野菜」、「魚介類」、「糖類」、「風味原料」のように、消費者が同種の原材料と認識しているも

のであって、複数種類の原材料を使用するような場合には、同種の原材料をまとめて表示した

方が消費者に分かりやすい場合もあります。 

このような場合には、食品表示基準第３条第１項の表の原材料名の項の２の１の規定に基づ

き「野菜」、「魚介類」、「糖類」、「風味原料」などの文字の後ろに括弧を付して、まとめて表示

することができます。 
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２ また、食品表示基準別表第４において別途原材料名の表示方法が規定されている食品につい

ても、消費者に分かりやすい場合は、上記１のようにまとめて表示しても差し支えありません。 

＜パスタソースの原材料名で、野菜をまとめて表示する場合の表示例＞ 

原材料名 トマト、トマトペースト、たまねぎ、にんじん、にんにく、砂糖、 

セロリ、植物油脂、食塩、パセリ、でん粉、香辛料 

添加物  調味料（アミノ酸等）、… 

 

 

原材料名 野菜（トマト、たまねぎ、にんじん、にんにく、セロリ、パセリ）、 

トマトペースト、砂糖、植物油脂、食塩、でん粉、香辛料 

添加物  調味料（アミノ酸等）、… 

注）この例の場合、「野菜」とまとめて表示できるのは、原材料として生又は冷凍の野菜を

使用したものに限られ、トマトペーストについては、「野菜」のまとめ表示には含めない。 

また、「野菜」のうち一部のみを抽出してまとめて表示したり、野菜の一部を「その他」

と表示することは不可。 

（加工－59）複数の加工食品により構成される製品の原材料の表示方法を教えてください。 

（答） 

１ 納豆、添付たれ及び添付からしで構成される納豆製品のような複数の加工食品により構成さ

れる製品について、この製品に使用した原材料及び添加物を、食品表示基準第３条第１項の表

の原材料名の項の２の２及び添加物の項の２の規定に基づき加工食品ごとにまとめて表示する

ことができます。 

２ なお、原材料名の表示について、食品表示基準別表第４において、別途、原材料名の表示方

法が規定されている食品については、これらの規定に従い表示することになります。 

【例】「納豆＋添付たれ＋添付からし」からなる納豆製品 

 （表示例１） 

原材料名 納豆（大豆、納豆菌）、添付たれ（植物性たん白分解物（大豆を含む）、砂

糖、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、食塩、醸造酢、昆布エキス）、添付から

し（からし、食塩、醸造酢） 

添加物  添付たれ（調味料（アミノ酸等）、アルコール、ビタミンＢ１）、添付からし

（酸味料、着色料（うこん）、増粘多糖類、香料） 

（表示例２） 

原材料名 【納豆】大豆、納豆菌 

【添付たれ】植物性たん白分解物（大豆を含む）、砂糖、しょうゆ（大豆・小

麦を含む）、食塩、醸造酢、昆布エキス 

【添付からし】からし、食塩、醸造酢 

添加物  【添付たれ】調味料（アミノ酸等）、アルコール、ビタミンＢ１ 

【添付からし】酸味料、着色料（うこん）、増粘多糖類、香料 

 

（加工－60） ＜省略＞                           [原－46] 
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（加工－61）原材料名の表示で、次のように表示することは可能ですか。 

① 数種類の魚を一括して「魚」、「魚肉」 
② 本マグロ 
③ 黒糖、還元水あめをまとめて「砂糖」 
④ 有機大豆 
⑤  NON-GMO 大豆 
と表示することはできますか。 

（答）御質問の例は、次のとおりです。 

① 複数種類の魚肉をミンチにしたものなど、 ＜省略＞ 
② クロマグロ（Thunnusthynnus）について ＜省略＞「 
③ できません。「黒糖」は「砂糖」と表示することができますが、「還元水あめ」は糖アルコー

ルであり、「砂糖」ではないので、「砂糖」と表示することはできません。「還元水あめ」と最

も一般的な名称で表示してください。 
④ 有機農産物の日本農林規格に基づき格付けされたものを直接使用している場合に限り、「有

機」である旨の文言を表示することができます。また、有機農産物を使用した旨を表示する

場合は、特色のある原材料に該当しますので、原材料に占める+有機農産物の使用割合が

100％である場合を除き、使用割合を明示する必要があります。 
⑤ 原材料名は最も一般的な名称をもって表示すること、また、消費者が読みやすく理解しやす

いよう邦文をもって表示する必要があるので、この場合は、「大豆（遺伝子組換えでない）」

等と表示してください。 

（加工－62）同一工場で「エビしゅうまい」、「カニしゅうまい」、「ホタテしゅうまい」を製造

して詰め合わせている場合の原材料の表示方法は、その商品ごとにするのですか。 

（答） 

原則は、３種類の全ての原材料について、全ての原材料の重量に対する割合の多い順に表示

することとなりますが、消費者が購入時に判断しやすいことを考慮して、「エビしゅうまい」、

「カニしゅうまい」、「ホタテしゅうまい」ごとに表示することは差し支えありません。 

（加工－63）他社から仕入れた数種類の製品を詰め合わせた場合、原材料名の表示はどのよう

にすればよいですか。 

（答） 

１ 原材料名の表示は、 

ケーキの詰め合わせを例にすると、「チョコレートケーキ（砂糖、卵、小麦粉、植物油脂、カ

カオマス、全粉乳・・（以下略））、いちごケーキ（砂糖、小麦粉、卵、植物油脂、カカオバター、

いちご・・（以下略））」等とそれぞれの製品ごとに複数の製品の全ての原材料名を、食品表示基

準第３条第１項の表の原材料名の項の規定に基づき表示します。 

２ ただし、詰め合わせた食品の一つ一つに表示があり、外装からその表示が認識できる場合は、

改めて外装に表示をする必要はありません。 

（加工－64）原材料に占める重量の割合が２％以下の香辛料については、「香辛料」とまとめて

表示できることとなっていますが、２％とはそれぞれの香辛料についてですか、それとも香

辛料の全てを合算したものですか。また、香辛料の一部を強調するために普通の原材料とし

て表示することは可能ですか。 

（答） 

１ 香辛料及び香辛料エキスについては、食品表示基準第３条第１項の表の原材料名の項の規定

により、既存添加物名簿（平成８年厚生省告示第 120 号）に掲げる添加物に該当するものを除

き、その香辛料又は香辛料エキスの合算した重量が原材料全体に占める重量の割合が２％以下

の場合に限り、「香辛料」又は「混合香辛料」と表示することができます。なお、２％を超える

場合はそれぞれ混合した個別の名称で表示して下さい。 

２ 一部の香辛料を強調するために特定の香辛料を普通の原材料として「・・・、こしょう、香 
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辛料、・・・」等のように表示することは、適切ではありません。 

（加工－65）～（加工－68） ＜省略＞                    [原－49] 

 

（加工－69）菓子に黒糖を使用した場合、原材料に黒糖又は黒砂糖と書いていいですか。   

（答） 

黒糖又は黒砂糖とは、さとうきびの搾り汁に中和、沈殿等による不純物の除去を行い、煮沸

による濃縮を行った後、糖みつ分の分離等の加工を行わずに、冷却して製造した砂糖で、固形

又は粉末状のものをいいますので、この定義に合致するものを直接の原材料として使用してい

るのであれば、その最も一般的な名称である「黒糖」又は「黒砂糖」を原材料として表示する

ことは可能です。 

一方、濃縮したさとうきびの搾り汁から糖みつを分離して結晶化した粗糖と糖みつ等を原料

としたもの等は、黒糖とは認められないので、原材料名として「黒糖」又は「黒砂糖」と表示

することはできません。 

（加工－70）黒糖や加工黒糖の原材料表示は、どのようにしたらよいですか。 

（答） 

１ 原材料名は、使用した原材料の最も一般的な名称を表示しなければなりませんので、黒糖

（黒砂糖）については、原材料名として、直接使用した原材料である「さとうきび」と表示す

ることになります。 

２ 一方、例えば、黒糖、粗糖、糖みつを加えて加工したものについては、原材料名として、「黒

糖」、「粗糖」、「糖みつ」等の直接使用したものの最も一般的な名称を表示することになります。 

３ 実際の製造でさとうきびを使用していないのに、「さとうきび」と表示することや「粗糖」や

「糖みつ」を使用しているのに表示しないことは、食品表示基準に反することになります。 

（加工－71） ＜省略＞                           [原－51] 

 

（加工－72）農産物を原料とする場合、季節や産地などによるばらつきを補正するために調整

資材を使用することがあり、製造ごとに配合量が変化する可能性がありますが、その場合の

原材料の表示順において、基本的な配合量に従って表示をすることができますか。 

（答） 

原料の配合割合を変更するのであれば、変更後の配合割合に沿って原材料の表示順を変更す

る必要があります。 

（加工－73）原材料と添加物は区分して表示することになっていますが、原材料、添加物の表

示順序は特に指定はないという解釈でよろしいでしょうか。 

（答） 

原材料、添加物の順序が一般的であり、当該順序で表示する方が望ましいと考えます。 

ただし、サプリメントのようにそのほとんどが添加物で構成されている場合は添加物を先に

表示（その場合も重量順に表示）しても差し支えありません。 

（加工－74）複合原材料に使用されている添加物は、複合原材料の括弧内の最後に表示するの

ですか。それとも一括表示の原材料名欄の最後に表示するのですか。 

（答） 

１添加物の表示は、原則、添加物の事項欄を設け、添加物に占める重量の割合の高いものから順

に表示することになります。 

  なお、添加物の事項欄を設けずに表示する場合は、原材料名の事項欄に原材料名と明確に区

分して表示する必要があり、複合原材料の括弧内の最後に表示するのではなく、その食品に使

用した他の添加物（複合原材料に使用されている以外の添加物）とまとめて最後に表示が必要 

です。 
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２ この際、加工助剤やキャリーオーバーに該当する添加物の表示は不要ですが、当該添加物に

由来する特定原材料についてのアレルギー表示は必要になりますので注意が必要です。 

（添加物関係）                                [原－53] 

（加工－75）「一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用される品目リ

スト」（以下「一般飲食物添加物リスト」という。）に収載されていない食品は、添加物の目

的で使用しても、添加物表示は不要と解してよいですか。 

（答） 

添加物の目的で使用した場合は、当該物が食品であっても、添加物としての表示が必要です。 

（加工－76）アミノ酸液はどのように表示すればよいですか。 

（答） 

動植物たんぱくを加水分解して得られたアミノ酸液のように、個々のアミノ酸まで単離せず

種々のアミノ酸等が複合した状態を保っているものは、肉エキスと同様に食品として扱われて

おり、添加物表示は不要です。 

一方、アミノ酸液にＬ－グルタミン酸ナトリウム等の添加物が添加されている場合や調味料

の用途に使用されるもののうち、Ｌ－グルタミン酸ナトリウムやＤＬ－アラニン等のように単

一の成分からなるアミノ酸には、添加物表示が必要です。 

（加工－77）寒天を使用した食品において、「寒天」はどのように表示すればよいですか。 

（答） 

寒天を食品として使用する場合には、添加物表示は不要です。なお、添加物としての目的で

使用する場合には、添加物としての表示が必要です。 

（加工－78）一括名又は添加物の用途を示す名称を物質名表示を行なった上で、記してもよい

ですか。 

（答） 

一括名を表示した上で一括名に代えた物質名を併記することや、物質名の表示に添加物の用

途を示す名称を付記することは任意表示であり、一括表示枠内に義務表示事項以外の表示をす

ることは、食品ごとに表示が異なることとなり、混乱を招くおそれがあることから望ましくあ

りません。 

ただし、併記又は付記することが消費者にとって分かりやすい表示となる場合は付記しても

差し支えありません。その際、一括名を表示した上で一括名に代えた物質名を併記する場合に

は、表示する当該添加物は一括名の範囲の添加物であることを要し、また、添加物の用途を示

す名称についても消費者に誤解を与えるようなものは使用しないようにしてください。 

（加工－79）一括名の表示に、使用した添加物の名称を付記してもよいですか。 

（例）酸味料（クエン酸等）、乳化剤（レシチン） 

（答） 

（加工－78）のとおり、一括名を表示した上で一括名に代えた物質名を併記する場合には、

表示する当該添加物は一括名の範囲の添加物であることを要すとしています。また、併記する

添加物については、重量の割合の高いものから順に表示を行うとともに、複数のものを使用し

ているにもかかわらず、単品のみ使用しているかのような表現（例：レシチン以外に乳化剤を

使用していながら、乳化剤（レシチン）と表示する等）はできません。 

（加工－80）塩化マグネシウム又は塩化マグネシウム含有物を使用した場合、付加的に「（にが

り）」を表示してもよいですか。 

（答） 

一般に、「にがり」は塩化マグネシウムを主成分とする海水から塩をとった残留物をいい、古

くから豆腐を固める材料等としても用いられることから、食塩に粗製海水塩化マグネシウムを

使用した場合及び豆腐を固める目的で塩化マグネシウム又は粗製海水塩化マグネシウムを使用

した場合に限って、当該付加表示を行っても差し支えありません。 



‐192‐ 

（加工－81）パラオキシ安息香酸エステル類をパラベンと表示できますか。 

（答） 

できません。簡略名は、「食品表示基準について」（平成 27 年３月 30 日消食表第 139 号）の

別添添加物２－１に示された名称を使用してください。 

（加工－82）「香辛料抽出物」の表示に際して、個別の原材料名を付与した名称である「香辛料

（基原物質名）＋抽出物」（例えば「コショウ抽出物」）を用いてもよいですか。 

（答） 

香辛料を原材料とし、香辛味の付与の目的で使用される添加物の表示は「香辛料抽出物」又

は「スパイス抽出物」（食品への表示においては簡略名、又は類別名である「スパイス」、「香辛

料」も使用できる。）を用い、その他の名称は使用できません。 

（加工－83）醤油に使用されたエタノールは保存料として表示すべきですか。 

（答） 

醤油に一般に使用されているエタノールは、安息香酸、ソルビン酸等の保存料と同等の効果

を有するレベルでないことから、物質名を表示すれば足ります。 

（加工－84）調味料（アミノ酸、核酸）と表示することができますか。 

（答） 

食品表示基準第３条第１項の表の添加物の項３の規定に基づく別表第７に調味料としてアミ

ノ酸と他の種類のものを２種以上使用した場合の表示は、「調味料（アミノ酸等）」と表示する

ことが規定されているが、「等」の部分を具体的に表示しても差し支えありません。 

（加工－85）豆乳に・・・ ＜省略＞  

 

（加工－86）カステラ等の包装時の保存のため、二酸化炭素でガス置換する場合、当該添加物

の表示は必要ですか。 

（答）食品中に残存しないことから、加工助剤に該当し、表示は不要です。 

（加工－87）すし揚げを醤油、・・・ ＜省略＞ 

 

（加工－88）ベニコウジ色素に抽出溶剤として含まれるエタノールは表示する必要があります

か。 

（答） 

色素部分と分離できない状態にある抽出溶剤については、抽出溶剤を含め当該物を原体とし

て取り扱うことから、表示は不要です。 

 

（加工－90）「添加物は一切使用していません」、「無添加」などと表示をすることはできます

か。 

（答） 

１ 通常同種の製品が一般的に添加物が使用されているものであって、当該製品について添加物

を使用していない場合に、添加物を使用していない旨の表示をしても差し支えないと考えます。 

なお、加工助剤やキャリーオーバー等で表示が不要であっても添加物を使用している場合に

は、添加物を使用していない旨の表示をすることはできません｡ 

また、「無添加」とだけ表示することは、何を加えていないかが不明確なので、具体的に表

示することが望ましいと考えます。 

２ さらに、同種の製品が一般的に添加物が使用されることがないものである場合、添加物を使

用していない旨の表示をすることは適切ではありません。 

（加工－89）しらすの過酸化水素の使用基準関係（新設）   ＜省略＞ 
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（加工－91）添加物製剤を使用している加工食品について、添加物製剤を構成する添加物をど

のような順序で表示すればよいですか。 

（答）目的成分の重量の割合の高いものから順に表示してください。 

（加工－92）添加物として甘味料（カンゾウ）や調味料（アミノ酸）を含むみそを煮物に少量

使用した場合、甘味料（カンゾウ）や調味料（アミノ酸）は、最終製品である煮物において

も表示が必要ですか。 

（答） 

調味料、甘味料は微量であっても最終製品の味に効果を及ぼしているため、甘 味料（カンゾ

ウ）や調味料（アミノ酸）は、キャリーオーバーに該当せず、表示 する必要があります。その

他、香料や着色料といった五感に訴えるような添加物 は、調味料や甘味料同様にキャリーオー

バーとみなされず表示が必要です。 

（内容量又は固形量及び内容総量関係）                     [原－58] 

（加工－93）内容量の単位として、「ｇ」、「ｋｇ」、「ｍｌ」、「Ｌ」の記号は使えますか。 

（答） 

使えます。 

ただし、計量法の規定により表示することとなっているものについては、計量法に従って表

示することが必要です。詳しくは各都道府県の計量検定所等へお問い合わせください。 

（加工－94）期間限定のキャンペーンとして、通常の製品よりも増量した製品の販売を考えて

います。この場合、内容量はどのように表示したらよいですか。 

（答） 

義務表示事項としての内容量の表示は、その製品の実際の内容量を表示する必要があるため、

通常の製品より増量した製品にあっては、通常製品の重量ではなく増量後の重量を内容量とし

て表示が必要です。 

（加工－95）内容総量や固形量を商品の主要面に名称とともに表示する場合、一括表示部分に

おける内容総量、固形量の表示を省略することはできますか。 

（答） 

１ 内容総量、固形量等についても、内容量と同様、商品の主要面に名称とともに明瞭に表示さ

れている場合には、一括表示部分における内容総量、固形量等の表示を省略することが可能です。 

２ ただし、この場合、複数の容量が表示されることから、それぞれの数字の意味が不明確とな

らないよう、商品の主要面において「固形量」等の項目名を付して表示することが必要です。 

（加工－96）一般的に、豆腐は手作りが多く、・・・ ＜省略＞ 

 

（加工－97）「内容量を外見上容易に識別できる」とは、具体的にはどのような状態のことです

か。 

（答） 

製品が容器包装された状態で、容器包装を開かずに、内容数量を外見から容易に判別するこ

とができる場合をいいます。 

（加工－98）固形物に充填液を加えた・・・＜省略＞  

 

（加工－99）納豆等に添付するたれやからしの内容量は表示しなくてもよいですか。 

（答） 

小袋の調味料等はその商品の中では一般に付随的なものと考えられること及び計量法におい

てその内容量の表示が義務付けられていないことから、食品表示基準でもその内容量の表示は

省略しても差し支えありません。 
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（加工－100）内容重量で管理すると個数が一定にならない製品（例えば、１㎏パック）につい

て、内容量を「１㎏（○～○個入り）」と、重量に個数を併記する場合には内容個数に幅を持

たせた表示はできますか。 

（答）差し支えありません。 

（加工－101）複数の種類の刺身を・・・ ＜省略＞ 

 

（栄養成分（たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム）の量及び熱量関係）  [原－61] 

（加工－102）栄養成分の機能の表示や栄養強調表示をする成分以外の栄養成分について、合理

的な推定により得られた値を表示することができますか。 

（答） 

栄養成分の機能の表示や栄養強調表示をする場合、表示する全ての栄養成分について、許容

差の範囲内にある必要があります（合理的な推定により得られた値は認められません。）。 

（加工－103）栄養成分表示の表示値は、必ず「食品表示基準について（平成 27 年３月 30 日消

食表第 139 号）別添栄養成分等の分析方法等」に示された方 法を用いて得られた値でなけれ

ばなりませんか。例えば、たんぱく質量は、得 られた全窒素量を、「食品表示基準について別

添栄養成分の分析方法等」 に示された窒素・たんぱく質換算係数を用いて換算して得られた

値でなければ なりませんか。 

（答） 

表示値を得る方法は、栄養成分の機能の表示や栄養強調表示をする場合を除き、 「食品表示

基準について別添栄養成分等の分析方法等」に記載されている方 法（以下「当該方法」といい

ます。）以外でも可能です。 

もちろん、たんぱく質量を表示する場合についても、栄養成分の機能の表示や 栄養強調表示

をする場合を除き、食品関連事業者等は、当該方法に示された窒素 ・たんぱく質換算係数を必

ず用いなければならないわけではありません。 

 ただし、当該方法以外の方法によって得られた表示値であっても、一定の値で 表示する場

合には、当該方法によって得られた値が、その一定の値を基準とした 許容差の範囲内（下限値

及び上限値で表示する場合はその範囲内に）にある必要 があります。  

なお、栄養成分の機能の表示や栄養強調表示をする場合を除き、食品表示基準 に掲げる要件

に該当する場合には、合理的な推定により得られた一定の値を表示 することも可能です。 

（加工－104）事業者が栄養表示を行う際に使用できる食品の栄養成分が掲載されたデータベー

スには、どのようなものがありますか。 

（答） 

最新の日本食品標準成分表や、別添の食品の栄養成分データベース構築ガイドライン等に基

づき業界団体等が作成したもの等が考えられます。 

なお、日本食品標準成分表は、近年は５年おきに策定されていますが、次期改訂版公表まで

の各年に、その時点で日本食品標準成分表への収載を決定した食品について、日本食品標準成

分表の追補が公表されています。 

このように、データベースの値に改訂があった場合、直ちに現在の表示を変更する必要はあ

りませんが、容器包装の切替時等に最新のデータベースの値に更新する等、定期的に表示値を

見直すことが望ましいです。 

（加工－105）当該食品の百グラム若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位

当たりの量を表示するとあるが、その他の一単位の定義は何ですか。例えば、シュウマイ、

餃子の一個当たりの単位もその定義に含まれるのでしょうか。 

（答）消費者に認識される単位であれば、製品一個当たりを単位とすることは可能です。 
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（加工－106）当該食品単位が一食分である場合にあっては、当該一食分の量を併記するとある

が、その他食品単位についても目安となる重量を併記してもよいですか。 

（答）一食分以外の食品単位についても、任意に当該食品単位の量を併記することは可能です。 

（加工－107）１個の重量に多少のバラツキがある食品について、食品単位当たりを「１個（△

g）当たり」と表示する場合、栄養成分表示の枠外に食品単位の重量がばらつく旨の補足を追

記することは可能ですか。 

（答） 

栄養成分表示の枠外に食品単位の補足事項を任意で追記することは可能です。 

【表示例】 

「１個の重量にばらつきがありますが、表示値は△g の場合の値です。」 

「１個の重量は、〇～〇gです。」等 

（加工－108）一般用加工食品について、栄養成分の機能の表示や栄養強調表示（栄養成分の補

給ができる旨、栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨、糖類を添加していない旨、ナト

リウム塩を添加していない旨）をしない場合、一つの食品の栄養成分表示の中に、一部の項

目のみ合理的な方法による推定値で表示することは可能ですか。その場合、保管しておく合

理的根拠は「推定値」の表示を行った成分のみでよいですか。 

（答） 

「推定値」である成分が分かるように記載すれば問題ありません。例えば「○○は推定値」、

「○○以外の栄養成分については、推定値」等の文言を、栄養成分表示に近接した場所に記載

してください。 

「推定値」の表示を行った成分については、必要に応じて説明が出来るようにその合理的根

拠を保管しておく必要があります。 

（加工－109）栄養表示をする場合の分析機関の指定はありますか。 

（答）栄養成分表示の表示値を設定する場合の分析機関の指定はありません。 

（加工－110）食品 100g 当たりのナトリウムの量が５mg 未満である場合には、「「食塩相当量」

はゼロ」と表示することは可能ですか。 

（答） 

① 可能です。 

② 例えば、当該食品のナトリウムの量が100g当たり６mg、食塩相当量に換算した値が

0.01524gとなる場合、有効数字１桁以上で表示することになるため、表示は0.02gとなります。

なお、0.015g、0.0152gのように位を下げることを妨げるものではありません。 

栄養成分表示の食品単位が100g当たりでない場合においても、100g当たりのナトリウムの

量が５mg未満でない場合は、有効数字１桁以上で表示する必要があります（100g当たり６mg

の食品において、栄養成分表示の食品単位が10g当たりの場合は、食塩相当量の表示は0.002g

となります。なお、0.0015g、0.00152gのように位を下げることを妨げるものではありませ

ん。）。 

（食品関連事業者の氏名又は名称及び住所）                  ［原－64] 

（加工－111）食品関連事業者の電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレスやウェブサイトアドレ

スを食品表示基準別記様式１の枠内に表示することができますか。 

（答） 

１ これらの表示は義務表示事項ではありませんが、消費者にとって重要な情報であり、適切な

表示事項であると考えられますので、食品表示基準別記様式１の枠内に表示することが可能で

す。この他にも、お客様問合わせ先、開封後の取扱いなどは、食品表示基準別記様式１の枠内

に表示することが可能です。 

２ ただし、商品の説明書き、宣伝文句などは、義務表示事項が見づらくなりますので、食品表

示基準別記様式１の枠内に表示することはできません。 
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 【表示例】 

名称 

原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者 

お客様ダイヤル 

当社ウェブサイトアドレス 

 

 

 

 

 

 

 

0120（○○）○○○○ 

http://www… 

 

（加工－112）製造所固有記号の問合せに対する応答義務は誰が負うのですか。 

（答）基本的には、表示責任者が応答義務を負うこととなります。 

（加工－113）食品関連事業者の表示方法を教えてください。 

（答） 

１ 表示責任者である食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を、「製造者」、「加工者」、「販売

者」、「輸入者」のいずれかの事項名を付して、一括表示部分に表示することが必要です。 

２ 事項名については、表示責任者が当該製品の製造業者である場合には「製造者」、加工者であ

る場合は「加工者」、輸入業者にあっては「輸入者」とすることが基本です。 

３ なお、製造業者、加工者又は輸入業者との合意等により、これらの者に代わって販売業者が

表示責任者となることも可能です。この場合、事項名を「販売者」とすることが必要です。 

（加工－114）食品関連事業者の事項名について、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加

工者の氏名又は名称の表示との関係を教えてください。 

（答） 

１ 加工食品について、表示責任者の氏名又は名称及び住所を表示することが規定されています。

表示責任者の氏名又は名称及び住所の表示は、消費者等が当該商品に対する問合せ等を行うた

めに必要な表示であり、問合せ等に応答できる者の氏名又は名称及び住所であれば、法人の場

合、必ずしも法人登記されている名称又は住所である必要はありません。 

２ 一方、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称の表示は、食品を摂

取する際の安全性の確保の観点から、当該食品に関し、最終的に衛生状態を変化させる製造又

は加工が行われた場所の所在地を表示することが規定されており、製造者又は加工者の氏名又

は名称については、法人の場合、法人登記されている名称（ローマ字で登記されている場合は、

片仮名の名称でも可能で す。）である必要があります。 

３ これらの規定は目的が異なっていることから、表示責任者の氏名又は名称及び住所と、製造

所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を、それぞれ適切な事項名で表示 

することが必要となります。 

なお、事項名については、（総則－14）の表に基づき判断してください。 

４ 表示責任者の氏名又は名称及び住所と、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の

氏名又は名称とが同一である場合には、表示責任者の氏名又は名称及び住所を表示することで

両規定を満たしているものとみなされます。 

５ 一方、両規定により表示する者が異なる場合は、表示責任者の氏名又は名称及び住所を食品

表示基準別記様式１の枠内に表示することが必要です。なお、製造所又は加工所の所在地及び

製造者又は加工者の氏名又は名称についても食品表示基準別記様式１の枠内に表示することは

可能ですが、この場合、どちらの者が表示責任者であるかを合意しておく必要があります。 
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また、表示責任者は１者となりますが、温度帯を変更するなど部分的に表示の変更を行う場

合は、その表示事項について、変更した者が責任を負うことになります。 

６ なお、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は、表示責任者の氏

名又は名称及び住所に近接して表示しなければならないことが規定されています。 

（加工－115）プライベートブランド商品など、販売者が表示内容について責任を持つ商品につ

いて、販売者の委託により商品を製造している事業者名を併せて表示したい場合、どのよう

に表示すればよいですか。 

（答） 

１ 販売者の企画に基づき食品を製造した工場を表示したい場合は、販売者が表示に責任を持つ

ことが明確となるように、（加工－257）の①のアのように、製造者は別記様式１の枠外に表示し

てください。 

２ また、製造者を別記様式１の枠内に表示することも可能です。この場合、販売者が表示責任

者であることを合意しておく必要があります。 

（加工－116）食品関連事業者名欄に氏名又は名称及び住所のほか、屋号、商号、商品ブランド

名やそれを図案化したマークを併記してもよいですか。 

（答）消費者に誤認を与えない範囲であれば、併記しても差し支えありません。 

（加工－117）原産国を実際に表示する義務があるのは誰ですか。 

（答） 

原産国の表示義務は、製品輸入した場合は輸入者に、バルクの状態で輸入されたものを国内

で小分け包装した場合は小分け包装した者に表示義務があります。この場合の輸入者とは、輸

入した製品の表示内容について日本国内で責任を持つ者となります。 

また、販売業者が当該製品の表示内容に責任を持つ旨合意がなされている場合には、当該販

売業者が表示責任者となることもできます。ただし、この場合、別途、製造所又は加工所の所

在地（輸入業者の営業所の所在地）及び製造者又は加工者の氏名又は名称（輸入業者の氏名又

は名称）を表示することが必要です。なお、表示責任者と、製造所等の所在地等とが同一であ

る場合には、表示責任者の氏名又は名称及び住所を表示することで両規定を満たしているもの

とみなされます。この場合、「加工者」、「輸入者」等の事項名については、食品表示基準に基く

表示が必要です。 

（加工－118）表示責任者が販売者の場合であって、かつ製造所固有記号を使用できる場合に、

製造所固有記号を表示した上で、さらに任意で製造者の本社の名称等を表示したい場合、ど

う表示したらよいですか。 

（答） 

製造所固有記号に代えられている製造者の表示と区別するためにも、この場合の製造者の本

社の名称は、表示するのであれば、一括表示部分の枠外に表示することが望ましいと考えます。

また、表示する際には、消費者に誤認を与えないように、「製造者○○社」ではなく、事実に基

づき、「本製品は○○社で製造しています。」、「お問い合わせ先○○社」等と表示することが望

ましいと考えます。 
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（製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称関係）     ［原－69］ 

（加工－119）以下の場合は「製造者の氏名又は名称」の表示として適切ですか。 

① 製造者が個人の場合であって、「製造者の氏名又は名称」として、「消費太郎」のように

氏名が書いてなく「消費商店」のように屋号が書いてある場合 

② 製造者が法人の場合であって、「製造者の氏名又は名称」として、登記された正式の名称

（「株式会社消費物産」）でなく、単に「消費屋」とするように法人かどうか判然としない

方法で表示してある場合 

（答） 

製造者の「氏名又は名称」は、製造を実施した者が誰であるかを客観的に明らかにし、かつ、

その者の同一性を示すものであり、また、法人の場合には、そのものが法人であることを客観

的に認識し得る程度に明らかにすることが必要であるものと解します。「消費商店」や「消費屋」

が登記された正式の法人名ではなく単なる屋号等の場合、「消費商店」、「消費屋」のみでは不十

分で、「消費太郎」のように氏名を表示したり、「株式会社消費物産」のように登記された正式

の法人名を表示していなければなりません。 

① 「消費商店」ではなく、例えば、「消費商店（代表者消費太郎）」のように表示すること

は可能です。 

② 「消費屋」ではなく、例えば、「株式会社消費物産（消費屋）」のように表示することは可能
です。 

（加工－120）製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を表示する場合 

① 「製造所又は加工所の所在地」とは、本社等の事務所又は住居等ではなく、現品を製造

又は加工している製造所又は加工所を意味するのか。 

② 「製造者又は加工者の氏名又は名称」とは、現品を製造している製造所の氏名又は名称

ではなく、本社等の氏名又は名称のことを意味するものか。 

（答） 

① 「製造所又は加工所の所在地」における製造又は加工とは、最終的に衛生状態を変化させ

る製造又は加工（例えば、詰め合わせ食品の場合、詰め合わせる食品に個包装されていない

食品が含まれている場合は詰め合わせる際に衛生上のリスクが生じるため、この詰め合わせ

のみを行う工場は加工所となる）であり、個人の場合は最終的に衛生上のリスクを生じさせ

る行為を行った店舗や工場等の住所を、法人の場合はその所在地を意味します。 

② 「製造者又は加工者の氏名又は名称」は、①の最終的に衛生上のリスクを生じさせる行為

を行った店舗や工場等の名称ではなく、個人の場合には製造又は加工する者の氏名を、法人

の場合には法人登記した法人名や会社の代表権を有する支店等の名称を意味します。 

（加工－121）製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称の表示をする場

合、例えば、以下の表示は可能ですか。 

製造者：消費食品株式会社（法人登記した法人名） 

製造者の住所：東京都△△区△△1-2-3（法人登記した法人の住所） 

製造所名：消費食品株式会社○○工場 

製造所の所在地：○○県○○市○○1234 

【表示】 

製造所 消費食品株式会社（○○工場） 

○○県○○市○○1234 

（答） 

「（○○工場）」の表示は本来必要ありませんが、製造所の所在地との関係から、工場名を表

示した方が消費者にとって分かりやすい表示になる場合は、法人登記した法人名等の後に括弧

を付すか、１文字空ける等の方法により工場名等を付記することは可能です。 
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（加工－122）「製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は、食品関連

事業者の氏名又は名称及び住所と近接して表示しなければならない」とされていますが、近

接して表示する箇所に「製造所又は加工所の記載箇所」を表示する（例：製造所固有記号は

○○に記載）ことで、他の箇所に表示することは可能ですか。 

（答） 

可能です。なお、製造所固有記号を使用せず、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加

工者の氏名又は名称を表示する場合、別途、場所を指定して表示することはできません。 

第３条第２項（その他横断的義務表示）関係                  ［原－71] 

（アレルゲン） 

（加工－123）アレルゲンの表示について、教えてください。 

（答）別添 「アレルゲンを含む食品に関する表示」を参照してください。 

（特定保健用食品関係） 

（加工－124）～（加工－126）   ＜省略＞                ［原－73] 

（遺伝子組換え食品に関する事項関係）                    ［原－73] 

（加工－127）加工食品の遺伝子組換え食品に関する事項の表示について教えてください。 

（答）別添 「遺伝子組換え食品に関する事項関係」を参照してください。 

（乳児用規格適用食品である旨関係） ＜省略＞                [原－74] 

（加工－128）～ （加工－144）  ＜省略＞ 

 

（原料原産地関係）                             [原－81] 

（加工－144）加工食品の原料原産地表示について教えてください。 

（答） 

別表15の１から６に掲げる加工食品については、別添 原料原産地表示（別表15の１～６）

を、そのほかの加工食品については、別添新たな原料原産地表示制度を参照してください。 

（原産国名関係） 

（加工－145））加工食品の原料原産地表示について教えてください。 

（答） 

別表 15 の１から６に掲げる加工食品については、別添原料原産地表示（別表 15 の１～６）

を、そのほかの加工食品については、別添新たな原料原産地表示制度を参照してください。 

（加工－145）～（加工－149） ＜省略＞ 

 

（加工－150）Ｓ国で素焼きしたおかきを輸入し、国内で仕上げ（味付け）をするのですが、原

産国表示が必要となりますか。 

（答） 

製品の原産国とは景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」において「その

商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行なわれた国」と定義されており、素焼き

したおかきに味付けする行為は、商品の内容について実質的な変更をもたらす行為に該当する

ため、原産国表示は必要ありません。 

（加工－151）水産物を洋上加工した場合 ＜省略＞                          
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（加工－152）外国（Ａ国）で製造された加工食品を別の外国（Ｂ国）を経由して輸入した場

合、食品表示基準では原産国名はどちらを表示すべきですか。 

（答） 

この場合、Ｂ国は経由するだけで、実質的な変更をもたらす行為を行っていないことから、

原産国としては最終的な製造国であるＡ国を表示することとなります。 

なお、関税法（昭和 29年法律第 61 号）においても最終加工地を原産国と規定しています。 

（加工－153）次の場合は、原産国名はどのように表示すればよいのですか。 

①Ａ国産のいりごまとＢ国産のちりめんじゃこをＣ国で混合した場合 

②Ａ国産のいりごまとＢ国産のいりごまをＣ国で混合した場合  

（答） 

１ ①のように、複数の種類のものを混合した場合は、混合したところが原産地となるため、Ｃ

国が原産地となります。（Ｃ国が日本である場合は、原産国名の表示は不要です。） 

２ ②については、同じ種類のものを混合した場合は、製品に占める重量の割合の高いものから

順に、Ａ国とＢ国を表示してください。 

（加工－154）外国から輸入した原材料を使用して国内で味付けなどするような加工を行った場

合、「国産」、「○○県産」等と表示してもよいですか。また、原材料が外国産であることを強

調したい場合はどのように表示すればよいですか。 

（答） 

１ 輸入した原材料を使用して国内で味付けなどするような加工を行った場合、製造地は国内と

なりますが、このことをもって「国産」、「○○県産」等と表示すると、原料の原産地が「国産」、

「○○県産」等であるという誤認を与えるおそれがあります。このため、表示禁止事項（食品

表示基準第９条）において、「産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような表

示」、具体的には製造地や加工地を単に「○○産」と表示することを禁止しています。 

２ 原材料が外国産であることを強調したい場合には、特色のある原材料に該当しますので、食

品表示基準第７条の特色のある原材料等に関する事項の規定に従って、その使用割合を併記し

て表示して下さい。ただし、食品表示基準第３条第２項の原料原産地名の規定に従って、原材

料名欄等に原料原産地名を表示（使用した重量割合の高いものから順に原産地を表示）しても、

特定の原産地のもののみを強調して表示しているとは認められないため、割合の併記は必要あ

りません。 

（加工－155）製品の原産国名を表示する必要がある加工食品の考え方について教えて下さい。 

（答） 

１ 食品表示基準第３条第２項において、輸入品にあっては、原産国名を表示することを義務付 

けています。ここで言う「輸入品」とは、 

① 容器包装され、そのままの形態で消費者に販売される製品（製品輸入） 

② バルクの状態で輸入されたものを、国内で小分けし容器包装した製品 

③ 製品輸入されたものを、国内で詰め合わせた製品 

④ その他、輸入された製品について、国内で「商品の内容について実質的な変更をもたらす

行為」が施されていない製品 

を指します。 

２ また、景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」の規定では、国内で生産さ

れた商品についてその商品が国内で生産されたものであることを一般消費者が判別することが

困難であると認められるときは「国産」等と表示すること、又は外国で生産された商品につい

てその商品がその原産国で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であ

ると認められるときは、その原産国名を表示することが規定されています。 
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（加工－156）製品の原産国について教えてください。また、（加工－155）でいう「輸入された

製品について、国内で商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が施されていない製

品」とはどのような製品ですか。 

（答） 

１ 製品の原産国とは、景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」に規定してい

るとおり、「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国」のことを指し

ます。 

この場合において、次のような行為については、「商品の内容についての実質的な変更をもた

らす行為」に含まれません。 

① 商品にラベルを付け、その他標示を施すこと 

② 商品を容器に詰め、又は包装をすること 

③ 商品を単に詰合せ、又は組合せること 

④ 簡単な部品の組立てをすること 

これに加え、関税法基本通達では、 

⑤ 単なる切断 

⑥ 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これに類する行為 

⑦ 単なる混合 

についても、原産国の変更をもたらす行為に含まれない旨が明記されています。 

２ このため、輸入された製品について上記①から⑦までに該当する行為を国内で行った場合で

あっても、当該製品は、製品輸入した製品と同様に、「実質的な変更をもたらす行為」が行われ

た国を原産国として表示する必要があります。 

３ なお、輸入品である加工食品について、基本的には「その商品の内容について実質的な変更

をもたらす行為」が最後に行われた国が原産国となる場合が多いですが、製品の製造工程が二

国以上にわたる場合において、当該商品の重要な構成要素が複数あり、そのいずれの部分も重

要性に優劣が付けられない場合、又は商品の重要な製造工程が複数あり、そのいずれの工程も

重要性に優劣が付けられない場合であって、それらが別々の国で行われるときには、消費者の

誤認を惹起しないよう、それらの国を全て原産国として表示する必要があります。 

（加工－157）以下のものの原産国はどのようになりますか。 

① 緑茶及び紅茶    ② インスタントコーヒー③ 清涼飲料・果汁飲料  

④ 詰め合わせ商品   ⑤ チョコレート 

（答） 

① 緑茶及び紅茶は、「荒茶の製造」が行われた国が原産国としていますが、その後、複数の荒

茶を混合して製造した場合には、混合して製造した国が原産国となります。 

② インスタントコーヒーは、コーヒー豆の粉砕、抽出濃縮後の乾燥が行われた国が原産国と 

なりますが、その後、混合された場合には、混合が行われた国が原産国となります。 

なお、インスタントコーヒーについては、レギュラーコーヒーとともに公正競争規約では、

生豆生産国を表示することとされています。 

③ 濃縮果汁を還元果汁まで希釈した場合等は希釈した国が原産国です。               

④ 単に詰め合わせた商品については、その容器に詰め合わされた個々の商品の原産国が原産

国となります。 

⑤ チョコレートについては、調温（テンパリング）が行われた国が原産国と（新設）なります。 

（加工－158）加工食品を輸入し、国内で小分け包装や詰め合わせをした製品にはどのような表

示が必要ですか。 

（答） 

単なる小分け包装や詰め合わせは、「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」に該

当しないため、製品輸入された製品と同様に、「商品の内容について実質的な変更をもたらす行

為」が行われた国を原産国として表示する必要があります。 
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また、この場合、（加工－117）のように小分け包装や詰め合わせを行った業者が表示責任者

となる場合は、輸入者を表示責任者として表示する必要はありません。 

（加工－159）ボイルしたカニを輸入し、  ＜省略＞                      

 

（加工－160）次のように外国産の原料を使用して国内で製造した製品については、原産国を表

示する必要がありますか。 

また、その場合に製造者欄の表示はどうなるのですか。 

① 外国産干しえびを国内で味付けする場合 

② 外国産干しえびを国内で袋詰めする場合 

（答） 

１ 外国で製造した干しえびに国内で味付けした場合は、味付け行為が商品の内容に実質的な変

更をもたらしたこととなり、製品の原産国は日本となりますので、原産国を表示する必要はあ

りません。この時、製造業者欄には味付けした者を「製造者」として表示することになります。 

２ 外国で製造した干しえびを単に国内で袋詰めしても、製品の内容を実質的に変更する行為に

当たらないため、干しえびを製造した国が製品の原産国となります。したがって、製品輸入さ

れた製品と同様に、干しえびの製造国を「原産国」として表示するとともに、袋詰めした業者

を食品表示法の規定に従って「加工者」として表示する必要があります。 

（加工－161）Ａ国から甲社がバルク輸入した「うなぎ蒲焼き」を甲社自らが加工せずに最終包

装し販売した場合の表示方法を教えてください。 

（答） 

当該製品は国内で甲社がバルク製品を小分けし最終包装していますが、単に小分け包装した

場合は製品の内容を実質的に変更する行為に当たらないので、原産国としてＡ国の表示をする

必要があります。 

なお、小分けの行為は加工食品における加工行為に該当しますので、輸入品であっても、加

工者の表示が必要となります。 

（バルク製品を小分けした場合の表示例） 
名   称 うなぎ蒲焼き 
原材料名 うなぎ、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、発

酵調味料（米、米こうじ、酒、砂糖、食塩）、水あめ、うなぎエキス 
添 加 物 加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、アナト

ー）、増粘多糖類 
内 容 量 ２尾 
賞味期限 令和元年５月２１日 
保存方法 １０℃以下で保存してください 
原産国名 Ａ国 
加 工 者 甲社 

△△県△△市△△町１１－２２ 

 

（加工－162）Ａ国から甲社がバルク輸入した「うなぎ蒲焼き」を乙社が加工せずに最終包装

し、丙社が表示内容を含めて責任を持ち販売した場合の表示方法を教えてください。 

（答） 

  （加工－161）と同様の状況ですが、丙社が表示内容に責任を持つ旨乙社との間で合意がなさ 

れている場合には、丙社が当該表示内容に責任を持つことを前提として販売者として表示す

ることができます。なお、この場合であっても、加工所の所在地及び加工者（乙社）の氏名又

は名称の表示が必要です。 

（次頁に続く） 
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（バルク製品を小分けして、販売者が表示内容に責任を持つ場合の表示例） 

名   称 うなぎ蒲焼き 

原材料名 うなぎ、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、発

酵調味料（米、米こうじ、酒、砂糖、食塩）、水あめ、うなぎエキス 

添 加 物 加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、アナト

ー）、増粘多糖類 

内 容 量 ２尾 

賞味期限 令和１年５月２１ 

保存方法 １０℃以下で保存してください 

原産国名 Ａ国 

販 売 者 丙社 

□□県□□市□□町１２－３ 

加 工 者 乙社 

○○県○○市○○町１－２ 

 

（加工－163）Ａ国から輸入した「うなぎ」を甲社が国内で加熱調理し、「うなぎ蒲焼き」を業

務用として乙社にバルクで販売し、その「うなぎ蒲焼き」を乙社が最終包装し、販売した

場合の表示方法を教えてください。 

（答） 

当該製品は国内で「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」を行った商品である

ため、製品の原産国表示は不要ですが、うなぎ蒲焼きの場合、食品表示基準第３条第２項の表

の輸入品以外の加工食品の項の４の規定に基づき、国内製造製品に原材料であるうなぎの原産

地表示が義務付けられています。このため、原材料名の「うなぎ」の後に括弧を付して、原料

であるうなぎの原産国の表示が必要です。 

なお、この場合、乙社がバルク製品を小分けし、最終包装しているため、乙社に表示義務が

あります。 

（国内で製造したバルク製品を、小分けした場合の表示例） 

名   称 うなぎ蒲焼き 

原材料名 うなぎ（Ａ国）、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂糖、ぶどう糖果糖

液糖、発酵調味料（米、米こうじ、酒、砂糖、食塩）、水あめ、うなぎ

エキス 

添 加 物 加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、アナト

ー）、増粘多糖類 

内 容 量 ２尾 

賞味期限 ２０１９年５月２１日 

保存方法 １０℃以下で保存してください 

加 工 者 乙社 

○○県○○市○○町１－２ 

 

（加工－164）輸入した荒茶を用いて   ＜省略＞                        

 

  



‐204‐ 

第３条第３項（横断的義務表示の省略）関係                   [原－94] 

（保存の方法関係） 

（加工－165）「直射日光を避け、常温で保存すること」という保存の方法は、留意すべき事項

がないものとして、表示を省略することができますか。 

（答） 

食品表示基準第３条第３項の表の保存の方法の項に常温で保存すること以外にその保存の方

法に関し留意すべき特段の事項がないものについては、保存の方法を省略することができると

規定されています。直射日光を避けなければならない旨は、常温で保存すること以外にその保

存の方法に関し留意すべき事項に該当しますので、省略することはできません。 

（加工－166）食品表示基準第３条第３項の表の保存の方法の項及び消費期限又は賞味期限の項

に規定されている食塩は、保存の方法及び消費期限又は賞味期限の省略できる品目ですが、

他の食品原料や添加物を混ぜ合わせるなどした場合にも保存方法及び消費期限又は賞味期限

の表示は省略することができるのですか。 

（答） 

食品表示基準第３条第３項の表の保存の方法の項及び消費期限又は賞味期限の項に規定され

ている品目については、その特性から長期間の保存に耐え得るものであることから省略できる

こととなっているものです。したがって、食品表示基準第３条第３項の表の保存の方法の項及

び消費期限又は賞味期限の項に規定されている品目でも、原材料や添加物を混ぜ合わせること

で保存性が低下するような場合には、保存の方法及び消費期限又は賞味期限を表示する必要が

あると考えます。 

（原材料名関係） 

（加工－167）原材料が１種類の場合は原材料名を表示しなくてもよいということですが、添加

物は含めないものとして考えてよいのですか。 

（答） 

１ 原材料が１種類であるもの（缶詰及び食肉製品並びに遺伝子組換えに関する義務表示事項を

表示する場合を除く。）は原材料名の表示を省略することができます。なお、個別品目の表示基

準が定められている食品については、当該個別品目の表示基準に従って原材料名の表示を行う

ことが必要です。 

２ 添加物を使用している場合は、食品表示基準第３条第１項の表の添加物の項の規定に従い表

示する必要がありますが、使用した添加物が同規定により表示不要とされ、結果的に表示対象

となる原材料が１種類となった場合には、表示を省略することができます。 

なお、原材料が１種類のものであっても、例えば、「きなこ」、「上新粉」など名称からその原

材料が一般に分かりにくいものについては、「大豆」、「うるち米」のように原材料名を表示する

ことが望ましいと考えます。 

（内容量又は固形量及び内容総量関係）                    ［原－96］ 

（加工－168）どのような場合に、一括表示部分の内容量の表示を省略することができますか。 

（答） 

１ 内容量については、「○○ｇ」、「○○ml」のように単位を明記して、商品の主要面の目立つ位

置に、その商品の一般的な名称と同じ視野に入るように表示する場合に、一括表示部分の内容

量の表示（「内容量」という事項名ごと）を省略することが可能です。ただし、内容量を大きな

袋の隅に小さく表示するなど、主要面での表示が明瞭でない場合には、一括表示部分の内容量

の表示は省略できません。（計量法に基づく特定商品に該当せず、内容量を外見上容易に識別で

きるものにあっては、内容量の表示自体を省略することもできます。） 

２ また、商品名が一般的名称とは認められず、名称に代えることができない場合には、内容量

が商品の主要面に表示されていても名称と同じ面に表示しているとは認められませんので、一

括表示部分に名称とともに内容量の表示が必要です。 
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【名称、内容量の省略の可否の整理】 

主要面への表示 一括表示部分への表示省略の可否 

名称 内容量 

名称＋内容量を主要面に表示 可 可 

名称のみ主要面に表示 可 不可 

内容量のみ主要面に表示（商品名が名称に代え

ることができない場合も同じ。） 

不可 不可 

 

（加工－169）内容量を商品の主要面に表示する場合、「内容量」の事項名を省略せずに商品の

主要面に記載することが必要ですか。 

（答） 

内容量の表示に当たっては、「○○g」、「○○ml」のように単位を明記することが必要であり、

内容量を名称とともに主要面に表示する際にも、単位が明記されていれば、消費者は内容量の

表示であることを十分理解できると考えられます。したがって、商品の主要面において内容量

を表示する場合には、「内容量」の事項名については省略することが可能です。 

（栄養成分の量及び熱量関係）                        ［原－97］ 

（加工－170）１日に摂取する当該食品由来の栄養成分の量及び熱量が社会通念上微量である食

品にはどのようなものが含まれますか。 

（答） 

コーヒー豆やその抽出物、ハーブやその抽出物、茶葉やその抽出物、スパイス等が考えられ

ます。 

ただし、スパイス等のうち一度に多く使用する場合が想定され、かつ、その場合に栄養の供

給源となり得るものについては、栄養成分の量及び熱量の表示を省略できません。 

（加工－171）極めて短い期間で原材料が変更される食品とはどういうものですか。 

（答） 

日替わり弁当、複数の部位を混合しているため都度原材料が変わるもの（例：合挽肉、焼肉

セット、切り落とし肉等の切り身を使用した食肉加工品、白もつ等のうち複数の種類・部位を

混合しているため都度原材料が変わるもの）等が考えられます。ただし、サイクルメニューは

除きます。 

（注）小規模の事業者とは以下のいずれかに該当する者です。 

・消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第９条第１項において消費税を納める義務が免除される事業者 

・中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第５項に規定する小規模企業者 

（答） 

小規模の事業者が製造した食品を小規模でない事業者が販売する場合は、栄養成分の量及び

熱量の表示を省略することはできません。この場合、製造者（小規模の事業者）が必ず栄養成

分の量及び熱量の表示を行う必要はなく、販売する者（小規模でない事業者）が表示しても差

し支えありません。 

（加工－173）小規模の事業者が製造し、小規模でない事業者が販売する際、（小規模でない事

業者が栄養成分の量及び熱量の表示を追記した場合、栄養成分の量及び熱量の表示を追記し

た者の氏名又は名称及び住所を表示する必要がありますか。 

（答） 

小規模でない事業者が栄養成分の量及び熱量の表示を追記した場合、追記した者が追記した

表示内容（栄養成分の量及び熱量の表示）の責任を負うことになります。この場合、追記した

（加工－172）小規模の事業者(注)が消費者に販売する食品は、栄養表示をしようとする場合を

除き、栄養成分の量及び熱量の表示を省略することができますが、小規模の事業者が製造

し、小規模でない事業者が販売する場合も、栄養成分の量及び熱量の表示を省略することが

できますか。 
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者の氏名又は名称及び住所を別記様式２又は別記様式３の表示に近接した箇所に表示すること

が望ましいです。 

【表示例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄養成分表示者：○○○○株式会社 

東京都千代田区霞が関○－○－○ 

（加工－174）「消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第 9 条第 1 項において消費税を納める義務

が免除される事業者」について。例えば、食品の製造・販売事業に加え、食品以外の製造・

販売事業も行っている場合、課税売上高は、食品の売上げのみで判断するのですか、それと

も、全事業の売上げで判断するのですか。 

（答） 

「消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第 9 条第 1 項において消費税を納める義務が免除され

る事業者」については、この者に該当するか否かは、消費税法の判断基準によることとしてお

り、消費税法において、課税売上高は全事業の売上げで判断することとされています。 

（加工－175）「消費税法第 9 条第 1 項において消費税を納める義務が免除される事業者」につ

いて。この者に該当するか否かは、いつの課税売上高を基準に判断するのですか。 

（答） 

「消費税法第 9 条第 1 項において消費税を納める義務が免除される事業者」については、当

該事業年度においてこの者に該当するか否かは、消費税法の判断基準によることとしており、

消費税法において、原則として、当該事業年度の前々事業年度の課税売上高を基準に判断する

こととされています。ただし、当該事業年度の前事業年度の開始日から 6 か月の間の課税売上

高が 1,000 万円以上である場合は、当該事業年度に消費税を納める義務が免除はされないこと

とされています。 

（注）個人事業者の場合、事業年度は暦年（１月１日から 12 月 31 日まで）になります。 

第４条（個別的義務表示）関係 

（乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品）  ＜省略＞         [原－100] 

（加工－176）～（加工－184）  ＜省略＞ 

 

（水産加工食品）  ＜省略＞                        [原－104] 

（加工－185）  ＜省略＞ 

 

（冷凍食品）  ＜省略＞                          [原－105] 

（加工－186）  ＜省略＞ 

 

（食肉）  ＜省略＞                            [原－106] 

（加工－187）～（加工－188）  ＜省略＞ 

 

（缶詰の食品）  ＜省略＞                         [原－107] 

（加工－189）  ＜省略＞ 

栄養成分表示 

食品単位当たり 

熱量 kcal 

たんぱく質 g 

脂質 g 

炭水化物 g 

食塩相当量 g 
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（生食用牛肉）  ＜省略＞                         [原－108] 

（加工－190）  ＜省略＞ 

 

（調理冷凍食品）  ＜省略＞                        [原－109] 

（加工－191）～（加工－193）  ＜省略＞ 

 

第５条（義務表示の特例）関係   ＜省略＞                [原－110] 

（加工－194）194）インストア加工された業務用加工食品・・・＜省略＞ 

 

（加工－195）インストア加工した一般用加工食品を販売する際、原料原産地表示は必要です

か。 （（全般－７）と同じ。） 

（答） 

１ インストア加工した一般用加工用食品の販売については、「食品を製造し、又は加工した場所

で販売する場合」とみなし、食品表示基準では原料原産地表示は要しないこととしています。 

２ ただし、仕入れ、切断、成形、解凍、小分け、再包装、温め直し等の行為については、イン

ストア加工には当たらないため、スーパーマーケット等のバックヤード等で行った場合にあっ

ても表示を行う必要があります。 

例えば、冷凍状態で仕入れたタレ付き肉を、スーパーマーケット等のバックヤード等で解凍、

小分け及び包装して販売する場合、原料原産地表示を含めた一般用加工食品の販売としての表

示が必要です。 

３ 調味する行為（塩味を付ける、しょう油をかける、ごまをふる等）、調理する行為（煮る、焼

く、揚げる等）等は、インストア加工に該当します。 

（加工－196）「食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」について具体的にはどのよ

うな場合が該当しますか。 

（答） 

「食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」とは、製造者と販売者が同一で、同一

の施設内、敷地内で製造販売することをいいます。具体的には洋菓子店、和菓子店等の「菓子

小売業（製造小売）」や、パン店等の「パン小売業（製造小売）」等がその場で行う食品の製造

販売、そうざいや刺身盛り合わせ等をインストア加工し、当該店内で販売する等「店内加工し

て直接販売する場合」などが該当します。 

（加工－197）店頭で漬物、つくだ煮、菓子等を量り売り等する場合、多忙時を見込んであらか

じめその日の販売見込量を包装して店頭に陳列している場合、この包装に表示義務はありま

すか。 

（答） 

小売店が、当日にその日の販売見込量の限度内においてあらかじめ容器包装に入れ店頭に陳

列しておくことは、客の求めに応じて量り売り等をする範囲と考えられるので、当該容器包装

には表示をしなくても差し支えありません。 

ただし、生食用であるものや冷蔵等の温度管理が必要なものにあっては、販売時に生食用及

び要冷蔵である旨等を消費者に正確に伝える必要があります。 

（加工－198）食品を製造し、又は加工した場所で一般用加工食品を販売する場合に「製造所又

は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称」を表示する際、事項欄を設けずに

表示してよいですか。 

（答） 

食品を製造し、又は加工した場所で一般用加工食品を販売する場合は、食品関連事業者の氏

名又は名称及び住所の表示は不要としており、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工

者の氏名又は名称の表示は、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所の表示ではないことが明
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確であるため、事項欄を設けなくても差し支えありませんが、消費者にとって分かりやすい表

示とするため、事項欄を設けて表示することが望ましいです。 

（加工－199「食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」の規定の適用範囲（どのよう

な場合であるか）について、旧基準における運用からの変更点はありますか。 

（答）変更点はありません。 

 

第６条（推奨表示）関係                          [原－112] 

（加工－200）義務表示、推奨表示、任意表示のそれぞれの位置付け及び定義について具体的に

教えてください。また、アレルギー物質を含む食品でいう推奨表示と栄養成分表示でいう推

奨表示との違いについても教えてください。 

（答） 

義務表示となっている事項は基準に沿った表示がなされていない場合、食品表示法に基づく

行政措置の対象となります。一方で、推奨表示、任意表示事項は表示をする義務はありません

が、表示を行う場合には食品表示基準に沿った方法で表示する必要があり、これが守られてい

ない場合は同じく行政措置の対象となります。推奨表示、任意表示について、行政措置との関

係において何ら取り扱いの違いはありません。栄養表示における推奨表示は事業者における表

示の実行可能性の観点から表示の義務は課さないものの、国民の摂取状況、生活習慣病との関

連等の観点から消費者における表示の必要性が高いと考えられ、将来的な表示義務化を見据え

てその他の任意表示成分より優先度が高いものとして規定しています。 

アレルゲンの表示は、重篤度・症例数の多い７品目（特定原材料）については食品表示基準

で表示を義務付けし、過去に一定の頻度で健康被害が見られた 20 品目については、通知により

表示を推奨しています。通知による位置付けのため、基準に従った表示がされていない場合で

も、食品表示法違反となることはありませんが、食品表示基準に準じて積極的に表示を行うこ

とが望まれます。 

（加工－201）推奨表示事項のうち、推奨された成分の含有量が０と表示できる場合にも表示す

る必要はありますか。 

（答） 

０であるという情報提供も有意義であると考えます。ただし、当該成分を含有していないこ

とが消費者にも明らかである食品群の場合や、脂質が０と表示できる場合における飽和脂肪酸の

量、炭水化物が０と表示できる場合における食物繊維の量については、その限りではありません。 

（加工－202）栄養成分表示（食品表示基準別記様式３）について、炭水化物の内訳表示のうち

「糖類」のみ表示することができますか。糖質と食物繊維を併せて表示しなければなりませ

んか。 

（答） 

糖類のみ表示することもできます。その場合、炭水化物の下に１字下げて「－糖類」と表示

してください。「－」は省略して差し支えありません。 

なお、この場合も栄養成分（たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム）の量及び熱量の

表示は必須です。 

第７条（任意表示）関係                          [原－113] 

（特色のある原材料等に関する事項関係） 

（加工－203）食品表示基準第７条「特色のある原材料等に関する事項」について、本規定の目

的と概要を教えてください。 

（答） 

１ 本規定の目的は、原材料の特色について特別に強調された表示による消費者の誤認を防止す

ることです。 
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２ 具体的には、例えば、商品に「国産××使用」のように「特色のある原材料」の表示がされ

ている場合、消費者は「国産××」の使用割合が 100％であると認識すると考えられます。この

ような場合において、実際には「国産××」の使用割合が 10％であったとすると、消費者を誤

認させることになるため、「国産××10％使用」のように使用割合を併記することを規定してい

ます。 

３ 表示する割合は、表示する特色のある原材料の 

① 製品に占める割合 

② 特色のある原材料と同一の種類の原材料に占める割合 

のいずれかです。どちらの割合を表示するかについては、（加工－212）を参照してください。

なお、使用割合が 100％の場合は割合表示を省略することができます。 

４ また、３②の割合を表示する場合には、同一の種類の原材料に占める割合である旨を表示す

る必要があります。具体的には（加工－212）を参照してください。 

５ 特定の原材料を強調表示するということは、基本的に当該原材料を使うことで製品の品質を

高める等の効果がある場合において、そのことをＰＲする目的を持つものと考えられます。強

調表示を行う場合、事業者はその表示を行う根拠について明確に説明できることが必要と考え

ます。 

（加工－204）特色のある原材料の表示についての経緯を教えてください。 

（答） 

平成 18 年８月に加工食品品質表示基準は以下のように改正され、その後食品表示基準に移行

されました。 

特色のある原材料の表示についての見直しのポイントは以下のとおりです。 

① 特色のある原材料の具体例を提示（加工－207 参照） 

② 割合表示の単位として「％」の他「割」も可能である旨を明確化（加工－214 参照） 

③ やむを得ぬ事情により使用割合が変動する場合、「○○％以上」のような幅を持たせた表

示を容認（加工－215 参照） 

（加工－205）食品表示基準第７条の表の特色のある原材料等に関する事項の項の１で原料原産

地表示を除いている理由を教えてください。 

（答） 

食品表示基準第７条では、特定の原産地のものなど特色ある原材料を使用した旨表示する場

合には、その使用割合の表示が義務付けられています。 

一方、原料原産地表示では、原材料に占める重量割合上位１位の原材料の原産地全て又は２

以上を表示することから、特定の原産地のもののみを強調して表示しているとは認められず、

使用割合の表示までは必要ないと考えられることから、上記表示方法に従った表示を行ってい

る場合には食品表示基準第７条の適用除外であることを明記しているものです。 

この考え方は、食品表示基準第３条に規定する方法に従って任意で表示する場合にも適用さ

れ、食品表示基準第７条の適用除外となります。 

この場合も、使用した原材料の原産地が複数ある場合には全て又は２以上記載する必要があ

ります。 

また、一括表示部分の枠外に特定の原産地のもののみを強調して表示する場合には、第７条

の適用除外とはなりませんので、この場合は当該強調表示に近接した場所又は一括表示の原材

料名に割合表示が必要です。 

《例》強調表示を行う原材料に国産原料 70％、Ａ国産原料 20％、Ｂ国産原料 10％使用した商

品の場合 

 

（次頁に続く） 
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① 一括表示内に特定の原産地の原料のみを強調表示→ 第７条を適用 

    （義務表示対象外品目の場合） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

② 食品表示基準第３条に規定する方法に従い、原料の原産地全て又は２以上を重量順に表

示→ 食品表示基準第７条の適用外（義務表示対象、対象外品目とも共通） 

 

③ 一括表示部分の枠外に特定の原産地の原料のみを強調表示→ 食品表示基準第７条を適用 

 （義務表示対象の原材料、対象外の原材料とも共通） 

【強調表示部】 【一括表示欄】 

 
 

国産○○使用  名称 ・・ 

原材料名 ○○（国産、Ａ国、Ｂ

国）、・・ 

ＸＸ  ・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（加工－206）バターを使用して製造した製品に、バターの原料である牛乳を強調して表示した

い場合、「北海道産牛乳使用」のように表示することはできますか。 

また、黒糖又は黒砂糖を使用して製造した製品に、「沖縄産さとうきび使用」のように表示

することはできますか。 

（答） 

１ 問のように、製造者がバターを購入して製造しており、自ら牛乳を使用していない製品に

「牛乳使用」と表示することは適切ではありません。 

２ この場合において、使用したバターが北海道産牛乳を用いて作られた旨を事実に即して表示 

名称・・ 

原材料名 ○○（国産）、△△（国産 70 

％使用）、・・ 

・・ 

名称・・ 

原材料名 ○○（国産）、△△（国産） 

・・ 

・・ 

× 

強調したい原料のみ表示する

場合は食品表示基準第７条が

適用され、割合表示が必要 
○ 
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することは可能です。 

３ 同様に、製造者が黒糖（黒砂糖）を購入し製造しており、自らさとうきびを使用していない

場合は、「沖縄産さとうきび使用」等と強調して表示することは適切ではありません。 

ただし、「使用している黒糖は、全て沖縄県産さとうきびから作られています。」など、事実

に即して表示することは可能です。 

（加工－207）どのような原材料が「特色のある原材料」に該当するのですか。 

（答） 

１ 「特色のある原材料」とは、特色のあることを示す用語を冠する等により、一般的名称で表

示される原材料に対し差別化が図られたものであり、同種の原材料に占める割合が 100％使用で

ない場合に「○○使用」、「○○入り」のように「使用した旨」を表示することが、消費者に優

良誤認を与えると考えられるものを指します。「特色のある原材料」に該当するものを、以下の

とおり整理しました。 

① 特定の原産地のもの 

・国産大豆絹豆腐 

・トルコ産へーゼルナッツ使用 

・十勝産小豆使用 

・国内産山ごぼう使用 

・三陸産わかめを使用 等 

② 有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品 

・有機小麦粉使用 

・有機栽培こんにゃく芋から自社生産 

・有機牛肉使用 等 

③ 非遺伝子組換えのもの等 

④ 特定の製造地のもの 

・群馬県で精製されたこんにゃく粉入り 

・北海道で製造されたバターを使用 等 

⑤ 特別な栽培方法により生産された農産物 

・特別栽培ねぎ入り 

・栽培期間中農薬不使用のにんじん使用 等 

⑥ 品種名等 

・とちおとめ使用 

・コシヒカリ入り 

・本まぐろ入り 等 

⑦ 銘柄名、ブランド名、商品名 

・宇治茶使用 

・松阪牛使用 

・越前がに入り 

・市販されている商品の商品名○○を「○○使用」 等 

（③については、食品表示基準第３条第２項の表の遺伝子組換え食品に関する事項の規定に基

づき表示することが必要。） 

２ ただし、他法令、行政機関の定めるガイドライン等により、上記①～⑦に該当する原材料の

表示方法が定められているものについては、当該法令等に定める方法により表示する場合に限

り、特色のある原材料には該当しないものとします。 

３ なお、当然のことながら、１において特色のある原材料に該当すると整理したもの以外につ

いても、その原材料に関する表示が、実際のものより優良な製品であると誤認させる場合は不 

適切です。事業者は食品表示法に基づく本規定のみならず、景品表示法など他法令で定められ 
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 た優良誤認防止の規定にも留意しつつ、消費者に誤認を与えない適切な表示を行ってください。 

（加工－208）「特色のある原材料」に該当するとされた（加工－207）の「⑥ 品種名等」及び

「⑦ 銘柄名、ブランド名、商品名」の具体的な範囲を教えてください。 

（答） 

１ 「品種名等」とは、 

① 農産物にあっては、「キタアカリ」、「ハルユタカ」など種苗法に基づく登録品種名、「コシ

ヒカリ」など農産物検査法に基づく農産物規格規程に定める産地品種銘柄としての品種名そ

の他既存品種名及び品種を示す用語 

② 畜産物にあっては、「黒毛和種」、「バークシャー種」などの品種名及び「黒毛和牛」、「和牛」

など品種を示す用語 

③ 水産物にあっては、「クロマグロ」、「タラバガニ」、「トラフグ」などの種名及び「ホンマグ

ロ」、「ワタリガニ」など種を示す用語 

を指します。 

２ 「銘柄名、ブランド名、商品名」とは、 

① 「松阪牛」、「かごしま黒豚」、「越前がに」、「宇治茶」、「金華ハム」など、生産地や製法等

について、独自の基準や地域に伝わる製法等に合致したものについて、一般的名称に地域名

等の特色のある用語を冠するなどにより、一般的名称のものと差別化されているもの 

② 市販されている商品の商品名（一般的名称のものを除く。） 

を指します。 

３ １③の水産物の表示については、一括表示部分の原材料名として別添の魚介類の名称のガイ

ドラインに基づき魚種名を表示する場合には割合表示の必要はありません。なお、当然のこと

ながら、特定の魚種名を一括表示部分以外に強調して表示する場合には割合表示が必要です。 

（加工－209）次のように表示する場合、特色のある原材料の表示に該当しますか。 

① 「黒糖使用」 

② 「青のりたっぷり」 

③ 「炭焼き焙煎麦使用」 

④ 「キリマンジャロブレンド」 

（答） 

１ 基本的な考え方としては、「使用」、「たっぷり」等、その原材料をどのような用語で表現する

かに関わらず、原材料自体を一般的名称で表示する場合は、特色のある原材料の表示には該当

しません。 

２ 問の例の場合、以下のようになります。 

① 「黒糖」は「砂糖」を細分化した原材料であり、「黒糖」という名称が一般的名称として定

着していることから、特色のある原材料の表示には該当しません。 

この場合において、黒糖以外の砂糖も使用している場合、消費者は「使用された砂糖のう

ち黒糖の占める割合が 100％」と理解する可能性があることから、原材料名欄に「砂糖（上白

糖、黒糖）、…」のように表示する等、消費者に誤認を与えないよう表示することが必要です。 

【同様の例】三温糖、抹茶、玉露、かぶせ茶、黒酢、りんご酢等 

② 「青のり」は一般的名称であることから、特色のある原材料に該当しません。 

ただし、「○○産青のりたっぷり」など、特色のある用語（この場合、「○○産」）を冠する

場合には、特色のある原材料の表示に該当します。 

なお、「たっぷり」など含有量が多いことを強調して表示する場合、製造者が当社比などの

基準等をもっており、消費者からの問合せに対して明確に回答できることが必要と考えます。 

③ 加工食品の製造方法は極めて多様であり、必ずしも明確な定義に基づく製法のみとは限ら

ず、同じ製法名でも製造者によって別の製法をとることがあること、消費者にとって製法表
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示は商品のイメージとして捉えられること等から明確な区分を行うことが困難であるため、

製造方法に特色のある原材料については、割合表示の義務付けには馴染まないものと判断し

ました。 

したがって、炭焼き焙煎麦の使用割合を併記する義務はありませんが、例えば、炭焼き焙

煎麦と通常焙煎の麦を混合して使用するのであれば、単に「炭焼き焙煎麦使用」と表示する

のではなく、「炭焼き焙煎麦をブレンドすることにより、…」のような説明表示を行うなど、

正確な情報提供に努めることが望ましいと考えます。また、消費者から「炭焼き焙煎」の意

味を問われたときに対応できる明確な根拠をもって表示を行うことが必要です。 

【同様の例】二段仕込み、粗挽き、特製等 

④ （加工－207）の１①～⑦に該当する原材料であっても、他法令等に基づいて表示を行う場

合には特色のある原材料の規定により割合を表示する必要はありません。 

「キリマンジャロ」というコーヒーの銘柄自体は（加工－204）の１⑦に該当しますが、レ

ギュラーコーヒー又はインスタントコーヒーに対して「レギュラーコーヒー及びインスタン

トコーヒーの表示に関する公正競争規約」に表示方法が定められていますので、これに従っ

て表示を行ってください。 

（加工－210）「レモン風味」と表示する場合、特色のある原材料の表示に該当しますか。ま

た、レモンを使用せず、香料で風味付けをした商品にこのような表示をしてもよいですか。 

（答） 

１ 「レモン風味」のような表示は、レモンの味や香りがするという製品の特徴を一般的名称で

表しているものであり、特色のある原材料の表示には該当しません。 

２ また、レモンを使用せず香料で風味付けをした商品に、「レモン風味」と表示することは可能

です。この場合、「レモン使用」と表示することは、事実と異なる表示であり、認められません。 

３ なお、レモン香料を使用した商品については、原材料名欄又は添加物欄において「レモン香

料」や「香料」のように、使用した香料を添加物として表示することが必要です。 

（加工－211）特色のある原材料を使用した場合、必ず使用割合を表示しなければならないので

すか。 

（答） 

１ 割合表示が必要となるのは、特色のある原材料を使用したことを強調して表示する場合です。

特色のある原材料を使用していても、そのことを表示しないのであれば割合表示を行う必要は

ありません。 

２ 具体的には、特色のある原材料（○○）を使用して、 

① 製品表面などに「○○使用」、「○○入り」のように、特色のある原材料を強調して表示す

る場合 

② 製品の名称が特色のある原材料を使用した旨を示すものである場合 

③ 「○○を使用し、…」のように説明書きなどで特色ある原材料を使用した旨を表示する場 

 合 

④ 一括表示部分の原材料名として「うるち米（○○）、…」のように表示する場合 

には、○○の使用割合を明示することが必要です。 

３ また、同種の原材料中における使用割合が 100％である場合には、割合の表示を省略すること

が可能です。 

（加工－212）特色のある原材料の割合表示として、 

① 製品に占める割合 

② 特色のある原材料と同一の種類の原材料に占める割合 

のいずれを表示すればよいのですか。 

（答） 

１ 表示が必要な割合については、食品表示基準第７条の表の特色のある原材料等に関する事項

において、 
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① 特色のある原材料の製品の原材料に占める重量の割合 

② 特色のある原材料の特色のある原材料及び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合わ

せたものに占める重量の割合（この場合において、特色のある原材料の特色のある原材料及

び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合である旨を表

示すること。） 

のいずれかであることが定められています。 

２ （加工－207）に掲げた特色のある原材料の特徴から、基本的には②の考え方に基づき、同一

の種類の原材料に占める割合を表示するべきと考えます。例えば、米としてコシヒカリと日本

晴を使用している「炊き込みご飯のレトルトパウチ」において、コシヒカリを使用しているこ

とを表示する場合、以下の２つの方法が考えられます。 

【方法１】強調表示部分において「米に占める割合」であることを明記 

（例１）「コシヒカリ５０％使用（米に占める割合）」 

（例２）「この商品に使用されている米のうちコシヒカリは５０％です」 

【方法２】一括表示部分の原材料名欄において割合表示 

（例） 「原材料名うるち米（コシヒカリ５０％）、…」 

注）特色のある原材料の割合の表示は、消費者が誤認しないという観点から強調した箇所

の全てに表示する必要があると考えます。 

３ ただし、以下のように、細分化された原材料の一部を強調する場合については、②の割合を

表示すると消費者に誤認を与えるおそれがあると考えられますので、①の割合を表示するべき

と考えます。 

【例】『本マグロ２０％（北太平洋産５０％、メキシコ産５０％）、メバチマグロ８０％』のま

ぐろのたたき 

→×（不可）「北太平洋産本マグロ５０％使用（本マグロに占める割合）」 

○（可） 「北太平洋産本マグロ１０％使用（マグロに占める割合）」 

４ また、製品中ごく少量しか含まれていないものについて、１の②を活用して例えば次の表示

例１のように、100％と割合を表示した場合、実際に製品全体の原材料として使用している割合

（実際に含まれている原材料の量）と、この強調した表示から消費者が受けるイメージに大き

な違いが生じる場合があると考えます。強調した表示を行う際は、表示する理由をよく考慮し

た上で、消費者が誤認しないように注意して次の表示例２を参考に表示してください。 

・表示例１：「○○県産りんご 100％使用（りんごに占める割合）」 

・表示例２：「製品中に○○県産りんごを５％（○グラム）使用」 

なお、景品表示法上の考え方として、平成 18 年 11 月に公正取引委員会から「果汁・果実表

示のある加工食品の表示に関する実態調査報告書」が出され、特色ある原材料として表示した

割合について、何の割合であるのか明瞭に表示するとともに、実際の原材料の使用率と百分率

によって表示される数値との乖離が大きい場合は、単にパーセント表示だけを行うのではなく、

併せて重量を具体的に表示することが望ましいとしています。詳細は報告書を御覧ください。 

報告書のＵＲＬ： https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/cyosa/cyosa-

hyoji/h18/06110801_files/06110801-ontai.pdf 

（加工－213）Ａ県産のりんご果汁とＢ県産の濃縮りんご果汁を使用した製品に、Ａ県産のりん

ご果汁を使用した旨を表示する場合には割合の表示が必要ですが、使用した状態で重量の比

較をすればいいのですか。 

（答） 

１ 状態（濃縮、乾燥など）の異なる同種の原材料を混合して使用する場合には、使用した状態

で重量比較を行うのではなく、同等の状態に換算した重量の比較を行ってください。 
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２ 問の例の場合、使用した状態で重量の比較を行うとＡ県産の割合が多くなり、消費者に誤認

を与えることとなるので、Ｂ県産の濃縮りんご果汁を還元した状態の重量に換算するなど適切

に比較を行った上で表示することが必要です。 

（加工－214）「○○％」ではなく「○割」と表示することも可能ですか。 

（答） 

１ 可能です。具体的には、使用量が 53％の場合、「53％」に代えて、「５割」と表示することが

可能です。 

２ 「○割」で割合表示を行う場合には、使用量が多いとの誤認を消費者に与えないよう四捨五

入ではなく、切り捨ての数字を表示してください。            （次頁に続く） 

【例】使用量：７９％ → 「７９％」又は「７割」と表示。「８割」は不可。 

使用量： ５％ → 「○割」表示は不可。「５％」と表示。 

（加工－215）使用割合が変動する原材料を特色のある原材料として表示したい場合、どのよう

に割合表示を行えばよいですか。 

（答） 

１ 原材料の使用割合が変動する場合、想定される最小値を記載し、「○％以上」又は「○割以上」

のように幅をもたせた表示を行うことが可能です。 

２ 具体的には、例えば、季節により使用割合が 45％～52％の範囲で変動する特色のある原材料

を強調して表示する場合には、「45％以上」又は「４割以上」の表示が可能です。 

３ なお、「○％～△％」のように表示することは、含有量が多いとの誤認を与える可能性がある

ことから認められません。 

（加工－216）有機農産物や有機農産物加工食品を使用した旨を表示できるのは、どのような場

合ですか。 

（答） 

１ 有機農産物や有機農産物加工食品については、ＪＡＳ法第 63 条第２項において、「何人も、

指定農林物資以外の農林物資について、当該指定農林物資に係る日本農林規格において定める

名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない」という表示規制が課せられており、

当該食品が有機農産物や有機農産物加工食品である旨の表示を行うには、当該食品について、

有機ＪＡＳ制度に基づき格付けを受けている必要があります。 

なお、有機ＪＡＳ制度の内容については、農林水産省にお問い合わせください。 

２ また、酒類の原材料として有機農産物や有機加工食品などを使用し、その旨を表示する場合

は、国税庁の「酒類における有機等の表示基準」（平成 12 年 12 月 26 日国税庁告示第７号）を

御確認ください。 

（加工－217）Ａ県産大豆とＢ県産大豆を混ぜて使用した旨を枠外で表示した場合は、一括表示

枠内の原材料名は、「大豆（Ａ県産○％、Ｂ県産△％）」と表示するのですか。 

（答） 

１ 複数の産地を強調する場合には、特色のある原材料に該当し、使用割合の高いものから順に、

その使用割合と併せて表示することとなります。 

この場合、枠外の強調表示に近接して割合表示を行うことが基本です。 

２ なお、義務表示として原材料名欄等に原料原産地名を表示（使用した重量割合の高いものか

ら順に原産地を表示）する場合には、強調表示には該当しないため、割合の併記は必要ありま

せん。 
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（栄養成分（たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムを除く。）関係）     [原－127] 

（加工－218）トランス脂肪酸について表示する場合はどのように表示したらよいですか。 

（答） 

トランス脂肪酸については、「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」（平成 23 年２月 21

日消費者庁）を確認して表示していただきたいと考えます。表示の方法は、食品表示基準別記

様式３に示されているｎ-６系脂肪酸の次に、脂質より１字下げて枠内に表示してください。 

（ナトリウムの量関係） 

（加工－219）ナトリウム塩を添加していない食品の栄養成分表示（食品表示基準別記様式３）

において、ナトリウムを任意で表示する場合、食塩相当量を枠外に記載することは可能です

か。 

（答）できません。食塩相当量も一括表示内でナトリウムのあとに括弧書きで表示してください。 

（栄養機能食品に係る栄養成分の機能関係）    ＜省略＞          [原－129] 

（加工－220）～（加工－226） 

（栄養成分の補給ができる旨関係）        ＜省略＞          [原－132] 

（加工－227）～（加工－230） 

（栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨関係） ＜省略＞          [原－134] 

（加工－231） 

（糖類を添加していない旨及びナトリウム塩を添加していない旨関係） 

（加工－232）糖類や食塩（ナトリウム）以外のものであっても、事実であれば無添加の表示は

可能ですか。 

（答）糖類、ナトリウム以外については規定がないため、事実であれば表示は可能。 

（加工－233）糖アルコールを使用した場合、糖類無添加と表示できますか。 

（答） 

栄養成分に係る表示における糖類の定義は、単糖類又は二糖類であって糖アルコールでない

ものであるため、表示は可能です。 

（加工－234）食塩以外のナトリウム塩を技術的目的で添加する場合とはどのような場合ですか 

（答）重曹等、呈味成分ではないものにナトリウム塩が含まれている場合です。 

（加工－235）「酵素分解その他何らかの方法により、当該食品の糖類含有量が原材料に含まれ

ていた量を超えないこと」と規定していますが、ここで指している「“酵素分解その他何らか

の方法”」について、具体例と併せて教えてください。 

（答）酵素の添加によりデンプンを加水分解して糖類を産生させるなどの方法があります。 

（加工－236）糖類無添加について、食品本来の成分として糖類を含む場合であっても、糖類の

代用として使用しなければ、糖類無添加表示はできますか。 

（答）可能です。 

（加工－237）「砂糖不使用」、「砂糖無添加」といった表示を行うことは可能ですか。また、そ

のような表示を行う場合、「ショ糖」の量を表示する必要はありますか。 

（答） 

食品表示基準第７条の表の糖類を添加していない旨に関する基準を満たしていれば表示可能

です。「ショ糖」の量を表示する必要はありませんが、「糖類」の表示を行う必要があります。 

なお、「ショ糖」を任意で表示することは可能です。その際は、食品表示基準に定められてい

ない成分ですので、一括表示の枠外に記載してください。 
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（加工－238）ナトリウム塩を添加していない食品について、ナトリウム量を表示し、食塩相当

量を括弧書きで表示する場合、必ず「食塩無添加」等の文言を表示しなければなりません

か。 

（答） 

第７条の規定に基づいてナトリウム塩を添加していない旨を表示できる要件を満たしている

場合であれば、ナトリウム量を表示し、食塩相当量を括弧書きできるというものなので、ナト

リウム塩を添加していない旨を必ずしも表示する必要はありません。 

（加工－239）ナトリウム塩を添加していない食品について、「食塩相当量」で表示するかナト

リウムを任意で表示するかにかかわらず、欄外に「食塩由来ではない」といった注意書きを

記載することは可能ですか。 

（答）事実に基づいたものであれば可能です。 

（加工－240）カリウム塩等、ナトリウム塩ではない添加物を使用した場合、ナトリウム塩を添

加していない旨の表示ができますか。 

（答）表示は可能です。 

第８条（表示の方式等）関係                        [原－137] 

（加工－241）輸入品について、表示は邦文で書く必要があるのですか。 

（答） 

日本国内で販売される食品の表示は、邦文で行うことが義務となっています（食品表示基準

第８条第１号参照）。したがって、輸入品についても、輸入業者が国内で他の事業者へ販売する

時点から、義務表示事項を邦文で表示をしなければなりません。 

（加工－242）食品表示基準別記様式１に従った表示を必ず行わなければならないのですか。 

（答） 

１ 食品表示基準別記様式１による表示が基本となります。 

２ 食品表示基準別記様式１以外の方法で表示を行うことができるのは、 

① スーパーマーケットなど販売店で小分けするなどの際において、価格などを表示するシー

ル（いわゆるプライスラベル）に一括して分かりやすく表示する場合 

② 容器包装の形態などから、食品表示基準別記様式１による表示が困難であり、消費者にと

って分かりやすいよう工夫して表示する場合 

などの場合に限ります。 

３ なお、当然のことながら、食品表示基準別記様式１による表示が困難な場合であっても、食

品表示基準別記様式１による表示と同等程度に見やすく一括して表示することが必要です。表

示に当たっては、消費者にとってより分かりやすいものとなるよう工夫してください。 

（加工－243）食品表示基準第８条第３号「別記様式による表示と同等程度」に分かりやすい表

示として、どのようなものが考えられますか。 

（答） 

１ 「別記様式による表示と同等程度」に分かりやすい表示とは、以下のような表示を指します。 

① スーパーマーケット等で使用されるいわゆるプライスラベルによる表示 

② 菓子類など、容器包装の形態に合わせ工夫した表示 

２ このほか、別記様式を基本としつつ、 

① 別記様式の表示順序を変更して表示すること（ただし、栄養成分及び熱量を除きます。） 

② 別記様式の事項名を同一の意味と容易に判断できる項目名で表示すること 

③ 別記様式に区切り線などを表示すること 

など、製品の包装形態などを考えて、より分かりやすくなるよう工夫して表示することも可能

です。ただし、例えば、「原材料名」を２か所に分けて表示するなど、表示内容が分かりにくく

なるような表示は認められません。 
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３ また、「消費期限又は賞味期限」のように事項名を省略することができないものを除き、表示

事項の内容から、別記様式による表示と同等程度に分かりやすい表示であれば、事項名を表示

しないで表示事項だけを表示することも可能です。 

（加工－244）一括表示は必要な全ての項目が満たされていれば、同一面でなく二つの面にまた

いで表示することも可能ですか。 

（答） 

同一面の見やすい箇所に表示することが望ましいですが、容器包装の形態などから同一面に

表示することが困難な場合は、二つの面にまたいで表示することも可能です。 

（加工－245）複数の表示事項について、表示箇所を一括表示部分に表示すれば、他の箇所に表

示することはできますか。 

（答） 

１ 原材料名、原料原産地名、内容量及び消費期限又は賞味期限を他の事項と一括して一括表示

部分に表示することがどうしても困難な場合には、表示箇所を一括表示部分に表示すれば、他

の箇所に表示することが可能です。なお、消費期限又は賞味期限の表示箇所を表示して他の箇

所に表示する場合において、保存方法についても、表示事項を一括して表示する箇所にその表

示箇所を表示すれば、消費期限又は賞味期限の表示箇所に近接して表示することが可能です。 

２ 表示事項は、消費者に分かりやすく、一括して表示してあることが基本であり、やむを得な

い事情により他の箇所に表示する際には、 

① 「商品表面上部に表示」「本面右下に表示」のように、表示箇所を一括表示部分に明確に表

示すること 

② 複数の表示事項を別途表示する場合には、それらがバラバラにならないよう出来るだけま

とめて表示すること 

③ 背景と対照的な色を使う、大きな文字で印字するなど、明瞭に識別できる方法で表示する

こと 

が必要です。 

（加工－246）個別品目ごとに表示すべき名称が定められている食品については、食品表示基準

で定められた名称、内容量を主要面に表示すれば、一括表示部分の名称、内容量を省略する

ことはできますか。 

（答） 

１ 個別品目ごとに規定されている表示方法があるものは、それに従って表示を行うことが必要

です。 

２ このため、個別品目ごとに表示すべき名称が定められている場合は、その定められた名称を

表示する必要があります。 

３ 一方、個別品目ごとに名称の定めがある食品についても、当該表示基準で定める名称を商品

表面に明瞭に表示する場合には、一括表示部分の名称を省略することが可能です。 

【しょうゆに個別に定められている名称である「こいくちしょうゆ」の表示例】 

※しょうゆについては「こいくちしょうゆ（本醸造）」、「たまりしょうゆ（混合醸造）」のよう

に名称として表示すべき用語が規定されているが、一括して表示する旨の規定はありません。

このため、名称として表示すべき用語を商品主要面に明瞭に表示する場合には、一括表示部分

の名称の省略が可能です。 

 

（次頁に続く） 
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（主要面）            （一括表示部分） 

    こいくちしょうゆ          原材料名 

（本醸造）        添加物 

         ５００ml         賞味期限 

                      保存方法 

                      製造者 

 

（主要面）            （一括表示部分） 

    ○○醤油              原材料名 

     （こいくちしょうゆ        添加物 

        （本醸造））         賞味期限 

        ５００ml          保存方法 

                      製造者 

      （主要面）           （一括表示部分） 

                      原材料名 

    ○○しょうゆ            添 加 物 

                      賞味期限 

                      保存方法 

         ５００ｍｌ        製 造 者 

 

 

 

 

 

（加工－247）詰め合わせ食品の表示方法について教えてください。 

（答） 

１ 詰め合わせ食品の表示に当たっては、、単なる詰め合わせ商品になるのか、詰め合わせること

で新たな独立した一つの商品となるのかによって、表示方法が異なります。 

２ 単なる詰め合わせ商品の場合 

個別の詰め合わせた食品ごとに外装に表示するのが原則です。ただし、詰め合わせた食品の

一つ一つに表示があり、外装からその表示が認識できる場合は、改めて外装に表示をする必要

はありません。 

また、個々の容器包装に表示をしてある食品を、客の求めに応じて箱等に入れて販売する場

合の箱等には表示をしなくても差し支えありません。 

３ 新たな独立した一つの商品（詰め合わせたものを全て使用して合わせて食することを意図し

た食品等）の場合（例：カップ麺、即席みそ汁、鍋セット等） 

全体を一つの食品とみなし、外装に一括表示するのが原則です。この際、各構成要素は当該

加工食品の原材料になります。 

４ ただし、新たな独立した一つの商品であっても、各構成要素が食品表示基準別表第 19 及び別

表第 24 の上欄に掲げる食品のうち、以下に掲げる食品に該当する場合は、同表の中欄に掲げる

表示事項を同表の下欄に定める表示方法に従い、当該商品の外装に表示してください。 

    ＜別表 19 関係は、以下の事項を除き菓子は該当しないので省略＞ 

⑮ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 

 容器包装に密封された常温で流通する食品（清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り

製品を除く。）のうち、水素イオン指数が 4.6 を超え、かつ、水分活性が 0.94 を超え、かつ、

×の理由： 

主要面に、しょうゆに個別に定められている名称が

表示されていないのに、名称を省略しているため 
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その中心部の温度を摂氏 120 度で４分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボ

ツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏 10 度以下での保存を要するもの 

＜別表 24 は一般生鮮食品に関わる事項であり、菓子は該当しないので省略＞ 

５ 上記詰め合わせの形態にかかわらず、食品表示基準第３条第１項の表の製造所等の所在地及

び製造者等の氏名又は名称の表示については、それぞれ異なる製造所等で容器包装され販売に

供する個別食品を詰め合わせる場合、原則、各々の個別食品について表示が必要ですが、一つ

の独立した商品として販売される食品に該当する場合は、いずれかの個別食品の製造又は加工

を行い、かつ、最終的に詰め合わせを行った事業者のみを製造所又は加工所として表示するこ

とができます。この場合、表示責任者が詰め合わせ食品の製造又は加工を行う事業者と合意し

ておく必要があります。 

（加工－248）数種類の製品を詰め合わせた場合、原材料名、添加物、内容量の表示はどのよう

にすればよいですか。 

（答） 

１ 原材料名及び添加物の表示を原材料名欄に表示する場合は、ケーキの詰め合わせを例にする

と、「チョコレートケーキ（砂糖、卵、小麦粉、植物油脂、カカオマス、全粉乳・・/ 乳化剤、

膨張剤、香料）、いちごケーキ（砂糖、小麦粉、卵、植物油脂、カカオバター、いちご・・/ 乳

化剤、膨張剤、香料）」等とそれぞれの製品ごとに複数の製品の全ての原材料名及び添加物を、

食品表示基準に基づき表示します。なお、添加物は、「チョコレートケーキ（砂糖、卵、小麦粉、

植物油脂、カカオマス、全粉乳・・）、いちごケーキ（砂糖、小麦粉、卵、植物油脂、カカオバ

ター、いちご・・） / 乳化剤、膨張剤、香料」等とまとめて表示することも可能です。 

２ 添加物の表示を、添加物欄を設けて表示する場合は、「チョコレートケーキ（乳化剤、膨張剤、

香料）、いちごケーキ（乳化剤、膨張剤、香料）」と原材料名の表示と同様にそれぞれの製品ご

とに複数の製品の全ての添加物を食品表示基準に基づき表示します。なお、まとめて「乳化剤、

膨張剤、香料」と表示することも可能です。 

３ 内容量は、「Ａ製品○○ｇ、Ｂ製品○○ｇ」又は「○○ｇ（Ａ製品○○ｇ、Ｂ製品○○ｇ）と

表示します。 

４ 詰め合わせた食品の一つ一つに表示があり、外装からその表示が認識できる場合は、改めて

外装に表示をする必要はありません。 

（加工－249）数種類の製品を詰め合わせた場合、栄養成分の量及び熱量の表示はどのようにす

ればよいですか。 

（答） 

それぞれの食品ごとに表示します。 

ただし、詰め合わせ品の一つ一つに表示があり、外装からその表示が見える場合は、改めて

外装に表示をする必要はありません。 

【表示例】 

栄養成分表示 チョコレートケーキ（１個当たり） いちごケーキ（１個当たり） 

熱量 

たんぱく質 

脂質 

炭水化物 

食塩相当量 

Kcal 

ｇ 

              ｇ 

              ｇ 

              ｇ 

Kcal 

           ｇ 

           ｇ 

           ｇ 

           ｇ 

 

（加工－250）セットを構成する食品について、個々のものを栄養強調表示することは可能です

か（例えば、「30％塩分カットのめんつゆ使用」等） 

（答）可能ですが、その場合はセット全体及び栄養強調表示をした当該個食品について栄養成分

表示が必要です。 
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（加工－251）詰め合わせ商品、個包装集合体のもので、個包装に表示した場合、商品外装パッ

ケージにも表示する必要がありますか。必要がある場合、表示方法を教えてください。ま

た、反対に、個包装に表示せずに商品外装パッケージのみに表示することも可能ですか。 

（答） 

個々の商品に表示を行っていた場合であっても、商品外装パッケージにも別途表示を行う必

要があります。ただし、透明の袋等を透して個々の商品の表示を認識できる場合であれば、商

品外装パッケージにあえて表示を行う必要はありません。 

また、販売方法が詰め合わせの形態に限られ、商品ごとにばら売りされることがない場合は、

商品外装パッケージに表示を行っていれば、個々の商品に表示を行う必要はありません。ただ

し、販売者によって、ばら売りされることが想定されている場合は、想定されている商品全て

に表示を行う必要があります。想定していなかった商品が販売者によってばら売りされる場合

には、販売者に表示義務が生じます。 

（加工－252）原材料名の表示方法について、弾力的な運用はありますか。 

（答） 

１ 原材料名として表示する情報は原材料名のほか遺伝子組換え農産物であること、アレルゲン

を含むことのほか、原料原産地名の表示があるなど、最もスペースを要する表示項目となって

います。 

２ このため、弁当、そうざいなど、多くの原材料を使用しており、一括表示部分に原材料名を

表示すると複雑で見にくくなるような場合には、一括表示部分に表示箇所を表示すれば、原材

料名を別途表示することも可能です。 

３ この場合、一括表示部分と同じ面に近接して表示するのが原則ですが、これが困難な場合、

消費者が容易に確認できる面に別途表示することが可能です。 

（加工－253）添加物の事項名欄を設けずに、原材料名の欄に原材料名と区分して表示する方法

について教えてください。 

（答） 

原材料と添加物を明確に区分する方法として、以下の方法が考えられます。ただし、以下の

方法に限定するわけではありません。しかし、例えば、区切りを入れずに連続して表示するこ

とはできません。 

① 原材料と添加物を記号で区分して表示する。 

原材料名 いちご、砂糖 ／ ゲル化剤（ペクチン）、酸化防止剤（ビタミンＣ） 

② 原材料と添加物を改行して表示する。 

                   

原材料名 

豚ばら肉、砂糖、食塩、卵たん白、植物性たん白、香辛料 

リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色

剤（亜硝酸 Na）、コチニール色素 

③ 原材料と添加物を別欄に表示する。 

原材料名 豚ばら肉、砂糖、食塩、卵たん白、植物性たん白、香辛料 

リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色

剤（亜硝酸 Na）、コチニール色素 

 

（加工－254） 

① 添加物を使用しないで製造された加工食品の原材料の表示方法 
② 添加物のみを使用して製造された加工食品の原材料の表示方法 
について教えてください。 

（答） 

 ① 一括表示に「原材料名」の欄を設けて、使用した原材料を食品表示基準の規定に従い表示 
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してください。その際、「添加物」の欄を設けて空欄とすることも可能ですが、省略する方が望

ましいと考えます。 

② 一括表示に「添加物」の欄又は「原材料名」の欄を設けて、使用した添加物を食品表示基準

の規定に従い表示してください。 

（加工－255）添加物を使用していない場合、添加物欄を設けて「なし」と表示することはでき

ますか。 

（答）添加物の使用の有無にかかわらず「なし」との表示は認められません。 

（加工－256）プライスラベルにより原産国表示や原料原産地表示を行う際の注意事項を教えて

ください。 

（答） 

１ 従来から生鮮食品については、プライスラベルによる原産地表示が普及しています。加工食

品についても、生鮮食品同様に販売されるものについては、プライスラベルを利用した原産国

表示や、原料原産地表示が行われています。 

２ 一方、食品表示基準第９条第１項において、「産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤

認させるような表示」は禁止されています。これにより、例えば、輸入した原料を国内で味付

け等の加工をして製造したものに「国産」のように表示することは、当該製品の原材料が「国

産」であると誤認させる可能性があるため認められません。 

３ プライスラベルで加工食品に産地表示を行う場合にも、上記を踏まえ、消費者を誤認させな

いように表示することが必要です。 

【外国の原料を使用して国内で製造した製品に、国内の地名等を表示する場合の表示例】 

  国産 あじの開干し     製造地を単に「国産」とすることは消費者を誤認 

原材料名マアジ（Ａ国）、…  させる可能性があるため不可 

                                       

                  製造地であることが分かるように 

 表示することは可能 

 

（加工－257）製造者と表示責任者（販売者）が異なる場合の表示方法について具体的に教えて

ください。 

（答） 

食品表示基準第３条第１項の表に規定しているとおり、一般用加工食品を販売する場合「表

示責任者（販売者）の氏名又は名称及び住所」に加えて、これまでどおり、公衆衛生上の危害

発生・拡大防止の観点から「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」を表示する必要があ

ります。その際、「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」は「表示責任者（販売者）の氏

名又は名称及び住所」に近接して表示する必要があります。具体的には以下の表示方法が考え

られます。 

① 表示責任者が販売者であり、製造者が異なる場合 

ア 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を一括表示部分の枠外に表示した場合の 

表示例  

（次頁に続く） 

  

 国内製造 あじの開干し 

原材料名 マアジ（Ａ国）、・・ 
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販売者の欄に近接して表示してください。 

 

 

 

 

 

製造所※１   ○○株式会社 

東京都千代田区永田町●－●－● 

イ 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を一括表示部分の枠内に表示した場合の 

表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を、製造所固有記号を用いて表示した場合の

表示例（例：当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは

名称及び製造所固有記号を表示する場合※２） 

     製造所固有記号を用いて表示する場合に併せて必要となる表示事項については、必ず 

しも販売者の欄に近接して表示する必要はありませんが、分かりやすい箇所に表示する

ようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

製造所固有記号 

ＡＡ：○○株式会社▲▲工場 神奈川県・・・ 

ＡＢ：○○株式会社◆◆工場 栃木県・・・ 

ＡＣ：○○株式会社▼▼工場 愛知県・・・ 

(次頁に続く) 

名称 

原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

販売者   □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

名称 

原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

販売者     □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

製造所※1    ○○株式会社 

東京都千代田区永田町●－●－● 

名称 

原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

販売者 

 

 

□□株式会社 ＋ＡＡ 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 
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エ 輸入品を小分けし、加工所の所在地及び加工者の氏名又は名称を一括表示部分の枠内に 

表示した場合の表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 輸入品を小分けし、加工所所在地及び加工者の氏名又は名称を一括表示部分の枠外に表

示した場合の表示例   

一括表示部分の枠外に表示することも可能ですが、販売者に近接して表示してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工所※3
   ○○株式会社 

東京都千代田区永田町●－●－● 

② 表示責任者が製造者である場合（販売者と製造者が同一の場合を含む。） 

製造者が表示責任者の場合は、製造者の氏名又は名称、製造者の住所及び製造所の所在地

を表示すればよい。 

ア 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を一括表示部分の枠外に表示した場合の 

表示例 

製造者の欄に近接して表示してください。 

名称 

原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者    □□株式会社 

       東京都千代田区霞が関■－■－■ 

製造所※4  東京都千代田区永田町●－●－● 

 

（次頁に続く） 

 

名称 

原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

原産国名△△国 

販売者 □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

加工所※3
  ○○株式会社 

東京都千代田区永田町●－●－● 

名称 

原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

原産国名  △△国 

販売者   □□株式会社ＡＡ 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 
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イ 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を一括表示部分の枠内に表示した場合の 

表示例 

名称 

原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者     □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

製造所※4     東京都千代田区永田町●－●－● 

ウ 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を、製造所固有記号を用いて表示した場合の

表示例（例：当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは

名称及び製造所固有記号を表示する場合※２） 

製造所固有記号を用いて表示する場合に併せて必要となる表示事項については、必ずし 

も販売者の欄に近接して表示する必要はありませんが、分かりやすい箇所に表示するよう 

にしてください。 

名称 

原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者     □□株式会社＋ＡＡ 

        東京都千代田区霞が関■－■－■ 

製造所固有記号 

ＡＡ：▲▲工場神奈川県・・・ 

ＡＢ：◆◆工場 栃木県・・・ 

ＡＣ：▼▼工場 愛知県・・・ 

 

※１ 「製造者」、「製造場所」等の製造した場所が分かるような事項名も可。なお、「加工所の所

在地及び加工者の氏名又は名称」を表示する場合は「加工所」、「加工場所」等の加工した場

所が分かるような事項名とする。 

※２ 製造所固有記号を表示した場合には、食品表示基準第３条第１項の表の製造所又は加工所

の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称の項の下欄３に示す一から三までのいずれか

を表示しなければならないこととなっている表示例は、同項下欄３の三の事例であり、同項

下欄の一又は二に掲げる事項を表示することも可能である。 

 

(次頁に続く) 
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【参考】食品表示基準第３条第１項 

製造所又は加

工所の所在地

（輸入品にあ

っては、輸入

業者の営業所

所在地、乳に

あっては…＜

略＞）及び製

造者又は加工

者の氏名又は

名称（輸入品

にあっては、

輸入業者の氏

名又は名称、

乳にあっては

…＜略＞） 

１・２（略） 

３ １の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製造して

いる場合にあっては、製造者の住所及び氏名又は名称並びに製造者が消費者

庁長官に届け出た製造所固有の記号（アラビア数字、ローマ字、平仮名若し

くは片仮名又はこれらの組合せによるものに限る。以下この項において同

じ。）又は販売者（乳、乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品を販

売する者を除く。以下３において同じ。）の住所、氏名又は名称並びに製造

者及び販売者が連名で消費者庁長官に届け出た製造者の製造所固有の記号

（以下｢製造所固有記号｣という。）の表示をもって製造所の所在地及び製造

者の氏名又は名称の表示に代えることができる。この場合においては、次に

掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。 

一  製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の情報の提供を求めら

れたときに回答する者の連絡先 

二  製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表

示したウェブサイトのアドレス（二次元コードその他のこれに代わるも

のを含む。） 

三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しく

は名称及び製造所固有記号 

※３ 「加工者」、「加工場所」等の加工した場所が分かるような事項名も可。 

※４ 「製造場所」等の製造した場所が分かるような事項名も可 

（答） 

【例①】食品表示基準別記様式２が入らない場合、横に並べて表示することができる。 

栄養成分表示（食品単位当たり）／熱量 kcal、たんぱく質ｇ、脂質ｇ、炭水化物ｇ、食塩相

当量ｇ 

【例②】食品表示基準別記様式３が入らない場合、分割した様式で表示することができる。 

栄養成分表示 

食品単位当たり 

熱量         kcal 

たんぱく質     ｇ 

脂質         ｇ 

－飽和脂肪酸     ｇ 

コレステロール     mg 

炭水化物     ｇ 

－糖質     ｇ 

－糖類     ｇ 

－食物繊維     ｇ 

食塩相当量     ｇ 

その他の   mg、μg 

栄養成分 

（ミネラル、ビタミン） 

 

※ 「－」は省略して差し支えない。 

【例③】例②に示す様式で表示することが困難な場合、横に並べて表示することができる。 

栄養成分表示（食品単位当たり）／熱量 kcal、たんぱく質ｇ、脂質ｇ（飽和脂肪酸ｇ）、炭水

化物ｇ（糖質ｇ、食物繊維ｇ）、食塩相当量ｇ 

 

（次頁に続く） 

 

 

（加工－258）食品表示基準別記様式２又は３と同等程度にわかりやすく一括して表示する方法

について教えてください。 
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【例④】栄養機能表示をする場合 

栄養成分表示 

食品単位当たり（１日当たりの摂取目安量） 

熱量            kcal 

たんぱく質         ｇ 

脂質            ｇ 

炭水化物          ｇ 

食塩相当量         ｇ 

カルシウム         mg （○％）（注） 

（注）栄養素等表示基準値（18 歳以上、基準熱量 2,200kcal）に占める割合 

（加工－259）０表示の規定のない成分はどのように取り扱えばよいですか。 

（答） 

規定された分析方法に基づき測定して検出限界以下の場合にあっては、０と表示して差し支

えありません。 

（加工－260）β-カロテンを表示する場合、枠内に表示することができますか。 

（答）ビタミンＡの内訳として、枠内に表示することはできません。枠外に表示してください。 

（加工－261）糖質及び食物繊維の表示をもって炭水化物の表示に代えることができますか。 

（答） 

そのような表示はできません。炭水化物を表示した上で、その内訳として糖質と食物繊維を

表示してください。 

（加工－262）食品表示基準別記様式３の「-」は必ず表示しなければなりませんか。 

（答） 

内訳であることが分かるような表示であれば、「-」は表示しなくても構いません。 

（加工－263）食品表示基準別記様式３の「栄養成分表示」という文字を「栄養成分値」、「標準

栄養成分」等の文字にすることができますか。 

（答）必ず「栄養成分表示」と表示してください。 

（加工－264）「おおむね 30 平方センチメートル」及び「おおむね 150 平方センチメートル」の

「おおむね」とはどの範囲までを指すのですか。 

（答） 

容器包装の形状、義務表示対象となる事項の字数は、個々の食品により異なるため、表示可

能面積 30 平方センチメートル及び 150 平方センチメートル以下を基本としつつ、個々のケース

に応じて判断することとなります。 

（加工－265）文字ポイントの取扱いについて、行間・文字幅を詰めてもよいですか。 

（答） 

文字ポイント数が確保されているものに、多少の処理が行われることは差し支えありません。

ただし、それによって著しく見やすさが損なわれることは望ましくないと考えます。 

（加工－266）プライスラベルで表示する場合、「名称」、「原材料名」などの事項名を省略する

ことはできますか。 

（答） 

１ プライスラベルで表示する際、「名称」、「原材料名」などの項目名を省略しても分かりにくく

ならない場合には、事項名を省略することが可能です。 

２ ただし、「消費期限」又は「賞味期限」については、それぞれ用語の意味が異なっており、年

月日のみを表示するとどちらの期限を表示しているのか不明なことから、事項名を省略するこ
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とはできません。また、「製造者」、「販売者」等の事項名についても省略せずに表示することが

必要です。 

   【プライスラベルの表示例】 

鶏唐揚げ 

鶏肉（国産）、卵白、小麦粉、… 

内容量（ｇ） 100ｇ当たり 

○○○○   ○○○円 

    加工日    価格（円） 

○○○

○  

保存方法 〇〇℃以下 

○○○ 
加工者 （株）○○  消費期限 

○○県○○市○○  ○○○○ 

 

（加工－267）プライスラベルとは別に一括表示を製品の裏側に表示してもよいですか。 

（答） 

１ プライスラベルとは別に、一括表示を商品の裏側に添付する例がありますが、商品をひっく

り返して表示を確認することは見にくいだけでなく、特に店頭でパックするような品物では商

品を傷めることにもなり、好ましくありません。 

２ このため、義務表示事項については、（弁当－８）のような場合を除き、プライスラベルへの

一括表示、原材料名の別途記載、「おかず」表示（弁当－３）等を活用し、商品表面に表示して

ください。 

（加工－268）加工食品の注文書やカタログに表示をすることで、商品の容器包装への表示に代

えることができますか。 

（答） 

消費者用に販売される商品について、食品表示基準による義務表示事項は、加工食品の容器

包装に表示しなければなりません。したがって、注文書やカタログへの表示をもって、容器包

装への表示に代えることはできません。 

（加工－269）輸入品について、原材料や外国の製造業者の名称等の義務表示事項が当該外国製

造業者により表示されていれば、それぞれ該当するものについて表示されているとみなせま

すか。 

（答） 

義務表示事項は、食品表示基準に従って、邦文で表示しなければなりません。 

なお、邦文で表示していても、当該製品の日本国内での販売に際しての表示責任者とすることは

できません。 

（加工－270）輸入品で既に現地の言語で、原材料名等の表示がなされていますが、これらを日

本語で表示することが必要ですか。 

（答） 

日本国内で販売される食品の表示は、邦文で行うことが義務となっています（食品表示基準

第８条第１号参照）。 

また、食品に関する表示が、消費者が食品を購入する際の自主的かつ合理的な食品の選択の

機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、名称、原材料名、添加物について、

名称はその内容を表す一般的な名称を用いて表示するよう規定し、添加物は物質名等を表示す

るよう規定されており、原材料名又は添加物は、それぞれ原材料又は添加物に占める重量の割

合の高いものから順に表示するよう規定しています。 



‐229‐ 

（加工－271）食品表示基準の「表示可能面積」とはラベル面積又は容器包装の表面積のどちら

ですか。 

（答） 

表示可能面積は、容器包装の形状等によっても異なりますが、表示事項を表示しても判読が

困難な部分を除いた容器包装の表面積をいいます。例えば、包装の重なり部分や、キャンディ

等の「ひねり」の部分、光電管マーク等は表示可能な部分には入りません。したがって、容器

包装の表面積から、表示が不可能な部分を差し引いた面積となります。 

また、印刷瓶詰（回収使用瓶に限ります。）の飲料等で当該瓶の形状又は表面に特殊な加工

が施されていることにより、ラベルの貼付ができない（ラベルを貼付することにより、再使用

ができない場合を含みます。）場合は、ラベルの貼付ができない面積を表示可能面積に含めな

くても、差し支えありません。 

なお、いたずらに表面積を少なくするような方法による包装は適当ではありません。 

（キャンディの例）  

 

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄは判読が困難な部分となりますので、この場合の表面積は四面体の面積の合

計です。 

（加工－272）表示可能面積が 150 平方センチメートルより大きい場合は、5.5～7.5 ポイントの

文字のサイズを使用することはできないのですか。 

（答） 

消費者用に販売される商品について、表示可能な面積がおおむね 150 平方センチメートルよ

り大きい場合は、８ポイント以上の大きさの文字で表示しなければなりません。 

（加工－273）表示は容器包装の見やすい箇所に表示することとなっていますが、ミシン打抜き

や打刻による表示は、見やすく理解しやすいものとして認められますか。 

（答） 

表示は消費者等に見やすく理解しやすく表示するために、原則として、日本産業規格Ｚ8305

（1962）に規定する８ポイント（６号）以上の文字を使用することが必要ですが、それ以上の大

きな文字（図案）であっても、それが不明瞭で判読しにくいものであってはいけません。したが

って、一般に活字の大きいミシン打抜きや打刻による表示であっても明瞭に判読できるものでな

ければ適正な表示とはいえません。 

（加工－274）容器包装の表示を誤った場合、上からシール等を貼り付けて訂正することは可能

ですか。 

（答） 

表示を訂正するために誤った表示の上からシール等により適正な表示を貼付すること自体は

差し支えありません。 

しかしながら、消費者等に誤解を与えるおそれがあることも留意し、消費者等からの問合せ

にはきちんと対応する等、事業者として適切な対応をすることが重要です。 
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（加工－275）食品表示基準別記様式１の備考 12「消費者の選択に資する適切な表示事項」とは

具体的にどのような事項がありますか。 

（答） 

一括表示枠内には、食品表示基準別記様式１において規定されている事項のほか、食品表示

基準第４条で個別品目ごとに定められている表示事項や公正競争規約、その他法令により定め

られているもののほか、消費者の選択に資する適切な表示事項を表示することが可能です。具

体的には「使用上の注意」、「開封後の賞味期限」、「使用方法」などが考えられます。 

この場合、「保存方法」と「使用上の注意」、「賞味期限」と「開封後の賞味期限」は異なるも

のであるため、誤認が生じないように、事項名を明らかにして表示するようにしてください。 

（加工－276）～（加工－279）  ＜省略＞                 [原－160] 

第９条（表示禁止事項）関係                        [原－163] 

（加工－280））調理冷凍食品の表示基準では・・・  ＜省略＞ 

 

（加工－281）表示禁止事項の「実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語」、

「その他内容物を誤認させる文字、絵、写真その他の表示」とは、どのようなものですか。 

（答） 

１ 加工食品の表示禁止事項は、第３条、第４条、第６条及び第７条（名称、原材料、添加物等）

に関連するものに限定されます。 

２ 具体的には、例えば、以下のものが該当します。 

・ 特定の原産地のもの、有機農産物など、特色のある原材料を一切使用していないにもかか

わらず、当該特色のある原材料を使用した旨の強調表示 

・ 産地名を誤認させる表示 

・ 添加物を使用した加工食品に「無添加」と表示 

３ 食品表示基準第３条、第４条、第６条及び第７条に関連していないものは、景品表示法等他

法令により措置されることとなります。 

第 10 条・第 12 条・第 13 条第・4 条関係 ＜以下、業務用加工食品関係＞   [原－164] 

（加工－282）～（加工－313）  ＜省略＞ 
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第３章 生鮮食品   ＜省略＞             [目次：原－24] 

（生鮮－1～64）    ＜省略＞                      [原－180] 

 

第４章 添加物   ＜省略＞               [目次：原－28] 

（添加物－1～3）    ＜省略＞                      [原－217] 

 

第５章 雑 則 ・ 附 則 

  目     次                  [目次：原－28] 

雑 則 

第 40 条（生食用牛肉の注意喚起義務）関係 

（雑則－１）・・・生食用牛肉の・・・＜省略＞ 

第 41 条（努力義務）関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３２ 

（雑則－２）整理・保存に努めなければならない表示の根拠となる書類とは、どのようなもので

すか。 

（雑則－３）表示の根拠となる書類は、どの程度の期間保存する必要があるのですか。 

その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３２ 

（雑則－４）食品表示基準に違反した場合、どのような措置がとられるのですか。 

（雑則－５）表示に関して、食品表示法以外の法令や公正競争規約との関連はどうなるのですか。 

（雑則－６）他の法令との関係で、次のことは可能ですか。 

① 一方の基準に基づく表示をし、他の基準に基づく表示を省略すること。 

① 同一事項について異なる表示方法を用いること。 

附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３３ 

（附則－１）経過措置の適用に関し、業務用加工食品が・・・＜省略＞ 

（附則－２）製造され、加工され、又は輸入される加工食品の「輸入される」の時点は、通関手

続終了時点ですか。 

（附則－３）加工食品について、小規模事業者が栄養成分表示を行おうとする場合など、省略可

能な表示義務事項を自主的に表示しようとする場合も、５年の経過措置期間が適用されます

か。 

（附則－４）業務用加工食品について、・・・＜省略＞ 
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第５章 雑 則                            [原－218] 

第 40 条（生食用牛肉の注意喚起義務）関係 

（雑則－１）  ＜省略＞ 

 

第 41 条（努力義務）関係 

（雑則－２）整理・保存に努めなければならない表示の根拠となる書類とは、どのようなもの

ですか。 

（答） 

１ 製造業者等が食品に表示を付すに当たり、当該表示の根拠となるデータを記した書類のこと

であり、電子媒体を含みます。 

このような書類としては、例えば、 

① 仕入れた食品の名称、原材料名、原産地等が表示された送り状、納品書、規格書、通関証

明書（輸入品の場合）等 

② 小分け・製造した食品についての製造仕様書、製造指示書、原材料使用記録、製造記録等 

③ 販売した食品の名称、原材料名、原産地等が表示された送り状、納品書、規格書等 

④ 期限表示に係る期限設定の根拠書類 

⑤ 特色のある原材料等の表示に係る根拠書類 

⑥ アレルゲンに係る根拠資料 

⑦ 栄養表示に係る根拠資料 

⑧ ふぐに係る   ＜省略＞ 

⑨ 生かきに係る  ＜省略＞  

があります。 

２ なお、中間加工品の原材料等の情報がその容器包装のみに表示されている場合もありますが、

使用済みの容器包装を保存することは実態上困難であることから、このような場合には、いつ

でも仕入元に対し、使用した中間加工品の情報を確認できるよう、仕入元の連絡先が記載され

た送り状、納品書等又は規格書等の整理・保存に努める必要があります。 

（雑則－３）表示の根拠となる書類は、どの程度の期間保存する必要があるのですか。 

（答） 

少なくとも、食品が製造されてから消費されるまでの間、表示に関する書類を保存する必要

があると考えます。それぞれの事業者等が取り扱う食品の流通、消費の実態等に応じ、自らの

表示に対する立証責任を果たせるよう、合理的な保存期間（例えば、賞味期限が３年の食品で

あれば、少なくとも３年）を設定していただくことが望ましいと考えています。 

なお、原料原産地表示のうち、「又は表示」、「大括り表示」等を使用できる条件として求

められる根拠資料等の保管期間については、（別添新たな原料原産地表示制度（原原－39））

を参照してください。 

そ の 他 

（雑則－４）食品表示基準に違反した場合、どのような措置がとられるのですか。 

（答） 

１ 食品表示基準に違反した事業者は、食品表示法の規定に基づき、 

① 表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示・公表 

② その指示に従わない場合は、指示に係る措置をとるべきことの命令・公表 

③ その命令に違反した者は１年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に、法人は前述の行為

者を罰するほか、１億円以下の罰金に処せられることとなります。 
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２ 食品の回収命令、業務停止命令等に違反した者は３年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰

金に処せられ、又はこれを併科され、法人は前述の行為者を罰するほか、3 億円以下の罰金に処

せられることとなります。 

３ 食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす表示事項について食品表示基準に従った表

示がされていない食品の販売をした者は、命令・公表を待たずに、２年以下の懲役若しくは 200

万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科され、法人は、前述の行為者を罰するほか、１億

円以下の罰金に処せられることとなります。 

４ 食品表示基準において表示すべきこととされている原産地と原料原産地について虚偽の表示

がされた食品の販売をした者は、命令・公表を待たずに、個人の場合は２年以下の懲役又は 200

万円以下の罰金に、法人は、前述の行為者を罰するほか、１億円以下の罰金に処せられること

となります。 

（雑則－５）表示に関して、食品表示法以外の法令や公正競争規約との関連はどうなるのです

か。 

（答） 

１ 食品表示法以外の法令で表示が義務付けられている事項については、それぞれの法令に従っ 

て表示することが必要です。なお、これらの事項は、一括表示部分に表示することができます。 

２ 公正競争規約は、景品表示法に基づいて、消費者庁及び公正取引委員会が認定したものであ

り、これは品目ごとの公正取引協議会の会員が表示の義務を負うものです。 

３ 表示に際しては、食品表示法のみならず、他の法令や公正競争規約の規定も御確認ください。 

（雑則－６）他の法令との関係で、次のことは可能ですか。 

① 一方の基準に基づく表示をし、他の基準に基づく表示を省略すること。 

② 同一事項について異なる表示方法を用いること。 

（答） 

①、②について、食品表示基準に基づく表示内容が他法令で規定されている表示内容を満た

していれば、特に問題はありませんが、他法令に基づく表示内容が満たされていない場合は、

食品表示基準と併せて満たすように表示してください。単に一方のみの基準に基づき表示し、

他を省略してよいということではありません。 

附  則                              [原－221]  

（附則－１）経過措置の適用に関し、業務用加工食品が・・・＜省略＞ 

 

（附則－２）製造され、加工され、又は輸入される加工食品の「輸入される」の時点は、通関

手続終了時点ですか。 

（答）通関手続終了時点です。 

（附則－３）加工食品について、小規模事業者が栄養成分表示を行おうとする場合など、省略

可能な表示義務事項を自主的に表示しようとする場合も、５年の経過措置期間が適用されま

すか。 

（答） 

省略可能な表示義務事項を表示する場合は、食品表示基準に従って表示する必要が生じ、５

年の経過措置期間が適用されます。 

（附則－４）業務用加工食品について・・・＜省略＞ 
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別添 製造所固有記号    

目      次                   [目次：原－30] 

Ⅰ 制 度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ２３８ 

（固有記号－１）製造所固有記号制度とは何ですか。 

（固有記号－２）平成 28 年４月１日に施行された食品表示基準に基づく製造所固有記号の制度と

これまでの制度との違いを教えてください。 

（固有記号－３）アイスクリーム、牛乳、チーズ等に販売者の住所及び氏名又は名称と製造所固

有記号をもって表示することはできますか。 

Ⅱ 同一製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３９ 

（固有記号－４）以下の製品Ａと製品Ｂは、「同一製品」に該当しますか。 

① 「通常販売している製品Ａ」と「原材料及び添加物の配合等規格は製品Ａと同一であるが、

季節限定パッケージに入れられた製品Ｂ」 

② 「通常販売している製品Ａ」と「原材料及び添加物の配合等規格は製品Ａと同一であるが、

内容量が異なり、包材の大きさも異なる製品Ｂ」 

③ 「通常販売している商品Ａ」の包材の上にキャンペーン等のシールを貼る場合又は販促品

（おまけ）を取り付ける場合 

（固有記号－５）外見から内容量が分かるものは内容量の表示を省略できる場合がありますが、

例えば、表示のない個包装の加工食品を３つ束ねて表示しているものと５つ束ねて表示して

いるものは、「同一製品」に該当しますか。 

（固有記号－６）同一規格について、例外となるケースはありますか。 

Ⅲ 原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合・・・・・・・・・・・・２３９ 

（固有記号－７）「原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に製造所固有記号

を使用することができるとなっていますが、「例外」について具体的に教えてください。 

（固有記号－８）同一敷地内で建屋が異なる２つの自社工場Ａ、Ｂで同一製品を製造している場

合であって、所在地が同じとき又は異なるときは、いずれも「同一製品を二以上の製造所で

製造している場合」の要件に該当しますか。 

（固有記号－９）自社工場ＡとＢがあり、それぞれにおいて、同一製品を製造しています。自社

工場Ａの所在地が本社と同じ場合には、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に

該当しますか。 

（固有記号－10）同一製品を自社工場Ａと他社工場Ｂ（製造委託）で製造している場合は、「同一

製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当しますか。また、該当する場合、届出や

表示はどのように行えばよいですか。 

（固有記号－11）以下の場合は、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当します

か。 

① 中間加工原料を製造する工場と、その後、それを用いて最終製品を製造する工場の２工場

で製造する場合 

② 繁忙期（例えば、年末の１～２か月間）だけ、２以上の工場で製造する場合 

③ 新商品について、売行きがよい場合には、２以上の工場で製造する予定がある場合 

④ 届出時には２以上の工場で製造しているが、届出の有効期間内に製造を縮小し、いずれ

１工場で製造する予定がある場合 

Ⅳ 応答義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４２ 

（固有記号－12）製造所の所在地等が製造所固有記号で表示されている場合、消費者は、どのよ

うにして製造所の所在地等を把握すればよいですか。 
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（固有記号－13）製造所固有記号で表示される製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の

情報の提供を求められたときに回答する者は誰になるのですか。 

（固有記号－14）製造所固有記号で表示される製造所の所在地や製造者の氏名若しくは名称につ

いて、消費者から情報の提供を求められたときには、何をどこまで回答したらよいのですか。 

（固有記号－15）製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウ

ェブサイトとして、消費者庁のデータベースへのリンクを張ることはできますか。 

（固有記号－16）表示されたアドレスのウェブページに製造所の所在地又は製造者の氏名若しく

は名称そのものを掲載する必要がありますか。 

（固有記号－17）食品表示基準第３条第１項の規定に基づき、製造所固有記号を表示する場合に、

別途次の項目のいずれかを表示する必要がありますが、具体的な表示方法を教えてください。 

① 製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する

者の連絡先 

② 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウェブサイト

のアドレス（二次元コードその他のこれに代わるものを含む。） 

③ 当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及び製造所

固有記号 

（固有記号－18）固有記号－17 の質問中の①及び②に関する事項名は、それぞれ、「お客様ダイヤ

ル」、「当社ウェブサイトアドレス」に限定されるのでしょうか。 

（固有記号－19）製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウ

ェブサイトにアクセスできる二次元コードを表示する場合には、どのように表示したらいい

ですか。 

Ⅴ 届出の方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４６ 

（固有記号－20）平成 28 年４月１日から運用が開始されている予定の新しいデータベースへの入

力方法等の具体的な手続はどのようになりますか。 

（固有記号－21）食品表示基準に基づく製造所固有記号を表示する場合には、改めて届出を行う

必要がありますが、その際、廃止された食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の規

準に関する内閣府令（平成 23 年内閣府令第 45 号。以下「旧制度」という。）に基づき取得し

ている製造所固有記号と同じ記号を届け出ることはできますか。 

（固有記号－22）製造所固有記号は、新しいデータベースに届出（登録）した日から使用するこ

とができますか。 

（固有記号－23）製造所固有記号は５年ごとに更新の届出を必要としていますが、起算日はどの

時点になりますか。また、更新の届出は５年の期間が満了する日の何日前からできますか。 

（固有記号－24）有効期間内に製造所に係る届出情報を変更した場合の更新期限は、当該変更の

届出を行った日から起算して５年になりますか。 

（固有記号－25）製造所固有記号の廃止の届出を行ったのですが、同じ製造所で、再度、同一製

品を製造することになりました。この場合、廃止した製造所固有記号と同じ記号で再度届け

出ることはできますか。 

（固有記号－26）新たな製造所固有記号の届出について、 

① 届出先 

② 届出に必要な書類 

③ 届出の方法 

④ 届出が受理されたことをどのようにして知ることができるか 

⑤ 届出を行った記号についてデータベースに掲載されていることを確認する際にはどうすれ

ばよいか 

⑥ 届出に不備があった場合どうすればよいか 
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等届出に係る手続について教えてください。 

（固有記号－27）製造所に係る届出情報を変更する場合や製造所固有記号の使用を中止した場合

の手続を教えてください。 

（固有記号－28）製造所に係る届出情報に変更が生じた場合や製造所固有記号の使用を中止する

場合は、速やかに届出を行うこととされていますが、変更や中止した日から何日以内に届け

出る必要がありますか。 

（固有記号－29）製造者又は販売者と製造所固有記号の組合せから製造所を特定することが困難

になる場合は、製造所に係る届出情報の変更が認められないとありますが、具体的にどのよ

うな場合ですか。 

（固有記号－30）当社の名称は、英語（ローマ字）表記で法人登記を行っていますが、製造所固

有記号の届出に必要な製造者の名称も法人登記している英語（ローマ字）表記の名称で問題

ないですか。 

（固有記号－31）製造所固有記号制度の基本情報について、食品関連事業者の名称や住所（所在

地）はどのように届け出ればよいでしょうか。 

（固有記号－32）食品関連事業者の住所（所在地）について、新しい製造所固有記号では、法人

の場合、本社の住所（所在地）を届け出ることになっていますが、包材に表示する食品関連

事業者（表示責任者）が営業所の場合、住所は、どのように届け出ればよいでしょうか。 

（固有記号－33）製造所固有記号は、屋号のみで届け出ることはできますか。 

（固有記号－34）食品を製造している工場を有する食品関連事業者と最終的に衛生状態を変化さ

せる小分け包装を行う工場を有する食品関連事業者とが異なる場合、小分け包装後の食品に

係る製造所固有記号の届出に当たり、どちらの食品関連事業者を届け出ることになりますか。 

（固有記号－35）製造所固有記号は誰が決めるのですか。 

（固有記号－36）製造所固有記号には文字の種類や文字数に制限がありますか。 

（固有記号－37）製造所固有記号に冠する「＋」は、製造所固有記号の一部に当たりますか。 

（固有記号－38）１社の販売者から複数の食品の委託を受けている製造者が、同一製品を複数の

製造所で製造している場合、食品ごとに製造所固有記号を変えることはできますか。 

（固有記号－39）１社の販売者から複数の製造所に同一製品の製造を委託する場合、それぞれの

製造所に対し、同一の製造所固有記号を使用することは認められますか。 

（固有記号－40）同一の事業者が、表示責任者として製造者及び販売者の双方の立場になること

がありますが、例えば、Ａ社が同一製品を自らの製造所Ｂと他者の製造所Ｃで製造する場合、

製造所Ｂと製造所Ｃの製造所固有記号をいずれも「Ｘ」として届け出ることができますか。 

（固有記号－41）製造所固有記号の届出に関し、変更や廃止のための届出制度はありますか。 

（固有記号－42）製造所固有記号制度届出データベースによる届出以外の方法による届出は可能

ですか。 

（固有記号－43）電話で受付状況の問合せができますか。 

（固有記号－44）製造所固有記号の各種届出に、手数料は掛かりますか。 

（固有記号－45）届出が完了するまでの日数はどれくらい掛かりますか。 

Ⅵ 表示の方式等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５１ 

（固有記号－46）製造所固有記号に冠する「＋」は、包材にあらかじめ印刷しておく必要があり

ますか、それとも製造所固有記号の印字と同時に印字してもよいのでしょうか。 

（固有記号－47）新しい製造所固有記号については、全角で届出をしていますが、包材に製造所

固有記号を表示する際に全角で表示する必要がありますか。 
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（固有記号－48）「食品表示基準について」では、同一製品を、製造者が自らの製造所で製造する

とともに、他者の製造所に委託して製造する場合には、食品表示基準別記様式１の「製造者」

及び「販売者」の事項名を表示をしなくとも差し支えないとしていますが、なぜでしょうか。 

Ⅶ 業務用食品（49 及び 50）＜省略＞                   [目次：原－33] 

Ⅷ 経過措置期間の扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５２ 

（固有記号－51）新たな製造所固有記号制度の施行から経過措置期間中（平成 28 年４月１日～令

和２年３月 31 日）に、従前の製造所固有記号制度における届出をすることはできますか。 

（固有記号－52）新しい製造所固有記号制度は、平成 28 年４月１日に施行されますが、旧制度に

基づく製造所固有記号の表示の経過措置期間は設けられていますか。 

（固有記号－53）旧制度に基づく製造所固有記号の届出については、平成 28 年３月 31 日までと

されていますが、下記のような場合には、旧制度下において届け出た内容と異なるため、旧

制度に基づく製造所固有記号による表示はできなくなるのでしょうか。 

① 市町村合併により住所変更が生じた場合 

② 有限会社（特例有限会社）から株式会社に変更した場合 

③ 個人事業主が法人化した場合 

（固有記号－54）賞味期限が３年の一般用加工食品の場合、当該製品を平成 29 年６月に製造する

と、賞味期限は令和２年５月になります。賞味期限の令和２年５月は経過措置期間が過ぎて

いることになりますが、この場合、平成 29 年５月の製造時に製造所固有記号の新制度のみが

適用されるのでしょうか。 
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別 添 製造所固有記号 

Ⅰ制度                                    [原－1] 

（固有記号－１）製造所固有記号制度とは何ですか。 

（答） 

１ 食品表示基準では、「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」（※）の表示を義務付けて

います。 

※ 食品の処理工程が加工と解される場合は「加工所の所在地及び加工者の氏名又は名称」を、

輸入品である場合は「輸入業者の営業所の所在地及び輸入業者の氏名又は名称」を、乳である

場合は・・・＜省略＞」を表示することとなっています。 

２ この「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」の表示を、あらかじめ消費者庁長官に届

け出た製造所固有記号の表示をもって代えることができる制度が製造所固有記号制度です。 

３ 製造所固有記号の表示は、原則として同一製品を２以上の製造所で製造している場合のよう

に、包材の共有化のメリットが生じる場合にのみ認められます。 

４ 具体的には、以下のとおりです。 

① 所在地が異なる複数の自社工場（製造所）で製造した食品に、本社の名称及び所在地を表示

する場合 

→ 製造所固有記号を用いることにより、自社工場の所在地に代えて表示できます。 

② 複数の他社工場（製造所）に製造を委託している販売者が、自社の名称及び所在地を表示す

る場合 

→ 製造所固有記号を用いることにより、委託先である製造者の名称及びその工場の所在地に

代えて表示できます。 

５ ただし、乳、乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品について、上記②「複数の他社

工場（製造所）に製造を委託している販売者が、自社の名称及び所在地を表示する場合」の製

造所固有記号の表示は、認められていません。 

６ また、消費者に販売される加工食品又は添加物に製造所固有記号を表示する場合には、応答

義務が課されます。 

（固有記号－２）平成 28 年４月１日に施行された食品表示基準に基づく製造所固有記号の制度

とこれまでの制度との違いを教えてください。 

（答） 

食品表示基準に基づく制度では、主に以下の点がこれまでの制度と異なります。 

・ 原則として同一製品を２以上の製造所で製造している場合に、製造所固有記号の表示をもっ

て製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称に代えることができます。 

・ 製造所固有記号による表示の場合、消費者に販売される加工食品及び添加物には、応答義務

が課されます。 

・ 製造所固有記号の届出は、オンライン（製造所固有記号制度届出データベース）により行い

ます。 

・ 製造所固有記号の届出については、新規の届出以外に、届け出た内容を変更する届出、取得

した当該記号を廃止する届出、当該記号を有効期間後も引き続き使用するために更新する届出

があり、これらも全てオンライン（製造所固有記号制度届出データベース）により行います。 

（固有記号－３）アイスクリーム、牛乳、チーズ等に販売者の住所及び氏名又は名称と製造所固

有記号をもって表示することはできますか。 

（答） 

乳、乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品を販売する場合、製造所の所在地及び製造

者の氏名又は名称に代えて販売者の住所及び氏名又は名称と製造所固有記号を表示することは認

められません。表示責任者として製造者が製造所固有記号の届出を行ってください。 
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Ⅱ 同一製品                                  [原－3] 

（固有記号－４）以下の製品Ａと製品Ｂは、「同一製品」に該当しますか。 

① 「通常販売している製品Ａ」と「原材料及び添加物の配合等規格は製品Ａと同一である

が、季節限定パッケージに入れられた製品Ｂ」 

② 「通常販売している製品Ａ」と「原材料及び添加物の配合等規格は製品Ａと同一である

が、内容量が異なり、包材の大きさも異なる製品Ｂ」 

③ 「通常販売している製品Ａ」の包材の上にキャンペーン等のシールを貼る場合又は販促品

（おまけ）を取り付ける場合 

（答） 

①、②ともに、包材が異なるため、「同一製品」に該当しません。③は、「同一製品」に該当し

ます。 

（固有記号－５）外見から内容量が分かるものは内容量の表示を省略できる場合がありますが、

例えば、表示のない個包装の加工食品を３つ束ねて表示しているものと５つ束ねて表示してい

るものは、「同一製品」に該当しますか。 

（答） 

内容量が異なるものは、表示の省略が認められている場合であっても、消費者に提供される

商品の規格としては異なるため、「同一製品」には該当しません。 

（固有記号－６）同一規格について、例外となるケースはありますか。 

（答） 

一年を通じて同量の原材料（生鮮食品）を調達できない等の事情により、時期によって使用す

る原材料の配合量の順序は同一であるが、配合割合が一部変わるなど、包材の表示内容に変更を

及ぼさず、製品規格書に一部例外的記載が盛り込まれる程度であれば、包材の表示に影響しない

場合は、「同一の規格」に該当するものと考えます。 

Ⅲ 原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合            [原－4] 

（固有記号－７）「原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に製造所固有記

号を使用することができるとなっていますが、「例外」について具体的に教えてください。 

（答） 

例外としては、下記の取扱いが認められます。 

① 届出時点では同一製品を複数の製造所で製造を行っていない場合であっても、製造所固有

記号の使用に係る有効期間内に複数の製造所で製造することが計画されている場合には、製

造を予定している製造所に関する製造計画書を添付して届け出ることで、「二以上の製造所で

製造している場合」と取り扱うこととします。 

これは、届出時点では一つの製造所で製造している製品であっても、将来的には複数の製造

所で製造する事態が生じ得ることに鑑み、そのような場合には、製造所固有記号を使用するこ

とによる包材の共有化という制度趣旨が妥当することから、このような運用を認めるものです。 

② 製造された製品を仕入れ、最終的に衛生状態を変化させる行為として小分け作業を行う場

所や、「食品表示法における酒類の表示のＱ＆Ａ（平成 30 年７月国税庁）」において加工行

為とされている酒類に水や酒類を混和する場所は、従来の食品衛生法において製造所固有記

号を使用することができたところですが、食品表示法では「加工所」と取り扱われることか

ら、制度の変更により特定の事業者にのみ製造所固有記号が使用できなくなるという不利益

が生じることを防ぐため、同一製品について、それら小分け行為を行う場所や酒類に水や酒

類を混和する場所が２以上ある場合には、引き続き製造所固有記号の使用を認めることとし

ます。 

例えば、うなぎ蒲焼をバルクで仕入れて小分けし、包装するなど衛生状態の変化が生じる場

合がこれに該当します。 
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③ 一つの製造所で製造している場合であっても、他の法令の規定により、最終的に衛生状態

を変化させた場所及び当該行為を行った者に関する情報の管理が厳格に行われているような

場合であって、かつ、当該法令その他関係法令に基づく表示から最終的に衛生状態を変化さ

せた者又は場所が特定できる場合には、「二以上の製造所で製造している場合」と同様に取り

扱うこととします。 

（固有記号－８）同一敷地内で建屋が異なる２つの自社工場Ａ、Ｂで同一製品を製造している場

合であって、所在地が同じとき又は異なるときは、いずれも「同一製品を二以上の製造所で製

造している場合」の要件に該当しますか。 

（答） 

製造所の所在地等を表示させる際の義務表示は、「食品表示基準について」（平成 27 年３月 30

日消食表第 139 号消費者庁次長通知）において、所在地を住居番号まで表示することとしており、

建屋名の表示までは義務表示の内容とされていません。よって、所在地の住居番号までが同じ場

合には、自社工場Ａと自社工場Ｂのどちらにおいても、製造所の所在地及び製造者の氏名又は名

称を原則どおりに表示した包材を使用できます。この場合には、「同一製品を二以上の製造所で

製造している場合」の要件に該当しません。 

これに対し、製造所の所在地の住居番号までで相違がある場合には、製造所は同一と解されな

いため、製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を原則どおりに表示した場合、自社工場Ａに

て製造するものと自社工場Ｂにて製造するものの２種類の包材が必要となります。ここで、製造

所固有記号による表示が認められ、包材にプリンター等により各工場の製造所固有記号を印字す

ることができれば、自社工場Ａと自社工場Ｂの包材が共有化されることになります。 

したがって、製造所固有記号の表示による趣旨が妥当しますので、この場合には、「同一製品

を二以上の製造所で製造している場合」の要件に該当することになります。 

（固有記号－９）自社工場ＡとＢがあり、それぞれにおいて、同一製品を製造しています。自社

工場Ａの所在地が本社と同じ場合には、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に

該当しますか。 

（答） 

「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当するためには、製造所固有記号の使

用によって包材が共有化される必要があります。 

製造所たる自社工場Ａが本社と同じ所在地にあっても、自社工場Ａを製造所とする製品と、自

社工場Ｂを製造所とする製品とでは、製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を原則どおりに

表示した場合、２種類の包材が必要となります。ここで、製造所固有記号による表示が認められ、

包材にプリンター等により各工場の製造所固有記号を印字することができれば、自社工場Ａと自

社工場Ｂにおける包材が共有化されることになります。 

したがって、製造所固有記号の表示による趣旨が妥当しますので、この場合には、「同一製品

を二以上の製造所で製造している場合」に該当します。 

（固有記号－10）同一製品を自社工場Ａと他社工場Ｂ（製造委託）で製造している場合は、「同

一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当しますか。 

また、該当する場合、届出や表示はどのように行えばよいですか。 

（答） 

「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当するためには、製造所固有記号の使

用によって包材が共有化される必要があります。 

自社工場Ａと他社工場Ｂは所在地が異なるため、製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を

原則どおりに表示した場合、２種類の包材が必要となります。ここで、製造所固有記号による表

示が認められ、包材にプリンター等により各工場の製造所固有記号を印字することができれば、

自社工場Ａと他社工場Ｂにおける製品の包材が共有化されることになります。 
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したがって、製造所固有記号の表示による趣旨が妥当しますので、この場合には、「同一製品

を二以上の製造所で製造している場合」に該当します。 

なお、製造所固有記号の届出については、製造所固有記号制度に係る届出マニュアルをご覧く

ださい。 

また、表示の方法については、表示内容に責任を有する者として表示される食品関連事業者の

氏名又は名称の次に、「＋」を冠して製造所固有記号を表示しますが、この場合、食品表示基準

別記様式１の「製造者」又は「販売者」の事項名を省略することができます。この場合の表示例

は以下のとおりです。 

同一製品を自社工場と他社工場（製造委託）で製造している場合 

【「製造者」又は「販売者」の事項名を省略して表示した例】 

名称 

原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

●●株式会社＋Ａａ 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

お客様ダイヤル０１２０（○○）○○○○ 

※上記はあくまで表示例であり、実際に包装資材を共有化する時点では製造所固有記号

は表示されていません。 

（固有記号－11）以下の場合は、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当しま

すか。 

① 中間加工原料を製造する工場と、その後、それを用いて最終製品を製造する工場の２工場

で製造する場合 

② 繁忙期（例えば、年末の１～２か月間）だけ、２以上の工場で製造する場合 

③ 新商品について、売行きがよい場合には、２以上の工場で製造する予定がある場合 

④ 届出時には２以上の工場で製造しているが、届出の有効期間内に製造を縮小し、いずれ１

工場で製造する予定がある場合 

（答） 

①については、中間加工原料を製造する工場は、最終的に当該食品の衛生状態を変化させる製

造所には当たらないため、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当しません。 

②については、必ず繁忙期に２以上の工場で製造するのであれば、２以上の工場で包材を共 

有して製造することが確定しているため、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」 

に該当します。 

③については、製造所固有記号の有効期間内に２以上の工場で製造する計画があることから、

同一製品につき製造を行うことが計画されている製造所について、製造計画書を添付して届け出

るのであれば、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当します。 

④の場合、届出時には２以上の工場での製造が行われているため、「同一製品を二以上の製造

所で製造している場合」に該当します。 

なお、２以上の工場で数種類の製品を製造している場合において、そのうちいくつかの製品が

一つの工場のみの製造になった場合であっても、他の製品は引き続き製造所固有記号を使用する

ことができるため廃止の届出を行う必要はありません。 

ただし、将来的に全ての製品が、一つの工場での製造となった時点で、「二以上の製造所」の

要件を欠くことになるため、製造所固有記号の使用を止め、記号の廃止の届出を行う必要があり
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ます。当該記号の廃止後、計画に変更が生じ、２以上の工場で製造することになり、製造所固有

記号を使用する場合には、再度、製造所固有記号の届出を行う必要があります。この場合には、

廃止した製造所固有記号を使用することはできません。 

Ⅳ 応答義務                                  [原－8] 

（固有記号－12）製造所の所在地等が製造所固有記号で表示されている場合、消費者は、どのよ

うにして製造所の所在地等を把握すればよいですか。 

（答） 

消費者は、以下の①又は②の方法で製造所の所在地等を知ることができます。 

① 食品表示基準第３条第１項の表の製造所又は加工所の所在地（輸入品にあっては輸入業者

の営業所の所在地、乳・・・＜省略＞。以下この章において同じ。）及び製造者又は加工者の

氏名又は名称（輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳・・・＜省略＞。以下この章

において同じ。）の項の３において、製造所固有記号を表示する事業者は、製造所の所在地等

の問合せがあった際に回答する者の連絡先、製造所の所在地等の情報が掲載されているウェ

ブサイトのアドレス（二次元コードその他のこれに代わるものを含む。）又は製造所固有記号

が表す製造所の所在地等一覧のいずれかを当該食品に表示しなければならないこととしてい

ます。したがって、以下のいずれかの方法で製造所の所在地等を確認することができます。 

・ 食品にお客様ダイヤル等の電話番号が表示されていれば、その連絡先に問合せを行う 

・ 食品にウェブサイトアドレスが表示されていれば、当該ウェブサイト等にアクセスして確

認する 

・ 食品のパッケージに製造所の所在地等一覧が表示されていれば、パッケージに表示された

製造所固有記号と照合する 

② 消費者庁の製造所固有記号制度届出データベースで検索する。 

（固有記号－13）製造所固有記号で表示される製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の

情報の提供を求められたときに回答する者は誰になるのですか。 

（答） 

原則として、表示責任者です。ただし、表示責任者以外の者にお客様相談窓口等が設置されて

いる場合など、表示責任者以外の者が回答した方が消費者に対して的確な情報を提供できるよう

な場合には、表示責任者以外の者が回答する者となることも可能です。この場合、表示責任者は、

回答する者と回答内容について合意しておく必要があります。 

（固有記号－14）製造所固有記号で表示される製造所の所在地や製造者の氏名若しくは名称につ

いて、消費者から情報の提供を求められたときには、何をどこまで回答したらよいのですか。 

（答） 

製造所固有記号を使用しない場合に表示される内容である製造所の所在地や製造者の氏名若し

くは名称を回答してください。 

（固有記号－15）製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウ

ェブサイトとして、消費者庁のデータベースへのリンクを張ることはできますか。 

（答） 

製造所固有記号を使用する事業者のウェブサイトなど、独自に必要な情報を掲載したウェブペ

ージのアドレス等を表示することが必要です。 

なお、自社のウェブサイトと併せて消費者庁の製造所固有記号制度届出データベースを紹介す

ることは問題ありません。 
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（固有記号－16）表示されたアドレスのウェブページに製造所の所在地又は製造者の氏名若しく

は名称そのものを掲載する必要がありますか。 

（答） 

表示されたウェブサイトのアドレスに製造所固有記号が表す製造所の所在地又は製造者の氏

名若しくは名称そのものが掲載されていなくても、アクセスしたウェブサイトの見やすい箇所に

製造所固有記号情報のリンクが掲載されていれば、特段問題ありません。 

（固有記号－17）食品表示基準第３条第１項の規定に基づき、製造所固有記号を表示する場合

に、別途次の項目のいずれかを表示する必要がありますが、具体的な表示方法を教えてくださ

い。 

① 製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する

者の連絡先 

② 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウェブサイト

のアドレス（二次元コードその他のこれに代わるものを含む。） 

③ 当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及び製造所

固有記号 

（答） 

（加工-111）の表示例の「お客様ダイヤル」や「当社ウェブアドレス」がそれぞれ、質問中①

や②に該当すれば、表示されているとみなされます。また、（加工-257）の①ウ又は②ウの表示

例についても同様に、質問中③の表示に該当します。 

なお、上記①、②については一括表示枠外に同様の内容を表示することも可能ですが、この場

合、一括表示に近接した箇所に表示することが望ましいです。 

表示例は、以下のとおりです。 

１ お客様ダイヤルが製造所固有記号に関し回答する者の連絡先に該当し、当社ウェブサイトア

ドレスが製造所固有記号について容易にアクセスできる場合の表示例 

 （１）回答する者の連絡先 

【一括表示の枠内に表示した例】 

名称 

原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者     ●●株式会社＋Ａａ 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

お客様ダイヤル０１２０（○○）○○○○ 

【一括表示の枠外に表示した例】 

名称 

原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者     ●●株式会社＋Ａａ 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

お客様ダイヤル０１２０（○○）○○○○ 
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※ 「お客様相談室」や「製造所固有記号についてのお問合せ先」が製造所固有記号に関し

回答する者の連絡先に該当するのであれば、表示例の「お客様ダイヤル」の表現を「お客

様相談室」や「製造所固有記号についてのお問合せ先」などの表現も可能です。 

（２）製造所の情報を掲載したウェブサイトのアドレス 

【一括表示の枠内に表示した例】 

名称 

原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者     ●●株式会社＋Ａａ 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

当社ウェブサイトアドレス 

http://www.・・・・・ 

 

【一括表示の枠外に表示した例】 

名称 

原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者●●株式会社＋Ａａ 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

当社ウェブサイトアドレス 

http://www.・・・・・ 

（３）回答する者の連絡先及び製造所の情報を掲載したウェブサイトのアドレスを表示した場

合 

【一括表示の枠内に表示した例】 

名称 

原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者    ●●株式会社＋Ａａ 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

お客様ダイヤル０１２０（○○）○○○○ 

当社ウェブサイトアドレス 

http://www.・・・・・ 
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【一括表示の枠外に表示した例】 

名称 

原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者    ●●株式会社＋Ａａ 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

お客様ダイヤル０１２０（○○）○○○○ 

当社ウェブサイトアドレス 

http://www.・・・・・ 

 ２ ウェブサイトのアドレスに代わって二次元コードを表示する場合の表示例 

名称 

原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者    ●●株式会社＋Ａａ 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

※ 製造者のウェブサイトのトップページから容易に製造所固有記号の情報にアクセスでき

るのであれば、表示例の「製造所固有記号についてのお問合せはこちら」の表現を「○○

食品株式会社ホームページ」などの表現も可能です。 

３ ある食品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及び製造所固

有記号を表示する場合の表示例 

名称 

原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者    ●●株式会社＋Ａａ 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

製造所固有記号 

Ａａ：▲▲工場神奈川県○○市・・・・ 

Ａｂ：◆◆工場栃木県◎◎市・・・・ 

Ａｃ：▼▼工場愛知県□□市・・・・ 

 

  

製造所固有記号に

ついてのお問い合

わせはこ
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４ お客様ダイヤルとは別に製造所固有記号の問合せ先を表示する場合の表示例 

名称 

原材料名 

添加物 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者    ●●株式会社＋Ａａ 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

お客様ダイヤル０１２０（○○）○○○○ 

製造所固有記号についてはこちら０３（○○○○）○○○○ 

（固有記号－18）固有記号－17 の質問中の①及び②に関する事項名は、それぞれ、「お客様ダイ

ヤル」、「当社ウェブサイトアドレス」に限定されるのでしょうか。 

（答） 

限定されません。「お客様相談室」や「製造所固有記号についてのウェブサイト」など、「お客

様ダイヤル」や「当社ウェブアドレス」と同等程度に製造所固有記号に関する問合せ先であるこ

とが分かる事項名であれば、差し支えありません。 

（固有記号－19）製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウ

ェブサイトにアクセスできる二次元コードを表示する場合には、どのように表示したらいいで

すか。 

（答） 

二次元コードを表示する場合には、一括表示欄を見やすくすることが望ましいため、一括表示

に近接した箇所に表示するのが適当と考えます。この場合、当該二次元コードにアクセスすれば

製造所固有記号に関する情報が得られることが分かるよう表示する必要があります。 

Ⅴ 届出の方法等                               [原－15] 

（固有記号－20）平成 28 年４月１日から運用が開始されている新しいデータベースへの入力方

法等の具体的な手続はどのようになりますか。 

（答） 

新しいデータベースへの登録方法等の詳細は、製造所固有記号制度に係る届出マニュアルを御

確認ください。 

（固有記号－21）食品表示基準に基づく製造所固有記号を表示する場合には、改めて届出を行う

必要がありますが、その際、廃止された食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準

に関する内閣府令（平成 23 年内閣府令第 45 号。以下「旧制度」という。）に基づき取得して

いる製造所固有記号と同じ記号を届け出ることはできますか。 

（答） 

旧制度に基づき取得した製造所固有記号と同じ記号を届け出ることは可能ですが、食品表示基

準に基づく新制度（以下単に「新制度」という。）と旧制度の製造所固有記号を区別するため、

新制度における製造所固有記号を使用する場合には「＋」を冠して表示してください。 

（固有記号－22）製造所固有記号は、新しいデータベースに届出（登録）した日から使用するこ

とができますか。 

（答） 

届出後、消費者庁から手続が完了した旨のメールを送信するので、当該メールが送信された日

から使用することができます。 

なお、詳細については、製造所固有記号に係る届出マニュアルを御確認ください。 
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（固有記号－23）製造所固有記号は５年ごとに更新の届出を必要としていますが、起算日はどの

時点になりますか。また、更新の届出は５年の期間が満了する日の何日前からできますか。 

（答） 

製造所固有記号の更新は、届出日を起算日として５年の期間が満了する日（更新期限）の 90

日前から届出を行うことができます。 

なお、製造所固有記号の更新を行った際の次の起算日は、５年を経過した日（更新期限の翌日）

となります。 

また、製造所固有記号の更新は、５年の期間が満了する日までに完了する必要がありますが、

更新の届出を行ってから手続が完了するまでに 10 日程度の期間を要しますので、更新の届出は、

時間に余裕をみて行うようにしてください。 

（例） 

起算日：平成 28 年４月 15 日（届出日） 

更新期限：令和３年４月 14 日 

更新期間：令和３年１月 15 日～同年４月 14 日 

更新後起算日：平成 33 年４月 15 日（５年を経過した日） 

更新期限：令和８年４月 14 日 

（固有記号－24）有効期間内に製造所に係る届出情報を変更した場合の更新期限は、当該変更の

届出を行った日から起算して５年になりますか。 

（答） 

有効期間内に製造所に係る届出情報の変更を行った場合であっても、起算日は変わらないので、

更新期限も変わりません。 

（固有記号－25）製造所固有記号の廃止の届出を行ったのですが、同じ製造所で、再度、同一製

品を製造することになりました。この場合、廃止した製造所固有記号と同じ記号で再度届け出

ることはできますか。 

（答） 

廃止した製造所固有記号の製造者又は販売者と製造所が同じ場合、廃止した製造所固有記号

の使用は認められません。異なる製造所固有記号により届出を行ってください。 

（固有記号－26）新たな製造所固有記号の届出について、 

① 届出先 

② 届出に必要な書類 

③ 届出の方法 

④ 届出が受理されたことをどのようにして知ることができるか 

⑤ 届出を行った記号についてデータベースに掲載されていることを確認する際にはどうすれ

ばよいか 

⑥ 届出に不備があった場合どうすればよいか 

等届出に係る手続について教えてください。 

（答） 

① 製造所固有記号の届出については、オンライン（製造所固有記号制度届出データベース）

により行うこととし、届出先は消費者庁です。 

② 製造所固有記号の届出にあっては、製造所固有記号制度届出データベースに必要事項を入

力し、必要に応じて製造計画書を添付することになります。 

③～⑥を含め、詳細については、製造所固有記号制度に係る届出マニュアルを御確認ください。 

（固有記号－27）製造所に係る届出情報を変更する場合や製造所固有記号の使用を中止した場合

の手続を教えてください。 

（答） 
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製造所に係る届出情報の変更や製造所固有記号の使用を中止する場合の手続については、製

造所固有記号制度届出データベースにより変更又は廃止の届出を行うこととなります。詳細に

ついては、製造所固有記号制度に係る届出マニュアルを御確認ください。 

（固有記号－28）製造所に係る届出情報に変更が生じた場合や製造所固有記号の使用を中止する

場合は、速やかに届出を行うこととされていますが、変更や中止した日から何日以内に届け出

る必要がありますか。 

（答） 

変更や廃止の届出は、その原因となる事実が発生した後、遅滞なく行ってください。 

（固有記号－29）製造者又は販売者と製造所固有記号の組合せから製造所を特定することが困難

になる場合は、製造所に係る届出情報の変更が認められないとありますが、具体的にどのよう

な場合ですか。 

（答） 

自らの製造所で製造する場合、製造所固有記号は製造所の所在地を表していることから、届け

出た製造所の所在地を変更すると製造者と製造所固有記号の組み合わせから一つの製造所固有記

号を複数の製造所で使用することになるため変更することができません。 

また、他者の製造所に委託して製造する場合、製造所固有記号は製造所の所在地及び製造者の

氏名又は名称を表していることから、届け出た製造所の所在地、製造者の氏名又は名称を変更す

ると販売者と製造所固有記号の組合せから一つの製造所固有記号を複数の製造所で使用すること

になるため変更することができません。 

これらの場合には、同じ製造所固有記号を使用することができないので、当該製造所固有記号

の廃止の届出を行うとともに、これまでとは別の記号で新規の届出を行ってください。 

【同一記号を使用できる場合の変更】 

 製造者 製造所 販売者 

氏 名 又 は

名称 

(本社)住所

又は所在地 

名称 所在地 氏 名 又 は

名称 

(本社 )住

所 又 は 所

在地 

自ら製造す

る場合 
○ ○ ○ × 

  

委託して製

造する場合 
× ○ ○ × ○ ○ 

※「○」：変更可「×」：変更不可（新規登録） 

 

（固有記号－30）当社の名称は、英語（ローマ字）表記で法人登記を行っていますが、製造所固

有記号の届出に必要な製造者の名称も法人登記している英語（ローマ字）表記の名称で問題な

いですか。 

（答） 

法人登記している名称が英語（ローマ字）表記であれば、差し支えありません。 

（固有記号－31）製造所固有記号制度の基本情報について、食品関連事業者の名称や住所（所在

地）はどのように届け出ればよいでしょうか。 

（答） 

法人の場合の名称は、法人名（法人登記されている名称）を届け出てください。代表者の氏

名は不要です。 

住所（所在地）については、本社住所（本社所在地）を届け出てください。 

個人の場合は、個人の氏名を届け出てください。また、住所については、その個人の生活の

本拠を届け出てください。 
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（固有記号－32）食品関連事業者の住所（所在地）について、新しい製造所固有記号では、法人

の場合、本社の住所（所在地）を届け出ることになっていますが、包材に表示する食品関連事

業者（表示責任者）が営業所の場合、住所は、どのように届け出ればよいでしょうか。 

（答） 

製造所固有記号の届出は、製造所固有記号制度届出データベースにより、次のとおり、基本

情報と届出情報を届け出ることになります。 

① 基本情報は、表示責任者たる食品関連事業者について、法人名（法人登記されている名称）、

本社住所（本社所在地）等を届け出ることになります（代表者の氏名は不要です。）。 

② 届出情報は、表示責任者たる食品関連事業者及び表示責任者でない製造者並びに同一製品

を製造している製造所について、名称及び住所（所在地）等を届け出ることになります。 

届出情報の食品関連事業者については、包材に表示する表示内容に責任を有する者の氏名

又は名称及び住所を届け出ることになることから、質問の場合には、表示責任者たる営業所

の名称及び住所を届け出ることになります。 

なお、表示責任者でない製造者については法人名（法人登記されている名称）及び本社住

所（本社所在地）を、製造所についてはその名称及び所在地を届け出ることになります。 

詳細は、製造所固有記号に係る届出マニュアルを御確認ください。 

（固有記号－33）製造所固有記号は、屋号のみで届け出ることはできますか。 

（答） 

基本情報における食品関連事業者の氏名又は名称については、屋号や商号での届は認められ

ません。法人登記をしている場合は法人の名称、法人登記をしていない場合は個人の氏名で届

け出てください。 

（固有記号－34）食品を製造している工場を有する食品関連事業者と最終的に衛生状態を変化さ

せる小分け包装を行う工場を有する食品関連事業者とが異なる場合、小分け包装後の食品に係

る製造所固有記号の届出に当たり、どちらの食品関連事業者を届け出ることになりますか。 

（答） 

この場合の製造所固有記号の届出に当たっては、小分け包装を行う工場を有する食品関連事

業者（製造者と同様の扱いを受ける加工者）を届け出ることになります。 

これは、食品の小分け包装を行った工場が、最終的に衛生状態を変化させる行為（製造又は

加工）が行われた場所に該当し、公衆衛生の見地から、その工場を表示する必要があるためで

す。 

（固有記号－35）製造所固有記号は誰が決めるのですか。 

（答） 

製造所固有記号は、製造所固有記号の届出において基本情報の登録をする食品関連事業者が

決めることになりますので、製造者が届け出る場合は製造者が、販売者が届け出る場合には販

売者が製造者と協議の上で決めてください。 

仮に、決定した製造所固有記号が他者と同じ記号であっても問題ありませんが、製造者又は

販売者と製造所固有記号の組合せから、製造者又は販売者が複数の製造所に同一の製造所固有

記号を使用すると製造所を特定することが困難になるため、一つの製造者又は販売者とが複数

の製造所に同一の製造所固有記号を届け出ることは認められません。 

（固有記号－36）製造所固有記号には文字の種類や文字数に制限がありますか。 

（答） 

製造所固有記号は、アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組合せで

あって、文字数は 10 文字以内となります（「－」、「･」、「．」、「＿」、スペースなどの記号等は

使用できません。）。 
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なお、食品表示基準第３条第１項の規定に基づいて製造所固有記号を表示する際は、必ず

「＋」を冠して表示してください。 

（固有記号－37）製造所固有記号に冠する「＋」は、製造所固有記号の一部に当たりますか。 

（答） 

製造所固有記号は、アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組み合わ

せによるものに限るとされており、「＋」は製造所固有記号には当たりません。 

「＋」は、旧制度に基づく製造所固有記号と新制度に基づく製造所固有記号とを区別するた

めに、食品表示基準第３条第１項の表の製造所又は加工所の所在地（輸入品にあっては輸入業

者の営業所の所在地、乳・・・＜省略＞。以下この章において同じ。）及び製造者又は加工者の

氏名又は名称（輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳・・・＜省略＞。以下この章に

おいて同じ。）の項の３に規定する製造所固有記号の頭に冠するものです。 

（固有記号－38）１社の販売者から複数の食品の委託を受けている製造者が、同一製品を複数の

製造所で製造している場合、食品ごとに製造所固有記号を変えることはできますか。 

（答） 

１ 製造所固有記号は、原則として、一つの製造所につき一つの製造所固有記号の取得が認めら

れます。したがって、食品ごとに製造所固有記号を変えることは認められません。 

２ ただし、一つの製造所が複数の販売者から製造を委託されている場合には、当該製造所と複

数ある販売者の組合せごとに、製造所固有記号の取得が必要となるため、一つの製造所に複数

の記号が認められます。 

３ なお、上記２の場合、それぞれの販売者と製造所の組合せが異なるため、それらの製造所固

有記号が同一であることは問題ありません。 

（固有記号－39）１社の販売者から複数の製造所に同一製品の製造を委託する場合、それぞれの

製造所に対し、同一の製造所固有記号を使用することは認められますか。 

（答） 

１社の販売者が複数の製造所に同一製品の製造を委託する場合には、原則どおり一つの製造

所ごとに、それぞれ異なる製造所固有記号の取得が必要となり、他の製造所と同一の記号を取

得することは認められません。これは、異なる製造所で同じ製造所固有記号の使用を認めると、

販売者と製造所固有記号の組合せから製造所を特定することが困難になるためです。 

（固有記号－40）同一の事業者が、表示責任者として製造者及び販売者の双方の立場になること

がありますが、例えば、Ａ社が同一製品を自らの製造所Ｂと他者の製造所Ｃで製造する場合、

製造所Ｂと製造所Ｃの製造所固有記号をいずれも「Ｘ」として届け出ることができますか。 

（答） 

できません。事項名が異なっていても、一つの事業者が複数の製造所に同じ記号を使用する

ことはできません。 

（固有記号－41）製造所固有記号の届出に関し、変更や廃止のための届出制度はありますか。 

（答） 

届け出た内容に変更が生じた場合は、製造所固有記号制度届出データベース上の変更が必要

になることから、製造所に係る届出情報の変更の届出が必要となります。 

また、届け出た製造所固有記号を表示した食品の販売を中止した場合や製造所固有記号の使

用ができなくなった場合も、製造所固有記号の廃止の届出が必要となります。 

なお、変更や廃止の届出の詳細については、製造所固有記号制度に係る届出マニュアルを御

確認ください。 
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（固有記号－42）製造所固有記号制度届出データベースによる届出以外の方法による届出は可能

ですか。 

（答） 

製造所固有記号の届出は、製造所固有記号制度届出データベースによる電子届出のみです。

書面（郵送等）での届出は受け付けません。 

（固有記号－43）電話で受付状況の問合せができますか。 

（答） 

電話での受付状況の問合せにはお答えできません。 

受付状況については、製造所固有記号制度届出データベースにて御確認ください。 

なお、受付が完了した場合には、完了したことをメールでお知らせします。 

（固有記号－44）製造所固有記号の各種届出に、手数料は掛かりますか。 

（答） 

手数料は掛かりません。 

（固有記号－45）届出が完了するまでの日数はどれくらい掛かりますか。 

（答） 

製造所固有記号届出データベースで実施可能な業務は、 

①食品関連事業者に関する基本情報登録・変更 

②製造所に係る製造所固有記号届出情報の登録・変更・更新・廃止 

の２つです。 

 経過措置期間の終了が目前に迫り、現在、固有記号の届出が集中しており、その処理に時間

を要しております。そのため、これから届出を行う食品関連事業者につきましては、期間に十

分な余裕をもって届出をしてください。現在の届出件数と処理状況から、令和元年 12 月 27 日

（金）までに届出されたものに関しては、令和元年度内に審査が完了いたしますが、それ以降

に届出されたものについては、審査完了が年度をまたぐ可能性があります。 

 

Ⅵ 表示の方式等                               [原－24] 

（固有記号－46）製造所固有記号に冠する「＋」は、包材にあらかじめ印刷しておく必要があり

ますか、それとも製造所固有記号の印字と同時に印字してもよいのでしょうか。 

（答）製造所固有記号の頭に「＋」を冠していればよいので、どちらの方法でも構いません。 

（固有記号－47）新しい製造所固有記号については、全角で届出をしていますが、包材に製造所

固有記号を表示する際に全角で表示する必要がありますか。 

（答） 

製造所固有記号を包材に表示する際には、必ずしも全角で表示する必要はありません。ただ

し、表示は消費者等に読みやすく理解しやすいようにするために、原則として、日本産業規格

Ｚ8305（1962）に規定する８ポイント（６号）以上の文字を使用することが必要です。なお、

表示可能面積がおおむね 150 平方センチメートル以下のものには、日本産業規格Ｚ8305（1962）

に規定する 5.5 ポイント以上の文字を使用することができます。 

（固有記号－48）「食品表示基準について」では、同一製品を、製造者が自らの製造所で製造す

るとともに、他者の製造所に委託して製造する場合には、食品表示基準別記様式１の「製造

者」及び「販売者」の事項名を表示をしなくとも差し支えないとしていますが、なぜでしょう

か。 

（答） 

食品表示基準においては、別記様式１による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示さ

れる場合を認めており、一括表示枠内に一人の者の氏名又は名称及び住所しか表示されていな
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いのであれば、その者が表示内容に責任を有する者であることが明白であり、事項名がなくて

も同等程度に分かりやすいと判断がすることができると考えられるからです。 

Ⅶ 業務用食品・・・＜省略＞                         ［原―25］ 

Ⅷ 経過措置期間の扱い                            [原－26] 

（固有記号－51）新たな製造所固有記号制度の施行から経過措置期間中（平成 28 年４月１日～

令和２年３月 31日）に、従前の製造所固有記号制度における届出をすることはできますか。 

（答） 

新たな製造所固有記号制度の施行後は、旧制度に基づいた新規の届出（住所変更に伴う新規

の届出を含む。）をすることはできません。 

（固有記号－52）新しい製造所固有記号制度は、平成 28 年４月１日に施行されますが、旧制度

に基づく製造所固有記号の表示の経過措置期間は設けられていますか。 

（答） 

旧制度に基づき取得した製造所固有記号は、令和２年３月 31 日までに製造される一般用加工

食品及び消費者向け添加物に使用することができます。具体的には以下の場合です。 

① 食品表示基準附則第２条各号で廃止された基準 

② 食品表示基準第３条第１項の表の製造所又は加工所の所在地（輸入品にあっては輸入業者

の営業所の所在地、乳・・・＜省略＞。以下この章において同じ。）及び製造者又は加工者の

氏名又は名称（輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳・・・＜省略＞。以下この章

において同じ。）の項の３の規定に基づく製造所固有記号の届出をした者（同一製品を２以上

の製造所で製造する者）について、製造所固有記号制度届出データベースの運用が開始した

後、当該届出の手続等が完了するまでの間、食品表示基準に基づき表示した包材を使用する

場合 

③ 旧制度においては製造所固有記号を使用できていたが、食品表示基準の下では製造所固有

記号を使用できない事業者が食品表示基準に基づき表示した包材を使用する場合 

（固有記号－53）旧制度に基づく製造所固有記号の届出については、平成 28 年３月 31 日までと

されていますが、下記のような場合には、旧制度下において届け出た内容と異なるため、旧制

度に基づく製造所固有記号による表示はできなくなるのでしょうか。 

① 市町村合併により住所変更が生じた場合 

② 有限会社（特例有限会社）から株式会社に変更した場合 

③ 個人事業主が法人化した場合 

（答） 

質問中①については、経過措置期間中、旧制度に基づく製造所固有記号の表示が引き続き認

められます。 

質問中②及び③については、旧制度に基づく製造所固有記号の表示は認められません。その

ため、製造所固有記号制度届出データベースで新規の届出をする必要があります。 

（固有記号－54）賞味期限が３年の一般用加工食品の場合、当該製品を平成 29 年６月に製造す

ると、賞味期限は令和２年５月になります。賞味期限の令和２年５月は経過措置期間が過ぎて

いることになりますが、この場合、平成 29 年５月の製造時に製造所固有記号の新制度のみが

適用されるのでしょうか。 

（答） 

食品表示基準附則第４条により、令和２年３月 31 日までに製造される一般用加工食品につい

ては、旧制度で取得している製造所固有記号による表示も認められます。なお、旧制度に基づ 

く製造所固有記号による表示については、（固有記号－52）を参照願います。 
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別添 アレルゲンを含む食品に関する表示  

目      次                 [目次：原－34] 

Ａ．表示義務化の必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５７ 

（Ａ－１）食物の摂取による「アレルギー」とはどのようなものですか。 

（Ａ－２）アレルゲンを含む食品にはどのようなものがありますか。 

（Ａ－３）なぜアレルゲンを含む食品に関して表示を義務付けたのですか。 

（Ａ－４）食品表示法における表示に関する考え方を教えてください。 

（Ａ－５）他の法律で表示が義務付けられている事項について、矛盾のないように表示するには

どうすればよいでしょうか。 

Ｂ．表示の対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５８ 

（Ｂ－１）表示の対象範囲について教えてください。 

（Ｂ－２）特定原材料等はどのように決められているのですか。 

（Ｂ－３）特定原材料等 28 品目は見直しを行い、変更されることはあるのでしょうか。 

（Ｂ－４）特定原材料等による表示で食品表示基準によるものと通知によるものがあるそうです

が、その違いは何ですか。 

（Ｂ－５）卵を使用していない鶏肉製品で卵の・・・＜省略＞ 

（Ｂ－６）蒸留等の精製過程を経る食品についても表示は必要なのでしょうか。 

（Ｂ－７）遺伝子組換え食品の表示義務は消費者向けのみに限られていますが、アレルギー表示

の場合は業務用や加工食品の原料でも表示義務があるのですか。 

（Ｂ－８）カップラーメンやインスタントラーメン、又はお菓子の詰め合わせ商品（例えば、ク

リスマスブーツ又は化粧缶等）のように中の商品が見えない場合の表示はどのようにすれば

よいのでしょうか。 

（Ｂ－９）添加物としてペクチナーゼを使用する時に、酵素を培養するために小麦等のアレルゲ

ンが混入している場合も、その商品はアレルギー表示の対象になるのでしょうか。 

（Ｂ－10）加工助剤やキャリーオーバー等、添加物のごく微量の残存についても表示は必要とな

るのでしょうか。 

（Ｂ－11）添加物の安定化のために、特定原材料等から製造される食品を使用した場合は、特定

原材料等に関する表示も必要になるのでしょうか。 

（Ｂ－12）遺伝子組換えの「大豆」を微量に含む場合はアレルギー表示のみでよいのでしょうか｡ 

Ｃ．表示対象外・免除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６２ 

（Ｃ－１）流通（卸売）段階では、どのような方法で特定原材料等を含む旨を確認し、表示する

のでしょうか。 

（Ｃ－２）特定原材料を微量に含む場合にも表示する必要がありますか。 

（Ｃ－３）微量な特定原材料を含む場合の表示は、どこまで原材料表示として表示する必要があ

りますか。 

（Ｃ－４）特定原材料が数μｇ／ｇ含有レベル未満であれば、アレルギーを起こさないのでしょ

うか。 

（Ｃ－５）特定原材料等より製造される添加物であっても、アレルギー表示が免除される場合が

あると聞きましたが、どういった場合に免除となるのでしょうか。 

（Ｃ－６）食物アレルギーに関する科学的な研究により抗原性が低い旨の報告がなされた場合も

表示は免除となりますか。 
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（Ｃ－７）【Ｃ－５】の回答で「純粋な特定成分のみを抽出し、他の物質の混在が認められないも

のについての特定原材料等に関する表示は免除となります。」との記載がありますが、「大豆

たんぱく加水分解物」を出発原料とする最終製品がＬ－ロイシン 100％のものであればこれに

該当するのでしょうか。 

（Ｃ－８）香料の原材料として、特定原材料等を用いることがありますが、これらについても表

示は必要なのでしょうか。 

（Ｃ－９）酒類は原材料に麦や果実を使用する場合がありますが、これらについても表示は必要

ですか。 

（Ｃ－10）発酵食品を製造するときに、発酵を開始させるため用いられる乳酸菌の培養物（スタ

ーター）を培養するときに用いる培地の構成成分に特定原材料等を用いている場合も表示の

対象となるのでしょうか。 

（Ｃ－11）【Ｃ－９】の回答で「飲料用のアルコールや牛乳の乳清から製造される工業用アルコー

ルについても、現時点では表示義務の対象となっていません。」と記載されていますが、この

乳清から製造される工業用アルコールを食品に利用した場合も表示義務はないのでしょうか。 

Ｄ．特定原材料等の範囲について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６４ 

（Ｄ－１）特定原材料の「えび」の範囲を教えてください。 

（Ｄ－２）特定原材料の「かに」の範囲を教えてください。 

（Ｄ－３）特定原材料の「小麦」の範囲を教えてください。 

（Ｄ－４）特定原材料の「そば」の範囲を教えてください。 

（Ｄ－５）特定原材料の「卵」の範囲を教えてください。 

（Ｄ－６）特定原材料の「乳」の範囲を教えてください。 

（Ｄ－７）特定原材料の「落花生」の範囲を教えてください。 

（Ｄ－８））特定原材料に準ずるものの「アーモンド」の範囲を教えてください。 

（Ｄ－９）・・・「あわび」・・・＜省略＞ 

（Ｄ－10）特定原材料に準ずるものの「いか」の範囲を教えてください。 

（Ｄ－11）・・・「いくら」・・・＜省略＞ 

（Ｄ－12）特定原材料に準ずるものの「オレンジ」の範囲を教えてください。 

（Ｄ－13）特定原材料に準ずるものの「牛肉」、「豚肉」、「鶏肉」の範囲を教えて 

ください。 

（Ｄ－14）特定原材料に準ずるものの「ごま」の範囲を教えてください。 

（Ｄ－15）・・・「さけ」・・・＜省略＞ 

（Ｄ－16）特定原材料に準ずるものの「大豆」の範囲を教えてください。 

（Ｄ－17）特定原材料に準ずるものの「やまいも」の範囲を教えてください。 

（Ｄ－18）特定原材料に準ずるものの「ゼラチン」の範囲を教えてください。 

（Ｄ－19）動物の血液、・・・＜省略＞ 

（Ｄ－20）・・・にじますを海で養殖・・・＜省略＞ 

Ｅ．表示方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６７ 

（Ｅ－１）特定原材料等の表示方法を教えてください。 

（Ｅ－２）個別表示の具体的な表示方法を教えてください。 

（Ｅ－３）特定原材料等より製造された「添加物」を食品の製造に使用した場合も同様な表示が

必要となるのでしょうか。 

（Ｅ－４）個別表示する際、繰り返しになるアレルギー表示は省略できますか。 
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（Ｅ－５）個別表示の繰り返しになるアレルギー表示の省略については、新たな知見が得られた

場合は、仕組みの一部改善を図るとのことですが、具体的にどのような改善を図るのですか｡ 

（Ｅ－６）原則、個別表示ということですが、一括表示をすることは可能ですか。 

（Ｅ－７）一括表示の具体的な表示方法を教えてください。 

（Ｅ－８）原材料と添加物をそれぞれ事項を設けて表示する場合、また、事項を設けないで区分

する場合、一括表示はどのように表示すればよいですか。 

（Ｅ－９）個別表示と一括表示を併用することは可能ですか。 

（Ｅ－10）特定原材料の「乳」の表示はどのようにすればよいですか。 

（Ｅ－11）特定原材料等を２つ以上複数含んでいる場合、その接続は「・」「、」どちらにすれば

よいですか。 

（Ｅ－12）カゼインやコラーゲンのように「一般に食品として飲食に供されるものであって添加

物として使用されるもの（一般飲食物添加物）」については、添加物における表示と同様に

（乳由来）や（豚由来）と表示するのでしょうか。 

（Ｅ－13）原材料にゼラチンを使用した場合は、「ゼラチン（牛由来）」とか「ゼラチンを含む」

等と表示するのでしょうか。 

（Ｅ－14）表示の省略方法で食品表示基準上、省略の難しいものはありますか。 

（Ｅ－15）詰め合わせされた食品について、アレルゲン表示を一括表示で行う場合、どのように

表示したらよいですか。 

（Ｅ－16）表示内容が多くなることも考え、別に詳細を記入した用紙を付けて情報提供すること

は可能でしょうか。 

（Ｅ－17）「乳又は乳製品を主原料とする食品」を３％程度使用したパンを製造する場合の原材料

名及びアレルギー表示は、「乳製品」又は「脱脂粉乳製品」と表示してもよいでしょうか。 

（Ｅ－18）原材料名の表示にあっては、原材料が一種類のみであるものは、原材料名の表示を省

略することができることになっており、生乳のみを原材料とする乳・乳製品（例えば、クリ

ーム）にあっては、原材料名欄を省略できますが、このような場合にアレルギー表示はどの

ようにすればよいですか。 

（Ｅ－19）添加物製剤には、賦形剤等の食品素材が含まれている場合がありますが、この食品素

材に特定原材料等が含まれている場合、どのようにアレルギー表示をすればよいですか。 

（Ｅ－20）特定原材料等以外の食品（米など）について、一括表示枠内に表示することはできま

すか。 

（Ｅ－21）表示義務のない特定原材料に準ずるものについても、表示対象としているかどうかに

ついて情報提供を行うべきですか。 

（Ｅ－22）特定原材料等を使用していない旨の表示について具体的に教えてください。 

（Ｅ－23）特定の特定原材料等を使用していない旨の表示があれば、当該特定原材料等が含まれ

ていないと考えてよいですか。 

（Ｅ－24）消費者、特に食物アレルギー疾患を有する方にとって分かりやすい表示となるよう文

字の色や大きさ等を変えてもよいですか。 

Ｆ．代替表記等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７７ 

（Ｆ－１）特定原材料等に関する表示は必ず定められた表示方法で表示しなければならないので

すか。 

（Ｆ－２）原材料にマヨネーズを使用した場合、一般的に卵（特定原材料）を使った食品である

ことが予測できることから、「卵を含む旨」の表示は不要でしょうか。 

（Ｆ－３）卵黄と卵白については「卵」の文字が含まれていますが、「卵を含む」旨をなぜ表示し

ないといけないのでしょうか。 
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（Ｆ－４）特定原材料「乳」の代替表記等について教えてください。 

Ｇ．コンタミネーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７０ 

（Ｇ－１）食品を生産する際に、原材料としては使用していないにもかかわらず、特定原材料等

が意図せず混入（コンタミネーション）してしまう場合にも表示が必要ですか。 

（Ｇ－２）・・・原材料として使用する魚がえび、かにを捕食・・・＜省略＞ 

（Ｇ－３）コンタミネーションをどのように注意喚起すればよいですか。 

（Ｇ－４）製造時のコンタミネーションを防止するための対策はありますか。 

（Ｇ－５）海外から輸入される穀類において、原材料の段階で特定原材料等がコンタミネーショ

ンする場合に、注意喚起する必要がありますか。 

Ｈ．禁止される表示事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８０ 

（Ｈ－１）特定原材料等が「入っているかもしれません。」「入っているおそれがあります。」など

の可能性表示（入っているかもしれません）について、何か規制がありますか。 

（Ｈ－２）特定原材料等の名称以外に代替できる表記方法はありますか。また、禁止されている

代替表記はありますか。 

（Ｈ－３）高級食材（あわび、まつたけ等）がごく微量にしか含まれていない加工食品の場合、

アレルギー表示によって、これらの食材があたかも多く含まれているかのように強調される

など、消費者に誤解を与えかねない事例があるかと思いますが、このことについての規制は

ありますか。 

（Ｈ－４）アレルギー表示が適切にされていない場合、どのような措置が取られるのですか。 

（Ｈ－５）食品表示基準別記様式１の枠内の原材料表示部分以外の場所に別枠を設けてアレルギ

ー表示をすれば、原材料表示を省略してもよいのでしょうか。 

Ｉ．行政の取組、その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８２ 

（Ｉ－１）乳糖の表示に関する経緯を教えてください。   ＜省略＞ 

（Ｉ－２）行政は安全性確保のためにモニタリング検査(抜き取り調査)をすべきではないでしょ

うか。 

（Ｉ－３）特定原材料の検査はできるのですか。 

（Ｉ－４）国として、新たなアレルゲンを含む食品の検索のためにどのような研究を行っている

のですか。 

（Ｉ－５）諸外国での規制の状況はどのようになっているのでしょうか。 

（Ｉ－６）事業者が行うべき情報提供とは、どのような方法で行うべきでしょうか。 

（Ｉ－７）対面販売や店頭での量り売りを行う場合や、レストランのような飲食店等（以下「外

食等」という。）では、食物アレルギー疾患を有する方への情報提供としてどのような取組を

行ったらよいですか。 

（Ｉ－８）アレルギー表示に関する質問、相談はどのような機関に行えばよいのですか。 

（Ｉ－９）令和元年９月に「アーモンド」が特定原材料に準ずるものに追加されましたが、いつ

までに表示する必要がありますか。また、包装資材の切替え等の猶予期間等はあるのですか。 
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Ａ．表示義務化の必要性                         [原－1] 

（Ａ－１）食物の摂取による「アレルギー」とはどのようなものですか。 

（答） 

食物の摂取により生体に障害を引き起こす反応のうち、食物抗原に対する免疫学的反応によ

るものを食物アレルギー（Food Allergy）と呼んでいます。この免疫学的な防御反応とは、私た

ちの体の中で異物（抗原）が入ってくるとこれに対して防衛しようとする働きにより、抗体が作

られるというものです。その後の抗原の侵入に対して、この抗体がよい方に働けば、免疫反応に

より病気の発症を抑えることができます。ところが、アレルギー体質を持っている人の場合、そ

の後の抗原の侵入に対して過敏な反応をし、血圧低下、呼吸困難又は意識障害等、様々なアレル

ギー症状が引き起こされます。このアレルギーの原因となる抗原を特に「アレルゲン」といいま

す。 

食物が原因となって生体に障害を引き起こす反応には、食物アレルギーのほかに毒素による

中毒、消化酵素欠損による不耐症などがあり、これらとの鑑別が必要です。 

（Ａ－２）アレルゲンを含む食品にはどのようなものがありますか。 

（答） 

アレルゲンを含む食品に関する表示（以下「アレルギー表示」という。）については、これま

で、食物アレルギーの実態調査及び誘発物質の解明に関する研究を厚生労働省所管時から進めて

います。これまでの実態調査等を基に、過去に一定の頻度で血圧低下、呼吸困難又は意識障害等

の重篤な健康危害が見られた症例から、その際に食した食品の中で明らかに特定された原材料に

ついて、アレルギー物質を含む「特定原材料等」として指定しています。現在、特定原材料等は

28 品目あり、えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生（ピーナッツ）、アーモンド、あわび、

いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、

大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンが挙げられています。 

食物アレルギー患者にとっては、自分の食するものの中に、自分が反応するアレルゲンを含

むのかどうかを判断し、選別できるように情報提供が行われていることが重要です。そのため、

食品中に特定原材料等を含む旨の情報提供をアレルギー表示によって行うに当たっては、実際の

アレルギー発症数、重篤度等に差異があるため、「食品表示基準」（平成 27 年内閣府令第 10 号）

で法令上表示を義務付けるものと、通知で表示を推奨するものとに分けているところです。 

食品表示基準で定められる品目に、えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生（ピーナッツ）

の７品目（以下「特定原材料」という）が挙げられ、通知で表示を推奨する品目に、アーモンド、

あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さ

け、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの 21 品

目（以下「特定原材料に準ずるもの」という。）が挙げられています。 

なお、食物アレルギーの原因物質は、時代の変化とともに変わっていく可能性があると考え

られるので、更に実態調査・科学的研究を行い、新たな知見や報告により適宜、特定原材料等の

見直しを行っていきます。 

（Ａ－３）なぜアレルゲンを含む食品に関して表示を義務付けたのですか。 

（答） 

アレルゲンを含む食品に起因する健康危害が多く見られ、こうした危害を未然に防ぐため、

表示を通じた消費者への情報提供の必要性が高まっていましたが、平成 12 年度以前の食品に関

する表示制度では、その原材料について表示義務が課されない場合などがあり、消費者が食品

中のアレルゲンの有無を知るには不十分でした。 

そのため、平成 11 年３月５日の食品衛生調査会表示特別部会における「食品の表示のあり方

に関する検討報告書（平成１０年度）」により、食品中のアレルゲンについての表示を義務付け

る必要があるとされました。 
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その後、・・・＜省略＞・・・国際的な動向も踏まえて、消費者の健康危害の発生を防止する

観点から、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）においても、アレルゲンを含む食品にあって

は、それを含む旨の表示を義務付けることが必要であると考えられ、平成 13 年に、食品衛生法

施行規則等の改正が行われ、アレルギー表示が義務付けられました。 

食物アレルギーは、特定のアレルゲンを摂取することでアレルギー症状が起こり、場合によ

っては、アナフィラキシーショックにより命に関わることもある疾患であること踏まえ、食物

アレルギーに関する正しい知識・理解に基づき取り組むことが重要です。 

（Ａ－４）食品表示法における表示に関する考え方を教えてください。 

（答） 

食品表示法（平成 25 年法律第 70 号）第４条第１項においては、「食品を消費者が安全に摂取

し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供

する食品に関する表示の基準を定めなければならない。」と規定されています。食品に関する適

正な表示は、消費者や関係事業者に対し、的確な情報を与え、合理的な認識や選択に資するも

のであり、さらには、行政機関による迅速かつ効果的な取締りのためにも不可欠のものです。

食品の表示については、次のように整理できます。 

○消費者への情報伝達機能 

・消費者が、食品を摂取する際の安全性を確保するための表示（例：消費期限、保存方法等） 

・消費者が、自主的かつ合理的に食品を選択するための表示（例：原材料、内容量等） 

○流通事業者等への情報伝達機能 

・販売する際に留意すべき情報（例：消費期限、保存方法） 

・製造者等が付けた表示により、販売者が容易に消費者に情報提供できるようにする機能 

○規格基準遵守促進機能 

・表示させることによる事業者に対する心理的効果（例：使用した添加物を全て表示させる

ことにより、規格基準外の添加物を使用することに心理的な障壁となる。） 

・行政当局等が規格基準遵守の確認の際に利用する情報（例：表示されている添加物につい

て、その使用量を試験して、規格基準への適合を確認する。） 

（Ａ－５）他の法律で表示が義務付けられている事項について、矛盾のないように表示するに

はどうすればよいでしょうか。 

（答） 

不正表示を規制するものとして、不当景品類及び不当表示防止法（以下「景品表示法」とい

う。）等があります。景品表示法は、虚偽・誇大などの不当表示を規制しますが、アレルギー表

示に関しては、微量表示を行わなければならない関係上、消費者が誤認するような表示になら

ないように注意が必要です。（Ｈ－３参照） 

Ｂ．表示の対象                            [原本－5] 

（Ｂ－１）表示の対象範囲について教えてください。 

（答） 

アレルギー表示の対象範囲は、食品表示基準別表第 14 に定める食品（特定原材料）を原材料

とする加工食品又は特定原材料に由来する添加物であって販売の用に供するものであり、具体

的には容器包装された加工食品及び添加物です。なお、例外的に、運搬容器への表示（Ｃ－１

参照）や、食品中に含まれる特定原材料等の総タンパク量が、数μｇ／ｍｌ濃度レベル又は数

μｇ／ｇ含有レベルに満たない場合（Ｃ－３参照）、知見が不足している香料など（Ｃ－８～11

参照）は表示が免除されています。 
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（Ｂ－２）特定原材料等はどのように決められているのですか。 

（答） 

アレルゲンを含む食品に起因する健康危害を未然に防止するため、表示による情報提供の要

望が高まってきたことなどから、当時、厚生省においてアナフィラキシー等、重篤な健康影響

を起こしたアレルゲンが何かを明らかにするための調査研究が行われました。平成８年度及び

平成９年度は即時型反応を惹起する食物アレルギーの頻度調査を全国規模で年齢別に行い、ま

た、平成 10 年度及び平成 11 年度は食物アレルギーの診断を直接行う医師が関与した即時型ア

レルギーを引き起こした患者について、全国の医療機関を通じて実態調査が行われました。 

全ての食品はアレルギーを引き起こす可能性がありますが、これらの調査に基づきその中で

特に症状が重篤となるためアレルギー表示を行い、情報提供の必要があるものについて検討す

ることとなりました。そこで、研究成果を基に、過去に一定の頻度で血圧低下、呼吸困難又は

意識障害等の重篤な健康危害が見られた症例から、その際に食した食品の中で、アレルギーを

引き起こすことが明らかにされた原材料 24 品目を特定原材料等として指定されました。 

その後、平成 13 年度～平成 14 年度、平成 16 年度～平成 17 年度、平成 19 年度～平成 20 年

度、平成 23 年度～平成 24 年度及び平成 28 年度～平成 29 年度の実態調査の結果を踏まえ、品

目の見直しを行い、現在、28 品目を特定原材料等として指定しているところです。 

これまでに行われた特定原材料等の見直し 

平成 16 年度：特定原材料に準ずるものに「バナナ」を追加 

平成 20 年度：「えび」、「かに」を特定原材料に準ずるものから特定原材料に変更 

平成 25 年度：特定原材料に準ずるものに「カシューナッツ」、「ごま」を追加 

令和元年度：特定原材料に準ずるものに「アーモンド」を追加 

（Ｂ－３）特定原材料等 28 品目は見直しを行い、変更されることはあるのでしょうか。 

（答） 

食物アレルギーの原因物質は、時代の変化とともに変わっていく可能性があると考えられる

ので、定期的に実態調査などを行い、新たな知見や報告により適宜、見直しを行っていきます。 

（Ｂ－４）特定原材料等による表示で食品表示基準によるものと通知によるものがあるそうで

すが、その違いは何ですか。 

（答） 

特定原材料等 28 品目中でも実際のアレルギー発症数、重篤度等に差異があるため、法令で表

示を義務付けるものと、通知で表示を推奨するものとに規定を分けることが現実的であると考

え、以下のように分類することとしています。 

28 品目の中でも特に重篤度・症例数の多い７品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花

生）の表示については食品表示基準で規定し、法令で表示を義務付けています。 

28 品目の中で、症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられますが、特定原

材料に比べると少なく、現段階では科学的知見が必ずしも十分ではない 21 品目に関しては、特

定原材料に準ずるものとして通知により表示を行うことを推奨することとしています。 

「ゼラチン」に関しては、牛肉・豚肉由来であることが多く、これらは特定原材料に準ずる

ものであるため、元々表示をすべきものですが、ゼラチンそのものによりアレルギー疾患が起

こることと、過去のパブリックコメントにおいて単独表示（「ゼラチン」としての表示。）の要

望も多かったことから、１品目として項目を立てることとしました。（Ｄ－18、Ｅ－13 参照） 

                                  （次頁に続く） 
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＜食品表示基準／通知による規定＞ 

規定 特定原材料等の名称 理由 

食 品 表

示基準 

えび、かに、小麦、そば、卵、

乳、落花生（ピーナッツ） 

特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性

の高いもの。 

 

通 知 

アーモンド、あわび、いか、い

くら、オレンジ、カシューナッ

ツ、キウイフルーツ、牛肉、く

るみ、ごま、さけ、さば、大

豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつ

たけ、もも、やまいも、りんご 

症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相

当数みられるが、特定原材料に比べると少ないも

の。 

特定原材料とするか否かについては、今後、引き

続き調査を行うことが必要。 

ゼラチン 牛肉・豚肉由来であることが多く、これらは特定

原材料に準ずるものであるため、既に牛肉、豚肉

としての表示が必要であるが、過去のパブリック

コメント手続において「ゼラチン」としての単独

の表示を行うことへの要望が多く、専門家からの

指摘も多いため、独立の項目を立てている。 

 

（Ｂ－５）卵を使用していない鶏肉製品で卵の・・・  ＜省略＞                       

 

（Ｂ－６）蒸留等の精製過程を経る食品についても表示は必要なのでしょうか。 

（答） 

一般に加工食品は、加熱・濃縮・ろ過・蒸留等、様々な製造・精製過程を経て最終製品とな

りますので、その過程においてアレルゲンが変性することにより、抗原性が減少、又は消滅す

る可能性が考えられます。 

しかし、現在、全てのアレルゲンを特定できているわけではなく、その物質のどの部分に抗

原性があるかの知見も少ないことから、どの製造・精製過程を経ればアレルギーを引き起こす

危険性が無くなるのかは分かっていません。また、様々な製造過程を経て完成した食品自体に

抗原性がないとはいえない場合もあります。 

したがって、特定原材料等を加工する際の製造過程によって、表示の必要があるか否かの判

断は難しく、加工食品に抗原性が認められないか、食物アレルギーに関する科学的な研究によ

り抗原性の低い物質等に当たらない限りは、原則表示する必要があります。今後、個々の食品

について更に調査を行い、抗原性の有無を科学的に検討していく必要があります。このことに

より、過去の症例からみて、アレルギーを起こすことが知られている加工食品（乳清、大豆油

等）については、表示により判別できるようにするべきです。 

（Ｂ－７）遺伝子組換え食品の表示義務は一般消費者向けのみに限られていますが、アレルギ

ー表示の場合は業務用や加工食品の原料でも表示義務があるのですか。 

（答） 

アレルギー表示は業務用や加工食品の原料であっても表示の義務付けがされていますので、

表示してください。 

（Ｂ－８）カップラーメンやインスタントラーメン、又はお菓子の詰め合わせ商品（例えば、

クリスマスブーツ又は化粧缶等）のように中の商品が見えない場合の表示はどのようにすれ

ばよいのでしょうか。 

（答） 

従来どおり外袋に表示していただくのが原則です。また、中身の個々の袋にも表示ができる

のであれば表示していただいた方がより望ましいと考えています。 
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（Ｂ－９）添加物としてペクチナーゼを使用する時に、酵素を培養するために小麦等のアレル

ゲンが混入している場合も、その商品はアレルギー表示の対象になるのでしょうか。 

（答） 

酵素のみを採取しているのであれば表示の必要はありませんが、培地ごと混入する場合はア

レルギー表示の対象になります。 

（Ｂ－10）加工助剤やキャリーオーバー等、添加物のごく微量の残存についても表示は必要と

なるのでしょうか。 

（答） 

加工助剤※1 及びキャリーオーバー※2 等、添加物を含む旨の表示が免除されているものであ

っても、特定原材料等に由来する添加物に係る表示では次のとおり表示することとされていま

す。 

① 特定原材料７品目に由来する添加物の場合、添加物の表示が免除されているものであっ

ても、特定原材料については、表示する必要があります。 

② 特定原材料に準ずるもの 21 品目に由来する添加物の場合、添加物の表示が免除されてい

るものであっても、特定原材料に準ずるものについては、可能な限り表示するようにして

ください。 

なお、過剰な表示は、かえって消費者の選択の余地を狭めることとなりますので、微量な特

定原材料等を含む場合の表示方法は、（Ｃ－３）により行ってください。 

１ 加工助剤 食品の加工の際に添加される物であって、当該食品の完成前に除去

されるもの、当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれ

る成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加

させるものではないもの又は当該食品中に含まれる量が少なく、か

つ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないものをいう。 

２ キャリー 

オーバー 

食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該

食品の製造又は加工の過程において使用されない物であって、当該

食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量し

か含まれていないものをいう。 

 

（Ｂ－11）添加物の安定化のために、特定原材料等から製造される食品を使用した場合は、特

定原材料等に関する表示も必要になるのでしょうか。 

（答） 

添加物の安定化のため、特定原材料等から製造される食品を使用する場合（例：添加物であ

る抽出トコフェロールの安定化等のため大豆油で希釈する場合）は特定原材料等を使用してい

ることが分かるように「トコフェロール、（一部に大豆を含む。）」等、表示をする必要がありま

す。 

香料に併せて使用される副剤の表示も上記と同様です。 

（Ｂ－12）遺伝子組換えの「大豆」を微量に含む場合はアレルギー表示のみでよいのでしょう

か｡ 

（答） 

遺伝子組換え食品の表示は全原材料中重量が上位３品目以内で、かつ、食品中に占める重量

が５％以上の物に限られているので、それ以下であればアレルギー表示のみとなりますが、そ

れ以上であれば遺伝子組換えの表示も必要になります。 
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Ｃ．表示対象外・免除                         [原本－12] 

（Ｃ－１）流通（卸売）段階では、どのような方法で特定原材料等を含む旨を確認し、表示す

るのでしょうか。 

（答） 

仕入れ時に容器包装に特定原材料等Ａを含む旨の表示がされた原材料Ｂを使って加工食品Ｃ

を製造する場合は、加工食品Ｃにも特定原材料等Ａを含む旨についてアレルギー表示を行いま

す。 

ただし、上記の場合、商品の輸送、運搬のために、原材料Ｂの製造者が卸、小売業者を通じ

てそのまま加工食品Ｃの製造・販売業者に外装容器ごと販売するものには表示が必要ですが、

その外装容器を卸、小売業者がその都度持ち帰りする場合（通い箱等）は容器包装の定義に当

てはまらないためアレルギー表示の対象外となっています。同様に、食品を製造し、又は加工

した場所で容器包装に入れないで消費者に直接販売する場合は表示をする必要はありません。

したがって、店頭量り売りの加工食品については、持ち帰りの便宜のために、販売の都度、箱

に入れたり包んだりする場合及び混雑時を見込んで当日販売数に限って包装してある場合は、

単なる運搬容器とみなされ、表示の対象外とみなしています。また、小売業者及び販売業者が

購入者の要望によって便宜上、仮箱若しくは箱に詰めたもの又は包んだものも同様に表示の対

象外とみなしています。 

しかしながら、表示がされていない原材料を使用する場合も同様に、消費者への情報提供を

行えるよう、原材料を仕入れる際は、（卸売）納入業者に特定原材料等の含有の有無を問い合わ

せ、又は、送り状若しくは納品書に併せて原材料に関する詳細を入手するなどして確認し、製

造記録として残しておくことは、最終製品に正確な表示をするためにも有用です。このように、

様々な方法で情報収集を行い、アレルギー表示が正確に行われ、消費者への情報提供を十分に

行えるよう努めてください。 

（Ｃ－２）特定原材料を微量に含む場合にも表示する必要がありますか。 

（答） 

食物アレルギーは、人によっては舐める程度でアナフィラキシー症状が誘発されるなど、ご

く微量のアレルゲンによって発症することがあります。よって特定原材料を常に含む食品にあ

っては、原材料としての使用の意図の有無にかかわらず、アレルギー表示をする必要がありま

す。 

（Ｃ－３）微量な特定原材料を含む場合の表示は、どこまで原材料表示として表示する必要が

ありますか。 

（答） 

健康危害防止の観点から、食物アレルギーを誘発する量を考える際には、特定原材料等の抗

原（特定タンパク）量ではなく、加工食品中の特定原材料等の総タンパク量に重きを置いて考

えることとしています。 

アレルギー症状を誘発する抗原量に関しては、総タンパク量として一般的にはｍｇ／ｍｌ濃

度（食物負荷試験における溶液ｍｌ中の重量）レベルでは確実に誘発し得るといえますが、数

μｇ／ｍｌ濃度レベルでは、アレルギーの誘発には個人差があり、ｎｇ／ｍｌ濃度レベルでは

ほぼ誘発しないと考えられています。 

このことより、数μｇ／ｍｌ濃度レベル又は数μｇ／ｇ含有レベル以上の特定原材料等の総

タンパク量を含有する食品については表示が必要と考えられる一方、食品中に含まれる特定原

材料等の総タンパク量が、数μｇ／ｍｌ濃度レベル又は数μｇ／ｇ含有レベルに満たない場合

は、表示の必要性はないこととしています。 

さらに、微量原材料の表示の必要性の判断に関しては、製造段階のある点を基準に判断する

ことは、技術的にも難しく、また、ある点を基準にすれば、最終製品中の特定原材料等の残存
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量にばらつきが出ることから、最終製品の中に残存する特定原材料等の量によって判断するこ

とが妥当と考えます。 

今後、食物中に残存するアレルゲンに係る検知法の開発では、加工食品中の特定原材料等の

タンパク量を数μｇ／ｍｌ濃度レベル以下又は数μｇ／ｇ含有レベル以下まで検出可能となれ

ば、表示の必要性の有無を確認するに十分な検知法となると考えています。 

ｍｇ（ミリグラム）＝10-3ｇ， 

μｇ（マイクログラム）＝10-6ｇ， 

ｎｇ（ナノグラム）＝10-9ｇ 

（Ｃ－４）特定原材料が数μｇ／ｇ含有レベル未満であれば、アレルギーを起こさないのでし

ょうか。 

（答） 

食品表示研究班アレルギー表示検討会（厚生労働省）の中間報告においては、食物アレルギ

ーを起こし得るアレルゲンの含有量は、数μｇ／ｇレベルまでであり、ｎｇ／ｇレベルでは、

一般的には、アレルギー反応を誘発することは少ないであろうと考えられていることで意見が

一致しています。 

消費者庁としては、アレルギーの誘発量に関して、現時点ではデータの蓄積が少ないため、

今後も研究を行っていく予定です。 

（Ｃ－５）特定原材料等より製造される添加物であっても、アレルギー表示が免除される場合

があると聞きましたが、どういった場合に免除となるのでしょうか。 

（答） 

特定原材料等由来の添加物であっても、抗原性試験等により抗原性が認められないと判断で

きる場合には、表示義務が免除されます。 

ここでいう抗原性試験とは、現在、添加物の審査に用いられている「添加物の指定及び使用

基準改正に関する指針」（平成８年３月 22 日衛化第 29 号）に基づくものです。抗原性の有無が

不明である場合は表示が必要です。 

（Ｃ－６）食物アレルギーに関する科学的な研究により抗原性が低い旨の報告がなされた場合

も表示は免除となりますか。 

（答） 

焼成した卵殻カルシウムや大豆から抽出したトコフェロール等、純粋な特定成分のみを抽出

し、他の物質の混在が認められない物については、科学的な研究により抗原性が低い旨の報告

がなされていることから、特定原材料等に関する表示は免除となりますが、それ以外は表示を

行う必要があります。 

アレルゲンであるか否か、抗原性が高いか低いか等については、未検討である部分も多く、

例えば、醤油の小麦について「食物アレルギーの栄養指導の手引 2011」において、「醤油を作る

過程で小麦のタンパク質が完全に分解され、完成した醤油には残存していない。このため、原

材料に小麦の表示があっても、醤油を除去する必要は基本的にない。」としているなど、一定の

知見はあります。しかしながら、この件に関して国として調査研究を行ったものはないため、

このような食品について、今後調査研究を行い、科学的知見の得られたものについては食物ア

レルギー患者の選択の判断に資する見直しを行うこととします。 

（Ｃ－７）（Ｃ－５）の回答で「純粋な特定成分のみを抽出し、他の物質の混在が認められない

ものについての特定原材料等に関する表示は免除となります。」との記載がありますが、「大

豆たんぱく加水分解物」を出発原料とする最終製品がＬ－ロイシン 100％のものであればこれ

に該当するのでしょうか。 

（答） 

Ｌ－ロイシンは、アミノ酸単体でのアレルギー発症の報告がないことから、最終製品が特定

成分 100％なのであればこれに該当します。 
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（Ｃ－８）香料の原材料として、特定原材料等を用いることがありますが、これらについても

表示は必要なのでしょうか。 

（答） 

香料に関しては、実際にアレルギー疾患を引き起こしたという知見が乏しいため、現時点で

は特定原材料等に関する表示を必須とはしていません。しかしながら、アレルギー症状はごく

微量でも引き起こされる場合があることを考慮すると、今後さらに調査・検討が必要です。 

また、香気成分以外に特定原材料等 28 品目を原材料として製造された副剤を使用している際

には、表示する必要があります。なお、香料の副剤に特定原材料等を使用している場合も、表

示する必要があります。 

（Ｃ－９）酒類は原材料に麦や果実を使用する場合がありますが、これらについても表示は必

要ですか。 

（答） 

酒類については、アルコールを摂取することにより、顔が赤くなったり、動悸がしたりとい

う摂取時の反応があるため、その反応が特定原材料等の抗原性によるものかアルコールの作用

によるものかを判断することは極めて困難です。 

したがって、アレルギー疾患を引き起こすとの知見が得られにくいため、飲料用のアルコー

ルや牛乳の乳清から製造される工業用アルコール（主に食品の製造時に用いられるアルコール）

についても、現時点では表示義務の対象となっていません。 

しかしながら、今後さらに報告・症例の調査に基づき検討していく必要があります。 

（Ｃ－10）発酵食品を製造するときに、発酵を開始させるため用いられる乳酸菌の培養物（ス

ターター）を培養するときに用いる培地の構成成分に特定原材料等を用いている場合も表示

の対象となるのでしょうか。 

（答） 

発酵製品において使用されるスターターの培地のうち、特定原材料等を成分として用いてい

て、最終的に食品に残存する場合については原材料とみなされます。しかし、残存が認められ

ず、原材料としても取り扱われない場合は表示の必要はありません。 

（Ｃ－11）(Ｃ－９)の回答で「飲料用のアルコールや牛乳の乳清から製造される工業用アルコ

ールについても、現時点では表示義務の対象となっていません。」と記載されていますが、こ

の乳清から製造される工業用アルコールを食品に利用した場合も表示義務はないのでしょう

か。 

（答） 

飲料用のアルコールや牛乳の乳清から製造される工業用アルコールについて、現時点ではア

レルギー表示の義務対象となっていないので、飲料用のアルコールや牛乳の乳清から製造され

る工業用アルコールを食品に利用してもアレルギー表示の必要はありません。 

 

Ｄ．特定原材料等の範囲について                   [原本－18] 

特定原材料等の範囲は、「食品表示基準について」（平成 27 年３月 30 日消食表第 139 号消費

者庁次長通知）別添 アレルゲンを含む食品に関する表示別表１のように日本標準商品分類の

番号で指定されている範囲のものを指します。 

（Ｄ－１）特定原材料の「えび」の範囲を教えてください。 

（答） 

「えび」とは、日本標準商品分類における分類番号 7133 のえび類（いせえび・ざりがに類を

除く。）及び 7134 いせえび・うちわえび・ざりがに類であり、具体的には、くるまえび類（く

るまえび、たいしょうえび等）、しばえび類、さくらえび類、てながえび類、小えび類（ほっか

いえび、てっぽうえび、ほっこくあかえび等）、その他のえび類並びにいせえび類、うちわえび

類、ざりがに類（ロブスター等）を表示の対象としています。 
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また、しゃこ類、あみ類、おきあみ類等は、その他の甲殻類に分類されるため、表示の対象

外となっています。 

（Ｄ－２）特定原材料の「かに」の範囲を教えてください。 

（答） 

「かに」とは、日本標準商品分類におけるかに類であり、具体的には、いばらがに類（たら

ばがに、はなさきがに、あぶらがに）、くもがに類（ずわいがに、たかあしがに）、わたりがに

類（がざみ、いしがに、ひらつめがに等）、くりがに類（けがに、くりがに）、その他のかに類

を表示の対象としています。 

（Ｄ－３）特定原材料の「小麦」の範囲を教えてください。 

（答） 

「小麦」はグルテンの含有量の違いにより、普通小麦、準強力小麦、強力小麦、デュラム小

麦等に分けられますが、全ての小麦が表示の対象範囲となります。また、小麦で代表的なのは

小麦粉ですが、小麦粉についても同様に、強力小麦粉、準強力小麦粉、薄力小麦粉、デュラム

セモリナ、特殊小麦粉等が対象範囲となります。 

小麦は様々な食品に原材料の一部として使用されることが多く、さらに最終製品となる食品

を見ただけでは使用されていることが判別できないことがほとんどです。小麦によるアレルギ

ーの症状は重く、また、食生活の欧米化に伴い患者数増加の傾向があり、即時型のアレルゲン

の中で主要なものの一つとなっていますので、表示漏れのないよう注意が必要です。 

なお、大麦、ライ麦等は対象外ですので、表示の必要はありません。 

（Ｄ－４）特定原材料の「そば」の範囲を教えてください。 

（答） 

「そば」は従来から日本において重篤なアレルギー疾患の原因物質として有名です。そばア

レルギー患者の中には、ごく微量のそばが混入していても重篤な症状がでる方がいます。 

特定原材料とされている「そば」は、麺のそばのみではなく、そば粉も含めるため、そば粉

を用いて製造される、そばボーロ、そば饅頭、そばもち等も表示の対象となります。 

「そば」は、調味料に含まれる場合もありますので、原材料となる加工品についても細かく

確認して、正確な表示をする必要があります。 

（Ｄ－５）特定原材料の「卵」の範囲を教えてください。 

（答） 

「卵」については、鶏卵のみを示すのか、その他の鳥類の卵も含めるのかの判断が難しいで

すが、交差反応が認められている（鶏卵でアレルギーを起こす人は他の鳥類の卵でもアレルギ

ー症状を起こす場合がある）ことにより、鶏卵のみでなく、あひるやうずらの卵等、一般的に

使用される食用鳥卵についても対象となります。 

しかし、他の生物の卵（魚卵、は虫類卵、昆虫卵等）は範囲に含まれません。また、全卵の

みではなく、卵黄と卵白に分離していたとしても、卵を含む旨の表示が必要です。さらに、生

卵を使用している場合は勿論のこと、液卵、粉末卵、凍結卵等を用いた場合も「卵」を含む旨

の表示漏れがないよう注意してください。なお、「卵白」、「卵黄」を除き、「卵」の文字が含ま

れている原材料名が表示されている場合は、代替表記の拡大表記となるため、卵を含む旨の表

示を省略することは可能です。 

（Ｄ－６）特定原材料の「乳」の範囲を教えてください。 

（答） 

特定原材料のうち、「乳」に関しては牛の乳より調整、製造された食品全てに関して表示が必

要となります。牛以外の乳（山羊乳、めん羊乳等）は表示の対象外とします。 

「乳」及び「乳製品」に関しては、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」（昭和 26 年厚

生省令第 52 号。以下「乳等省令」という。）に定義されています。乳等省令では、乳は、牛以
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外のものを除くと、「生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳」

と、乳製品は「クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、

濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、

クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、

加糖粉乳、調製粉乳、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料」とされています。 

これらは個々に定義されていて、定義に当てはまらないものは個々の品名で表示できないこ

ととなっています。よって、乳を主原料としていても、これらの定義に当てはまらない食品に

ついては、「乳又は乳製品を主原料とする食品」と分類されています。 

これら、乳、乳製品、乳又は乳製品を主原料とする食品、その他乳等を（微量であっても）

原料として用いられている食品を対象としています。 

（Ｄ－７）特定原材料の「落花生」の範囲を教えてください。 

（答） 

「落花生」は、いわゆるピーナッツ、なんきんまめとも呼ばれるものです。多くの料理や菓

子類に使用されますが、ピーナッツオイル、ピーナッツバター等もアレルゲンとなるので注意

が必要です。 

一般に脂肪が多い小粒種は採油用に、たんぱく質が多い大粒種は食用にされることが多いよ

うですが、両方とも表示の対象となります。 

（Ｄ－８））特定原材料に準ずるものの「アーモンド」の範囲を教えてください。 

（答） 

「アーモンド」は、スイート種とビター種がありますが、主に食用にされるスイート種だけ

でなく、ビター種も対象となります。また、アーモンドオイル、アーモンドミルク等もアレル

ゲンとなるので注意が必要です。 

（Ｄ－９）・・・ 「あわび」の範囲を・・・ ＜省略＞                      

 

（Ｄ－10）特定原材料に準ずるものの「いか」の範囲を教えてください。 

（答） 

全てのいか類が対象となります。具体的には、ほたるいか類、するめいか類、やりいか類、

こういか類、その他のいか類（みみいか、ひめいか、つめいか等）を対象としています。 

（Ｄ－11）・・・ 「いくら」の範囲を・・・ ＜省略＞                       

 

（Ｄ－12）特定原材料に準ずるものの「オレンジ」の範囲を教えてください。 

（答） 

日本標準商品分類によると、オレンジ類はかんきつ類中の１つのグループとなります。アレ

ルギー表示における「オレンジ」の範囲はネーブルオレンジ、バレンシアオレンジ等、いわゆ

るオレンジ類をいいます。よって、うんしゅうみかん、夏みかん、はっさく、グレープフルー

ツ、レモン等は対象となりません。 

（Ｄ－13）特定原材料に準ずるものの「牛肉」、「豚肉」、「鶏肉」の範囲を教えてください。 

（答） 

肉類については、肉そのものはもちろん表示の必要がありますが、日本標準商品分類におい

て肉とは別に分類されている内臓については、特に耳、鼻、皮等、真皮層を含む場合は表示が

必要です。また、動物脂（ラード、ヘッド）も表示が必要です。しかしながら、上記以外の内

臓（ケーシング材を含む。）、皮（真皮を含まないものに限る。）、骨（肉がついていないものに

限る。）については表示の必要はありません。 
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（Ｄ－14）特定原材料に準ずるものの「ごま」の範囲を教えてください。 

（答） 

「ごま」とは、ゴマ科ゴマ属に属するものであり、種皮の色の違いにより「白ごま」、「黒ご

ま」、「金ごま」に分けられますが、これらは表示の対象です。また、ごま油、練りごま、すり

ゴマ、切り胡麻、ゴマペースト等の加工品も対象です。 

なお、トウダイグサ科トウゴマ属に属する「トウゴマ（唐胡麻）」やシソ科シソ属に属する

「エゴマ（荏胡麻）」などは含みません。 

（Ｄ－15）・・・ 「さけ」の範囲を・・・ ＜省略＞                      

 

（Ｄ－16）特定原材料に準ずるものの「大豆」の範囲を教えてください。 

（答） 

アレルギー表示における「大豆」の範囲は、えだまめや大豆もやし等未成熟のものや、発芽

しているものも含みます。 

「大豆」には色々な品種があり、色や大きさ、形などによって分類されています。色につい

ては、みそ、しょうゆ、納豆、豆腐には黄色系統が用いられ、きな粉や菓子用に緑色系統（青

豆、菓子大豆と呼ばれる）、料理用に黒色系統（黒豆）が用いられています。 

アレルギーの表示としてはこれら全てが対象となります。 

（Ｄ－17）特定原材料に準ずるものの「やまいも」の範囲を教えてください。 

（答） 

「やまいも」は日本標準商品分類でいう「やまのいも」をいいます。「やまのいも」とはジネ

ンジョ、ながいも、つくねいも、いちょういも、やまといも等を対象としています。 

一般的に知られている「とろろ」はやまのいもをすりおろしたもので、これを使った料理に

「山かけ」、「とろろ汁」等があります。 

（Ｄ－18）特定原材料に準ずるものの「ゼラチン」の範囲を教えてください。 

（答） 

「ゼラチン」は主に、牛、豚を主原料として製造され、大変多くの加工品に原材料として用

いられています。 

「ゼラチン」は日本標準商品分類上、明確な分類項目はありませんが、「ゼラチン」の名称で

流通している製品を原材料として用いている場合はアレルギー表示の対象となります。 

なお、「ゼラチンを含む」と表示するものは、「ゼラチン」の名称で流通している製品を原材

料として用いている場合であり、「豚肉」や「牛肉」を原材料として製造し、製造過程において

「ゼラチン」が抽出される場合は、「豚肉を含む」、「豚を含む」等と表示します。 

（Ｄ－19））動物の血液、・・・／（Ｄ－20）・・にじますを海で養殖・・・ ＜省略＞ 

 

Ｅ．表示方法                            [原本－26] 

（Ｅ－１）特定原材料等の表示方法を教えてください。 

（答） 

アレルギー表示は、特定原材料等を原材料として含む旨又は食品に含まれる添加物が特定原

材料等に由来する旨を、原則、原材料名の直後に括弧を付して表示してください。 

その際は、 

① 原材料の場合は、全て「（～を含む）」と表示してください。 

② 添加物の場合、原則、「（～由来）」と表示してください。 
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ただし、例えば、同じ添加物Ａであるが特定原材料等由来の添加物Ａ－①と特定原材料等由

来でない添加物Ａ－②を併用して食品を製造する場合、表示としてはまとめて添加物Ａとして表

示することになりますが、Ａ－①の使用割合がが極めて少ない場合、「～由来」との表現がなじ

まないため、このような場合は、添加物であっても「～を含む」と表示することも可能とします。 

また、食品衛生法に基づく添加物の規格基準で、「食品又は添加物を含 むことがある」と定

義されている添加物（例：アガラーゼ、ウェランガム 等）については、食品又は添加物を含め

て一つの添加物とする場合がある ことから、当該添加物についても、「～由来」との表現がなじ

まないため、 「～を含む」と表示することも可能です。 

（Ｅ－２）個別表示の具体的な表示方法を教えてください。 

（答） 

それぞれの原材料や添加物の直後に括弧を付して特定原材料等を含む旨を表示するのが個別

表示です。 

原材料に特定原材料等を含む場合は、「《原材料名》（《特定原材料等》を含む）」と記載してく

ださい。例えば「…、酵母エキス（小麦を含む)、…」。 

また、添加物が特定原材料等に由来するものである場合は、「《添加物》（《特定原材料等》由

来）」と表示してください。例えば、「…、乳化剤（大豆由来）、…」。 

（Ｅ－３）特定原材料等より製造された「添加物」を食品の製造に使用した場合も同様な表示

が必要となるのでしょうか。 

（答） 

添加物のうち、抗原性が認められない物以外は、使用された特定原材料等が判別できるよう

に表示する必要があります。表示方法は、次のとおりです。 

① 原則として「物質名（～由来）」と表示します。 

② 乳化剤、調味料等の一括名で表示する添加物の場合は、一般的に「一括名（～由来）」と

記載します。 

③ 甘味料等の用途名併記で表示する添加物の場合は、「用途名（物質名：○○由来）」又は

「用途名（物質名（○○由来））」と表示しますが、見やすさの観点からは、二重括弧を使

用するよりも、「：」を使用する方がより望ましいです。 

また、２つ以上の特定原材料から構成される添加物については、用途名（物質名：○

○・△△由来、物質名：●●・▲▲由来）と表示して下さい。 

④ 別名又は簡略名で、「卵」、「大豆」、「乳」等を意味する表現が認められている添加物の場

合は、その名称をもって「（～由来）」の表示を省略することができます。 

考え方としては、従来からの添加物の表示内容や表示方法は変更せずに、従来の表示方法で

は特定原材料等に由来することが分からないものについては（～由来）の表示をすることにな

ります（「食品表示基準について」（平成 27 年３月 30 日消食表第 139 号消費者庁次長通知）別

添アレルゲンを含む食品に関する表示別表２ 特定原材料等由来の添加物についての表示例参

照）。 

（Ｅ－４）個別表示する際、繰り返しになるアレルギー表示は省略できますか。 

（答） 

繰り返しになるアレルギー表示の省略については、事業者に個別表示を促すための仕組みで

あることを踏まえ、食品表示基準第３条第２項の表の別表第 14 に掲げる食品（以下｢特定原材

料｣という。）を原材料とする加工食品（当該加工食品を原材料とするものを含み、抗原性が認

められないものを除く。）及び特定原材料に由来する添加物（抗原性が認められないもの及び香

料を除く。以下同じ。）を含む食品の項の３において、「当該食品に対し二種類以上の原材料又

は添加物を使用しているものであって、当該原材料又は添加物に同一の特定原材料が含まれて

いるものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料を含む旨又は由来する旨を表示すれば、
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それ以外の原材料又は添加物について、特定原材料を含む旨又は由来する旨の表示を省略する

ことができる。」と規定しています。 

なお、原材料と添加物の事項欄を分けた場合であっても、同様に省略が可能です。 

【表示例】 

（省略しない場合） 

原材料名 ○○○○（△△△△、ごま油）、ゴマ、□□、×××、醤油（大豆・小麦を含

む）、マヨネーズ（大豆・卵・小麦を含む）、たん白加水分解物（大豆を含

む）、卵黄（卵を含む）、食塩、◇◇◇、酵母エキス（小麦を含む） 

添加物 調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、甘味料（ステビア）、 

◎◎◎◎（大豆由来） 

 

（省略する場合） 

原材料名 ○○○○（△△△△、ごま油）、ゴマ、□□、×××、醤油（大豆・小麦を含

む）、マヨネーズ（卵を含む）、たん白加水分解物、卵黄、食塩、◇◇◇、酵

母エキス 

添加物 調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、甘味料（ステビア）、 

◎◎◎◎ 

・ 醤油に「大豆を含む」と表示することで、同様に大豆を含む、マヨネーズ、たん白加水

分解物、◎◎◎◎の｢大豆を含む｣及び「大豆由来」を省略 

・ 醤油に｢小麦を含む｣と表示することで、同様に小麦を含む、マヨネーズ、酵母エキスの

｢小麦を含む｣を省略 

・ マヨネーズに｢卵を含む｣と表示することで、同様に卵を含む、卵黄の｢卵を含む｣を省略 

（Ｅ－５）個別表示の繰り返しになるアレルギー表示の省略については、新たな知見が得られ

た場合は、仕組みの一部改善を図るとのことですが、具体的にどのような改善を図るのです

か｡ 

（答） 

（Ｅ－４）の回答のとおり、繰り返しになるアレルギー表示は省略することができることと

していますが、その一方で、抗原性が認められないとまではいえないが、一般的にアレルゲン

が含まれていても摂取可能といわれている食品があります。例えば、醤油の原材料に使用され

る小麦は、醤油を作る過程で小麦のタンパク質が分解されるため抗原性が低いといわれていま

す。このような食品について、今後、国として調査研究を行い、科学的知見が得られた場合に

は、その食品が原材料として含まれる食品については、食物アレルギー患者の選択の判断に寄

与する見直しを行うこととします。 

なお、その科学的知見が得られるまでの間の対応として、最終食品に同一の特定原材料等が

複数含まれており、そのうち一般的にアレルゲンが含まれていても摂取可能といわれている食

品（醤油の小麦と大豆、味噌の大豆、卵殻カルシウムの卵など）が含まれている場合であって、

繰り返しになるアレルギー表示を省略する場合にあっては、以下のような表示をすることが望

ましいです。 

① 一般的に摂取可能といわれている食品以外の同一の特定原材料等が含まれる原材料に含

む旨を表示する。 

② 一般的に摂取可能といわれている食品にアレルギー表示をする場合は、一括表示枠の近

接した箇所にその他の原材料にも同一の特定原材料等が含まれている旨を表示する。  

【表示例】原材料に「醤油」を使用している場合であって、同食品に大豆が含まれる「たん白

加水分解物」と小麦が含まれる「酵母エキス」も原材料として使用している場合 

 

（次頁に続く） 
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  ① 

原材料名 ○○○○（△△△△、ごま油）、ゴマ、□□、×××、醤油、マヨネーズ

（卵を含む）、たん白加水分解物（大豆を含む）、卵黄、食塩、◇◇◇、酵母

エキス（小麦を含む） 

添加物 調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、甘味料（ステビア）、 

◎◎◎◎ 

② 

原材料名 ○○○○（△△△△、ごま油）、ゴマ、□□、×××、醤油（大豆・小麦を

含む）、マヨネーズ（卵を含む）、たん白加水分解物、卵黄、食塩、◇◇◇、

酵母エキス 

添加物 調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、甘味料（ステビア）、 

◎◎◎◎ 

たん白加水分解物には大豆が、酵母エキスには小麦が含まれています。 

（Ｅ－６）原則、個別表示ということですが、一括表示をすることは可能ですか。 

（答） 

食品表示基準第３条第２項の表の別表第 14 に掲げる食品（以下｢特定原材料｣という。）を原

材料とする加工食品（当該加工食品を原材料とするものを含み、抗原性が認められないものを

除く。）及び特定原材料に由来する添加物（抗原性が認められないもの及び香料を除く。以下同

じ。）を含む食品の項の１において、「原則、原材料名の直後に括弧を付して表示する。」と規定

されています。これは、重篤な症状を持っている食物アレルギー患者は選択できる食品が限ら

れており、その中から喫食可能な食品を選択する際に確実に情報が得られるという患者からの

要望があり、アナフィラキシーショックにより命に関わることもあるという食物アレルギーの

病態を考慮し、個別表示を原則としました。 

ただし、これまで個別表示をするか、一括表示をするかは、事業者の判断で選択されており、

一括表示についても相当程度普及していること、また、一覧性があるなどのメリットを踏まえ、

個別表示により難い場合や個別表示がなじまない場合などは、一括表示も可能なこととします

が、その場合にあっても、食物アレルギーの病態を理解し、どのような表示が患者にとってふ

さわしいか考慮した上で表示するようにしてください。なお、個別表示により難い場合や個別

表示がなじまない場合などの例示を以下に示します。 

・ 個別表示よりも一括表示の方が文字数を減らせる場合であって、表示面積に限りがあり、

一括表示でないと表示が困難な場合 

・ 食品の原材料に使用されている添加物に特定原材料等が含まれているが、最終食品にお

いてはキャリーオーバーに該当し、当該添加物が表示されない場合 

・ 同一の容器包装内に容器包装されていない食品を複数詰め合わせる場合であって、容器

包装内で特定原材料等が含まれる食品と含まれていない食品が接触する可能性が高い場合 

・ 弁当など裏面に表示がしてあると、表示を確認するのが困難であるとの食物アレルギー

患者からの意見を踏まえ、裏面に表示があるために表示を確認することが困難な食品につ

いて、表面に表示するため（ラベルを小さくするため）に表示量を減らしたい場合 

（Ｅ－７）一括表示の具体的な表示方法を教えてください。 

（答） 

今まで、特定原材料等そのものが原材料に使用されている場合や、代替表記等で表示されて

いれば、一括表示欄への表示は省略可能であったため、省略して表示している場合と、省略せ

ずに表示している場合が混在していました。 

また、省略している場合、アレルギー表示制度を正確に理解していない消費者（例えば、食

物アレルギー患者を孫に持つ祖父母など）が、一括表示に表示されている特定原材料等が当該 

食品に含まれる特定原材料等の全てと誤認して事故が起きることがありました。 
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このような状況を踏まえ、一括表示のメリットである一覧性に着目し、一括表示を見ること

で、その食品に含まれる全ての特定原材料等を把握でき、アレルギー表示の見落としの防止を

図るため、特定原材料等そのものが原材料として表示されている場合や、代替表記等で表示さ

れているものも含め、一括表示には当該食品に含まれる全ての特定原材料等を表示することに

しました。 

また、今まで一括表示は、「原材料の一部に○○を含む」と、原材料と添加物の間に書く場合、

「その他、○○由来原材料を含む」という表記方法がありましたが、これは、アレルギー表示

制度導入当初にＪＡＳ法との関係で「その他、○○由来原材料を含む」という表示方法が示さ

れていたものです。しかし、複数の表示方法があることは、消費者に誤認を与える場合があり

望ましくないため、表示方法を統一することとしました。 

統一に当たっては、 

① 旧食品衛生法に基づく表示基準の下では、原材料欄の最後に「原材料の一部に○○を含

む」と表示する方法が一般的な表示となっていること 

② 一括表示については、特定原材料等そのものが原材料に使用されている場合や、代替表

記等で表示されているものも含め、一括表示には当該食品に含まれる全ての特定原材料等

を表示することとしたため、表示量が増えること 

③ 食品表示基準では原材料と添加物を区分して表示することとしたこと 

を踏まえ、一括表示をする場合は、原材料欄の最後（原材料と添加物を事項欄を設けて区分し

ている場合は、それぞれ原材料欄の最後と添加物欄の最後）に「（一部に○○を含む）」と表示

することとします。 

なお、このことにより、５年の経過措置期間中、旧基準の特定原材料等そのものが原材料と

して表示、又は代替表記等で表示されているため、一括表示欄への表示が省略されているもの

と、新基準の代替表記等も含めて全て一括表示するものとが混在し、食物アレルギー患者がど

ちらか判断がつかないケースが考えられますが、新基準の一括表示を「一部に○○を含む」と

することにより、旧基準によるものか、新基準によるものかの判別が可能となると考えていま

す。 

【表示例】 

○○○（△△△△、ごま油）、ゴマ、□□、×××、醤油、マヨネーズ、たん白加水分解 

物、卵黄、食塩、◇◇◇、酵母エキス 

調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、甘味料（ステビア）、◎◎◎◎、（一部

に小麦・卵・ごま・大豆を含む） 

※下線は特定原材料等を含む食品 

※二重下線は代替表記及び代替表記の拡大表記であるが、一括表示にも表示 

※実際の表示には下線も文字囲も必要ありません。 

（Ｅ－８）原材料と添加物をそれぞれ事項を設けて表示する場合、また、事項を設けないで区

分する場合、一括表示はどのように表示すればよいですか。 

（答） 

一括表示は、それぞれ事項内の最後にまとめて表示することとします。 

① 原材料と添加物を区分し、それぞれ事項を設けて表示する場合は、それぞれの事項内に含

まれる（由来する）特定原材料等について、それぞれの事項内の最後に表示してください。 

(次頁に続く) 
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【表示例】 

名称 チョコレートケーキ 

原材料名 準チョコレート（パーム油、砂糖、全粉乳、ココアパウダー、乳糖、・・・）、

小麦粉、ショートニング、砂糖、卵、・・・乳又は乳製品を主要原料とする食

品、・・・・加工油脂、・・・、（一部に大豆・乳成分・小麦・牛肉・卵を含む） 

添加物 ソルビトール、酒精、乳化剤、膨張剤、香料、（一部に大豆・乳成分を含む） 

… … 

② それぞれ事項を設けずに原材料と添加物を区分して表示する場合は、それぞれ事項内に含

まれる（由来する）特定原材料等について、事項内の最後に表示してください。 

【表示例】 

名称 チョコレートケーキ 

原材料名 準チョコレート（パーム油、砂糖、全粉乳、ココアパウダー、乳糖、カカオマ

ス、食塩）、小麦粉、ショートニング、砂糖、卵、コーンシロップ、乳又は乳製

品を主要原料とする食品、ぶどう糖、麦芽糖、加工油脂、カラメルシロップ、

食塩／ソルビトール、酒精、乳化剤、膨張剤、香料、（一部に大豆・乳成分・小

麦・牛肉・卵を含む） 

… … 

 

（Ｅ－９）個別表示と一括表示を併用することは可能ですか。 

（答） 

特定原材料等の表示方法としては、①個々の原材料の表示の直後に括弧書きで特定原材料等

を記載する個別表示と②事項内の表示の最後に一括して括弧書きで特定原材料等を表示する一

括表示がありますが、これらの表示を組み合わせて使用することはできません。 

ただし、業者間取引において、原材料を送り状等に表示する場合に限り、容器包装へのアレ

ルギー表示は、原則、原材料に係るものは一括表示、添加物に係るものは個別表示をしてくだ

さい。 

（Ｅ－10）特定原材料の「乳」の表示はどのようにすればよいですか。 

（答） 

「乳」のアレルギー表示は「乳成分を含む」と表示します。 

特定原材料の「乳」の表示方法において、乳製品に「乳を含む」、乳等を主要原料とする食品

に「乳を含む」や「乳製品を含む」と表示することは、乳等省令で定義する「乳」や「乳製品」

そのものを用いて製造しているかのように示すものであり、これは認められていません。なお、

これまでは乳や乳製品、乳等を主要原料とする食品の表示基準が告示により定められていまし

た。 

しかし、乳のみに定められた当該基準は 

① 事業者にとって分かりづらいこと 

② 遵守コストがかかること 

③ 食物アレルギー患者にとっては「乳成分」が含まれていることが分かればよいこと 

④ 「乳化剤」等の紛らわしい言葉と区別させるためであること 

から、複数の表示方法ではなく、「乳」のアレルギー表示は「乳成分」のみとすることとしまし

た。 

なお、添加物の場合は、日本語的な意味合いから、「乳成分由来」ではなく、「乳由来」とし

ます。 
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（Ｅ－11）特定原材料等を２つ以上複数含んでいる場合、その接続は「・」「、」どちらにすれ

ばよいですか。 

（答） 

特定原材料等を複数含んでいる場合の接続について、「・」、「、」のルールは通知やＱ＆Ａで

これまで明示されていなかったため、事業者によって「・」や「、」を使用しているケースが見

られますが、「平成 13 年度厚生科学研究補助金生活安全総合研究事業「食品分野食品由来の健

康被害に関する研究食品表示が与える社会的影響とその対策及び国際比較に対する研究」」にお

ける研究の一環として、「食品表示研究班アレルギー表示検討会」を開催し、「食品表示研究班

アレルギー表示検討会中間報告」、「最終報告書」を取りまとめており、その中で、消費者がよ

りよく認知できるための表示方法として、「特定原材料等が２つ以上になる場合は、特定原材料

等どうしは『・』でつなぐ。」こととされていることを踏まえ、今後は以下のとおり表示するこ

ととします。 

（個別表示の場合） 

原則、一の原材料（添加物を含む）に対して複数の特定原材料等を含んでいる（由来して

いる）場合は、それぞれの特定原材料等を「・」でつなぐこととします。 

【表示例】ショートニング（牛肉・大豆を含む） 

（一括表示の場合） 

原則、一括して表示する特定原材料等を２つ以上含んでいる（由来している）場合は、そ

れぞれの特定原材料等を「・」でつなぐこととする。 

【表示例】（一部に大豆・乳成分を含む） 

（Ｅ－12）カゼインやコラーゲンのように「一般に食品として飲食に供されるものであって添

加物として使用されるもの（一般飲食物添加物）」については、添加物における表示と同様に

（乳由来）や（豚由来）と表示するのでしょうか。 

（答） 

カゼインやコラーゲン自体を食するのであれば「○○を含む」と表示する必要がありますが、

一般飲食物添加物として使用する場合は「○○由来」と表示する必要があります。 

 物質名 特定原材料表記 

食品 カゼイン 

コラーゲン 

カゼイン（乳成分を含む） 

コラーゲン（豚肉を含む） 

一般飲食物添加物 カゼイン 

コラーゲン 

カゼイン（乳由来） 

コラーゲン（豚由来） 

指定添加物 カゼインナトリウム カゼインナトリウム（乳由来） 

 

（Ｅ－13）原材料にゼラチンを使用した場合は、「ゼラチン（牛由来）」とか「ゼラチンを含

む」等と表示するのでしょうか。 

（答） 

ゼラチンの表示は原材料としてゼラチンのみを表示すればよいので、「由来」や「含む」を表

示する必要はありません。 

（Ｅ－14）表示の省略方法で食品表示基準上、省略の難しいものはありますか。 

（答） 

例えば、ラード（40％）、牛脂（30％）、パーム油（20％）、大豆油（10％）を混合して製造さ

れた食用油脂がある場合、全部を表示した場合、「食用油脂（豚脂、牛脂、パーム油、大豆油）」

となります。これらのうち、特定原材料に準ずるものではないのはパーム油のみですが、食品

表示基準上は含有量が多いもの（パーム油）を省略し、より少ないもの（大豆油）を表示する

ことは、消費者に誤認を与える可能性もあるので認められません。よって、この場合は省略せ

ずに表示するか、この食用油脂を用いて食品を製造した場合は「○○、△△、食用油脂、××、

（一部に豚肉・牛肉・大豆を含む）」と一括表示します。 
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様々な原材料の中、特定原材料等のみを括弧書きで特記してしまい、他の原材料を省略する

と、かえって消費者に誤解を与えてしまう可能性もあるので、注意が必要です。 

このように、アレルギー表示の規定とその他の規定がありますので、表示に不足が生じない

よう確認することが重要です。 

（Ｅ－15） 詰め合わせされた食品について、アレルゲン表示を一括表示で行う場合、どのよう

に表示したらよいですか。 

（答） 

原材料名の直後に括弧を付して表示する個別表示が原則ですが、詰め合わせ食品の各構成要

素ごとに次のような表示も可能です。 

【表示例】 

＜おかき＞・・・・、（一部に○○を含む） 

＜クッキー＞・・・・、（一部に△△を含む） 

（Ｅ－16）表示内容が多くなることも考え、別に詳細を記入した用紙を付けて情報提供するこ

とは可能でしょうか。 

（答） 

食品表示基準においては、容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器

包装又は包装の見やすい箇所に表示することとしています。したがって、添付文書等による特

定原材料等を含む旨の情報提供のみでは、表示とはみなされません。 

なお、容器包装に正確に表示をした上で更に情報提供の用紙を添付することは可能です。 

（Ｅ－17）「乳又は乳製品を主原料とする食品」を３％程度使用したパンを製造する場合の原材

料名及びアレルギー表示は、「乳製品」又は「脱脂粉乳製品」と表示してもよいでしょうか。 

（答） 

「乳又は乳製品を主要原材料とする食品」はこれが名称であるため、「乳製品」又は「脱脂粉

乳製品」といった単独での表示は好ましくありません。 

（Ｅ－18）原材料名の表示にあっては、原材料が一種類のみであるものは、原材料名の表示を

省略することができることになっており、生乳のみを原材料とする乳・乳製品（例えば、ク

リーム）にあっては、原材料名欄を省略できますが、このような場合にアレルギー表示はど

のようにすればよいですか。 

（答） 

原材料が一種類のみで原材料名の表示を省略する場合にあっては、名称や種類別の表示に括

弧を付して「（乳成分を含む）」と表示してください。 

【表示例】種類別 クリーム（乳成分を含む） 

（Ｅ－19）添加物製剤には、賦形剤等の食品素材が含まれている場合がありますが、この食品

素材に特定原材料等が含まれている場合、どのようにアレルギー表示をすればよいですか。 

（答） 

添加物製剤に含まれる食品素材に特定原材料等が含まれている場合も、アレルギー表示は必

要となります。添加物製剤についても、原則、個別表示とし、主剤・副剤・食品素材に括弧を

付して特定原材料等を表示してください。 

【表示例】 

レシチン（大豆由来） 50% 

カゼインナトリウム（乳由来） 5% 

リン酸三カルシウム 0.5% 

食品素材（コーンデキストリン、乳糖） 44.5% 

※乳糖は乳の代替表記の拡大表記のため「乳成分を含む」を省略 
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また、添加物製剤を食品の原料として使用した場合、個別表示によることができない場合は、

一括表示をしてください。 

【例】 

・ 副剤が食品に影響を及ぼさないのであればキャリーオーバーとなるため、添加物の表

示が不要ですが、その添加物に特定原材料が含まれており、かつ当該特定原材料を含む

原材料及び添加物がほかに無く、繰り返しになるアレルギー表示の省略ができない場合 

・ 添加物製剤中の食品素材は原材料としての表示が不要であるが、その食品素材に特定

原材料が含まれており、かつ当該特定原材料を含む原材料及び添加物がほかに無く、繰 

り返しになるアレルギー表示の省略ができない場合 

（Ｅ－20）特定原材料等以外の食品（米など）について、一括表示枠内に表示することはでき

ますか。 

（答） 

全ての食品はアレルギーを引き起こす可能性がありますが、全ての食品にアレルギー表示を

させることは現実的ではなく、また、アレルギー表示をする意味が無くなるため、おおむね３

年ごとに実施している全国実態調査に基づき、その中で特に症例数の多い食品・重篤度の高い

食品等について特定原材料として表示を義務付け又は特定原材料に準ずるものとして推奨して

いるものです。なお、、平成 30 年度の実態調査の結果によると、特定原材料等で全症例の

94.5％を、また、ショック症例の 94.0％を占めています。 

特定原材料等以外のアレルゲンを一括表示枠内に表示することは、新たに追加されたものと

誤解されるおそれがあり、整合性の観点から、一括表示枠内には表示できませんので、特定原

材料等以外の食品にアレルギー表示をしたい場合は、任意で一括表示枠外に表示してください。 

なお、現時点において特定原材料等でない食品であっても、今後、全国実態調査により症例

数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるような場合は、特定原材料等に追加

するかどうかが検討されることになります。 

（Ｅ－21）表示義務のない特定原材料に準ずるものについても、表示対象としているかどうか

について情報提供を行うべきですか。 

（答） 

特定原材料に準ずるものについては、表示が義務付けられておらず、その表示を欠く場合、

アレルギー疾患を有する者は当該食品が「特定原材料に準ずるものを使用していない」又は

「特定原材料に準ずるものを使用しているが、表示がされていない」のいずれであるかを正確

に判断することが困難となっています。このため、「この食品のアレルゲンは特定原材料に準ず

るものを含めて対象範囲としています。」、「この食品は 28 品目のアレルゲンを対象範囲として

います。」、「アレルゲンは義務７品目を対象範囲としています。」、「アレルゲン（28 品目対象）」、

「アレルゲン（特定原材料のみ）」、「アレルゲン（特定原材料に準ずるものも含む）」等、対象

範囲について、特定原材料７品目のみを対象としているのか、特定原材料に準ずるものを含む

28 品目を対象としているのかが明確となるように一括表示枠に近接した箇所に表示するよう努

めてください。 

なお、表示については、（Ｉ－９）と同様に、取扱商品の包装資材の切替状況等を勘案し、各

食品関連事業者の判断で表示時期を決めていただくことになります。 

また、ウェブサイト等を活用して、消費者等に情報提供することも有用と考えます。 

（Ｅ－22）特定原材料等を使用していない旨の表示について具体的に教えてください。 

（答） 

（Ｅ－21）のとおり、アレルギー表示の対象が、特定原材料７品目又は特定原材料に準ずる

ものを含む 28 品目であるかを明確に表示するよう努めることとしています。 
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また、「特定原材料に準ずるものを含むであろう」とアレルギー疾患を有する者が社会通念に

照らし認識する食品については、当該特定原材料に準ずるものを使用せずに当該食品を製造等

した場合であって、それが製造記録等により適切に確認できる場合には、当該特定原材料に準

ずるものを使用していない旨を表示することが望ましいと考えていることから、「使用していな

い旨」を一括表示枠外に表示してください。 

例えば、一般に「フルーツミックスジュース」には「りんご（特定原材料に準ずるもの）」を

使用していますが、「りんご」を使用しないで「フルーツミックスジュ．．．．．．ース」を製造し

たことが適切に確認された場合には、「本品はりんごを使っていません。」と表示してください。 

なお、特定原材料等を使用していないと消費者が一般的に認識する場合、例えば、ミネラル

ウォーターに大豆を使用していない場合にまで、「本品は大豆（特定原材料に準ずるもの）を使

っていません。」と表示する必要はありません。 

（Ｅ－23）特定の特定原材料等を使用していない旨の表示があれば、当該特定原材料等が含ま

れていないと考えてよいですか。 

（答） 

「使用していない」旨の表示は、必ずしも「含んでいない」ことを意味するものではありま

せん。これは、表示をする者が、特定原材料等の使用の有無について、製造記録などにより適

切に確認したことを意味するものです。 

例えば、一般に「ケーキ」には「小麦粉（特定原材料）」を使用していますが、「小麦粉」を

使用しないで「ケーキ」を製造した場合であって、それが製造記録などにより適切に確認され

た場合に、「本品は小麦（粉）を使っていません」と表示することができます。しかし、このよ

うな場合であっても、同一の調理施設で小麦粉を使ったケーキを製造していた場合、コンタミ

ネーションしている場合がありますので、この表示をもって、小麦が製品に含まれる可能性を

否定するものではありません。 

このため、「使用していない」旨の表示をする場合は、コンタミネーションの防止対策の徹底

も図るなど、できる限り、アレルゲンの混入を防止するよう努めてください。 

（Ｅ－24）消費者、特に食物アレルギー疾患を有する方にとって分かりやすい表示となるよう

文字の色や大きさ等を変えてもよいですか。 

（答） 

原材料表示のうち特定原材料等に係る表示の視認性を高め、アレルギー疾患を有する者が適

切に判断できるよう、特定原材料等の表示の文字の色や大きさ等を変えることは有用な方策で

す。 

また、特定原材料等の表示が省略できる代替表記や拡大表記（例小麦の代替表記：コムギ、

小麦の拡大表記：小麦粉）を原材料として使用した場合についても、特定原材料等と同様に、

原材料として表示される代替表記や拡大表記そのものについて文字の色や大きさ等を変えるこ

とが可能です。 

具体的には、他の表示より文字を大きくすること（おおむね他の文字の１．５倍以下）や、

背景となる容器包装の色を考慮した上で、文字の色を他の表示と変えることなどができます。

また、文字のフォントを変えること、太文字にすること、下線を付けること、網をかけること、

影つき文字、中抜き文字、浮き出し文字、浮き彫り文字等にすることも可能です。ただし、複

数の特定原材料等を表示する場合には、全ての特定原材料等について統一した色や大きさなど

となるようにし、優良誤認※に当たらないように配慮する必要があります。 

※優良誤認：実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させる表示 
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Ｆ．代替表記等                           [原本－46] 

（Ｆ－１）特定原材料等に関する表示は必ず定められた表示方法で表示しなければならないの

ですか。 

（答） 

実際に食品に表示をするとき、限られた表示スペースに特定原材料等に関する表示を行って

いくことには限界があります。そのため、特定原材料等と表示方法や言葉が違うが、特定原材

料等と同じものであることが理解できる表示の場合は、アレルギー表示を省略することができ

ます。ただし、難しい漢字表記等、広く一般消費者が理解できないような表示方法となっては

無意味となってしまいます。そこで、実際に食品を購入する食物アレルギー患者（子供から大

人まで）、保護者等を主な対象としてアンケート調査を行い、自分でおやつを購入するアレルギ

ーを持つ子供でも読みとることができ、判断できる表示方法を基本として次のように代替表記

を認めることとしています。 

表示方法については、次に示す代替表記及びその拡大表記（※）による表記を用いることが

できます。これらの表示方法は必要に応じ見直すこととなります（「食品表示基準について」

（平成 27 年３月 30 日消食表第 139 号消費者庁次長通知）別添アレルゲンを含む食品に関する

表示別表３ 特定原材料等の代替表記等方法リスト参照）。 

なお、旧食品衛生法に基づく表示基準で認められていた特定加工食品及びその拡大表記につ

いては、事故事例等があることから廃止することとしています（Ｆ－２参照）。 

※代替表記及びその拡大表記 

① 代替表記：特定原材料等と表示方法や言葉が違うが、特定原材料等と同じもので

あることが理解できる表記 

② 拡大表記：①に掲げる代替表記を含むことにより、特定原材料を使った食品であ

ることが理解できる表記例 

１）卵 

一般的に、「玉子」、「タマゴ」、「エッグ」等の表示であっても、特定原材料である

「卵」を使用していると理解できるので、これらは代替表記として認めます。さら

に、代替表記を拡大し、これらの代替表記を含む原材料名「厚焼玉子」、「ハムエッ

グ」は卵を使用していると理解できるとみなし、特定原材料に関する拡大表記とし

て認め、含む旨の表示は省略できます。 

２）さけ  ＜省略＞ 

３）大豆 

「だいず」、「ダイズ」等の表記は代替表記として認められますが、「えだまめ」、

「もやし」、「黒豆」等は一般的に大豆と結び付けるのが困難なため、認められませ

ん。よって、「えだまめ（大豆）」、「大豆もやし」等で表示する必要があります。ま

た、代替表記の拡大として、「大豆油」、「脱脂大豆」により特定原材料に準ずるもの

に関する表記とすることができます。 

 

（Ｆ－２）原材料にマヨネーズを使用した場合、一般的に卵（特定原材料）を使った食品であ

ることが予測できることから、「卵を含む旨」の表示は不要でしょうか。 

（答） 

旧食品衛生法に基づく表示基準では、マヨネーズ等は「特定加工食品」としてアレルギー表

示を省略することができましたが、 

・ マヨネーズに卵が入っていることを知らないという事故事例があること 

・ 卵アレルギー患者にはいわゆる大豆マヨネーズがよく知られるようになっており、マヨネ

ーズ＝卵との認識がなく、特に子どもが通常のマヨネーズと誤認する事例があること 
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・ マヨネーズ以外の特定加工食品についてもいわゆる大豆マヨネーズのような代替品がある

ものもあり、マヨネーズのような事故や誤認が生じる可能性があること 

などから、特定加工食品の制度を廃止することとしました。 

したがって、食品表示基準では、代替表記（表記方法や言葉が違うが、特定原材料等と同一

であるということが理解できる表記）及びその拡大表記（特定原材料等の名称又は代替表記を

含んでいるため、これらを用いた食品であると理解できる表記）以外については、アレルギー

表示をする必要があります。 

（Ｆ－３）卵黄と卵白については「卵」の文字が含まれていますが、「卵を含む」旨をなぜ表示

しないといけないのでしょうか。 

（答） 

旧食品衛生法に基づく表示基準では、「卵白」、「卵黄」については、特定原材料である「卵」

の文字が含まれていることから、卵の代替表記の拡大表記として取り扱っていました。しかし、 

・ それぞれ産業的完全分離は困難なこと（割卵機で分割した卵黄には必ず卵白が混入する。

また、卵黄の場合の卵白ほどではないが、卵白にも割れてしまった卵黄の混入が避けられな

い。） 

・ 正しい知識を持たない食物アレルギー患者が、卵黄だったら食べられると判断し、卵黄表

示しかないものを選択した場合、前述のとおり、必ず卵白が混入するため事故の可能性が否

定できないこと 

・ 同一食品に「卵黄」と「卵白」が別々に使用されている場合で、例えば、使用した複合原

材料がその名称からその原材料が明らかであるため複合原材料の原材料の表示を省略してい

るが、その中に「卵白」を使用している場合、「卵黄」は表示されているため、卵白の表示を

省略した複合原材料に対する「卵白」についての「卵を含む」の表示は繰り返しになるため

省略可能になります。このため、当該食品には「卵黄」のみが使用されているように消費者

に誤認させることがあること 

から、原材料に「卵白」又は「卵黄」のみの表示をする場合でも、アレルギー表示としては

「卵」であることを食物アレルギー患者等に認識してもらうとともに、誤認を防止するために

も、「卵白｣と「卵黄」については、代替表記の拡大表記の対象から除外し、「卵を含む」旨を表

示することとしました。 

（Ｆ－４）特定原材料「乳」の代替表記等について教えてください。 

（答） 

旧食品衛生法に基づく表示基準では、「乳」は、乳以外の食品と異なる内閣府令で表示基準が

定められていたため、乳以外の特定原材料等と代替表記等方法リストの区分が一部異なってい

ました。このことから、次の見直しを行い、乳以外の特定原材料等と同様の扱いをすることと

しました。 

① 「種類別」欄を廃止 

② 「代替表記」（表記方法や言葉が違うが、特定原材料と同一であるということが理解でき

る表記）を追加。   

③ ①及び②に伴い、「代替表記の拡大表記」の区分を修正 

④ 「特定加工食品」（一般的に乳又は乳製品を使った食品であることが予測できる表記）を

廃止   

このことに伴い、「特定加工食品」に整理されていた「ミルク」については、「乳」を単に英

語読みしたものであるため「代替表記」としました。 

また、「種類別」の表示により「含む旨」や「由来する旨」を省略できたもののうち、「乳」

の言葉を含まない「バター」、「バターオイル」、「チーズ」及び「アイスクリーム」については、
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乳等省令に定義があり、乳以外から製造されることがないことから、代替表記とすることとし

ました。 

ただし、これら「ミルク」、「バター」、「バターオイル」、「チーズ」及び「アイスクリーム」

については、「乳」の言葉を含まないことや、「ココナッツミルク」、「カカオバター」等の乳を

含まない紛らわしい名称の食品もあり、食物アレルギー患者等が誤認することも考えられるこ

とから、可能な限り「乳成分を含む」旨を表示することが望まれます。 

Ｇ．コンタミネーション                       [原本－51] 

（Ｇ－１）食品を生産する際に、原材料としては使用していないにもかかわらず、特定原材料

等が意図せず混入（コンタミネーション）してしまう場合にも表示が必要ですか。 

（答） 

ある特定原材料等Ａを用いて食品Ｂを製造した製造ライン（機械、器具等）で、次に特定原

材料等Ａを使用しない別の食品Ｃを製造する場合、製造ラインを洗浄したにもかかわらず、そ

の特定原材料等Ａが混入してしまう場合があります。 

この場合、混入する可能性が完全に否定できない場合であっても、この混入物質は原材料で

はないと判断される場合には、特定原材料等Ａは食品Ｃの原材料とはなりませんので、表示の

義務はありません。 

しかしながら、食物アレルギーはごく微量のアレルゲンによっても発症することがあります

ので、このようなコンタミネーションがないよう、生産ラインを十分洗浄することが大切です。 

さらに、その生産ラインでどのような原材料を用いた食品を製造しているかを管理し、必要

に応じて消費者に情報提供することが望ましいです。 

なお、特定原材料等Ａは食品Ｃに必ず含まれるということであれば、食品Ｃは特定原材料等

Ａを原材料として用いていると考えられますので表示が必要です。 

（Ｇ－２）・・・採取方法による混獲、・・・  ＜省略＞                      

 

（Ｇ－３）コンタミネーションをどのように注意喚起すればよいですか。 

（答） 

コンタミネーションしてしまう場合には、原材料表示欄外にその旨注意喚起をすることが望

ましいです。 

ただし、一括表示枠外であっても、特定原材料等に関して「入っているかもしれない」など

の可能性表示は認められませんので（Ｈ－１参照）、同一製造ラインを使用することや原材料の

採取方法等により、ときにある特定原材料等が入ってしまうことが想定できる場合には、明確

に注意喚起をしてください。 

【注意喚起例】 

○同一製造ライン使用によるコンタミネーション 

・「本品製造工場では○○（特定原材料等の名称）を含む製品を生産しています。」 

・「○○（特定原材料等の名称）を使用した設備で製造しています。」等 

○原材料の採取方法によるコンタミネーション 

・「本製品で使用しているしらすは、かに（特定原材料等の名称）が混ざる漁法で採取して

います。」 

○えび、かにを捕食していることによるコンタミネーション 

・「本製品（かまぼこ）で使用しているイトヨリダイは、えび（特定原材料等の名称）を食

べています。」 
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（Ｇ－４）製造時のコンタミネーションを防止するための対策はありますか。 

（答） 

基本的にある製品の製造時に他の製品に用いた原材料中のアレルゲンがライン上でコンタミ

ネーションすることは望ましいものではなく、十分な対策が必要です。製造ラインを複数の製

品の製造に用いるとき（共有するとき）、コンタミネーションの防止対策として、製造ラインを

十分洗浄した上で、特定原材料等を含まないものから製造することが考えられます。また、可

能な限り専用器具を使用することも有効です。 

（Ｇ－５）海外から輸入される穀類において、原材料の段階で特定原材料等がコンタミネーシ

ョンする場合に、注意喚起する必要がありますか。 

（答） 

海外から輸入される穀類には、同じサイロや輸送施設を利用しているため、コンタミネーシ

ョンすることがまれにあります（例：大豆と小麦）。このような場合、穀類原材料中の意図しな

い特定原材料等の混入頻度と混入量が低く、その混入が原因で食物アレルギーが発症している

との疑いの報告がほとんどされていないものについては、患者の食品選択の幅を過度に狭める

結果になることから注意喚起表示の必要はないものと考えています。 

Ｈ．禁止される表示事例                       [原本－55] 

（Ｈ－１）特定原材料等が「入っているかもしれません。」「入っているおそれがあります。」な

どの可能性表示（入っているかもしれません）について、何か規制がありますか。 

（答） 

「可能性表示」（入っているかもしれません。）は認められません。 

「可能性表示」を認めると、ＰＬ法（製造物責任法）対策としての企業防衛、又は製造者に

よる原材料調査の負担を回避するため、製造者によっては十分な調査を行わずに安易に「可能

性表示」を実施することにもなりかねません。こうした安易な可能性表示を認めると、食物ア

レルギー患者にとって症状の出ない商品についても「可能性表示」によりアレルギー表示が行

われ、かえって患者の選択の幅を狭めてしまうおそれがあります。 

（Ｈ－２）特定原材料等の名称以外に代替できる表記方法はありますか。また、禁止されてい

る代替表記はありますか。 

（答） 

原則として食品表示基準や通知で定める特定原材料等の名称（「食品表示基準について」（平

成 27 年３月 30 日消食表第 139 号消費者庁次長通知）別添アレルゲンを含む食品に関する表示

別表３特定原材料等の代替表記等方法リスト参照）に則り、表示します。以下のように特定原

材料を複合化した表示方法は認められていません。 

 【大項目分類名使用の禁止例】 

 正しい表示 禁止される複合化表示 

「穀類（小麦、大豆）」又は「小麦、大豆」 

「牛肉、豚肉、鶏肉」 

「りんご、キウイフルーツ、もも」 

「穀類」 

「肉類」、「動物性○○」 

「果物類」、「果汁」 

注）これは特定原材料等を含まない「穀類」等の表示まで禁止するものではありません。 

ただし、製造工程上の理由などから次の食品に限って下記のように表示することができます。 

例外規定表示 理由 

「たん白加水分解物（魚介類）」 

「魚醤（魚介類）」 

「魚醤パウダー（魚介類）」 

「魚肉すり身（魚介類）」 

「魚油（魚介類）」 

「魚介エキス（魚介類）」 

網で無分別に捕獲したものをそのまま原材料

として用いるため、どの種類の魚介類が入っ

ているか把握できないため。 
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例えば「そば」について、原材料にそば粉を使用している場合であって、「そば粉」と表示す

る場合、「そば粉」の表示は「そば」の拡大表記であることから「そばを含む」という表示を省

略することができます。これと同様に、原材料に魚醤（網で無分別に捕獲したものをそのまま

原材料として用いているもの）を使用している場合、「魚醤（魚介類）」と表示し、これをもっ

て代替表記とみなすため、改めて「えびを含む」などの表示は省略できることとなります。 

なお、原材料欄に単に「魚醤」や「魚肉すり身」などと表示する場合は、「えび」や「かに」

などの特定原材料等が含まれていないと判断できる場合や、魚醤や魚肉すり身の原材料として

「えび」や「かに」などの特定原材料等が含まれていると特定でき、個別表示の場合であって、

他の原材料や添加物に同一の特定原材料等が含まれているため、魚醤等の「えびを含む」等を

省略する場合、又は一括表示の場合であって、一括表示に「えび」や「かに」などを表示する

場合のみ表示できることとなります。 

【表示例】 

（個別表示の場合） 

たらこ、魚介エキス（魚介類）、海苔、魚醤（魚介類）、みりん、… 

（一括表示の場合） 

たらこ、魚介エキス（魚介類）、海苔、魚醤（魚介類）、みりん、…、（一部に卵・小

麦・魚介エキス（魚介類）・魚醤（魚介類）を含む） 

 

（Ｈ－３）高級食材（あわび、まつたけ等）がごく微量にしか含まれていない加工食品の場

合、アレルギー表示によって、これらの食材があたかも多く含まれているかのように強調さ

れるなど、消費者に誤解を与えかねない事例があるかと思いますが、このことについての規

制はありますか。 

（答） 

特定原材料等のうち、高価なもの（あわび、まつたけ等）が含まれる加工食品については、

ごく微量しか含有されていないにもかかわらず、あたかも多く含まれるかのような表示が行わ

れると、消費者に誤認を生じさせるおそれがあります。このため、表示に当たっては、例えば

「エキス含有」など、それらの含有量、形態に着目した表示も併せて表示するようにしてくだ

さい。表示は消費者への正しい情報提供の場となりますので、それが主要原材料であるかのよ

うな誤解を与えないように表示してください。              （次頁に続く） 

 【例】  

特定原材料等の名称 表示例 

あわび 粉末状のあわびを少量使用する場合→「あわび粉末」 

まつたけ まつたけから抽出したエキスを使用する場合→「まつたけエキス」 

 

（Ｈ－４）アレルギー表示が適切にされていない場合、どのような措置が取られるのですか。 

（答） 

食品表示法第５条において、食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていな

い食品の販売をしてはならないこととなっています。 

アレルギー表示については、食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として食

品表示法第６条第８項で規定する内閣府令で定めるものであるため、消費者の生命又は身体に

対する危害の発生又は拡大の防止を図るため緊急の必要があると認めるときは、食品関連事業

者等に対し、食品の回収その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めてその業務

の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができることとされています。 

この命令に従わない者は３年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併

科され、法人は前述の行為者を罰するほか、3 億円以下の罰金に処せられることとなります。ま

た、食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす表示事項について食品表示基準に従った
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表示がされていない食品の販売をした者は、命令・公表を待たずに、２年以下の懲役若しくは

200 万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科され、法人は、前述の行為者を罰するほか、1

億円以下の罰金に処せられることとなります。 

（Ｈ－５）食品表示基準別記様式１の枠内の原材料表示部分以外の場所に別枠を設けてアレル

ギー表示をすれば、原材料表示を省略してもよいのでしょうか。 

（答） 

別枠を設けてアレルギー表示をしたからといって、原材料表示の省略はできません。 

Ｉ．行政の取組、その他                        ［原－60］ 

（Ｉ－１））乳糖の表示に関する経緯を・・・  ＜省略＞                        

 

（Ｉ－２）行政は安全性確保のためにモニタリング検査(抜き取り調査)をすべきではないでし

ょうか。 

（答） 

モニタリング調査については、食品中の特定原材料を測定する試験法を用いて、都道府県の

保健所や衛生研究所等において、特定原材料の表示妥当性の監視のために行われています。こ

のモニタリング検査では、科学的な検査と製造記録の確認によって総合的に調査されています。 

（Ｉ－３）特定原材料の検査はできるのですか。 

（答） 

アレルギー表示が適正に行われているか確認するためには、特定原材料等を検知するための

検出法が必要です。現在、食品中の特定原材料等の検出については、 

・ サンドウイッチエライザ法やウエスタンブブロット法により、特定原材料等に含まれる

特有のたんぱく質を検査する 

・ 遺伝子増幅法（ＰＣＲ法）により、特定原材料等に含まれる特有の遺伝子を検査する 

・ 簡易な測定法として、イムノクロマト法により、迅速で簡易に検査する 

ことが可能であり、これらの検出法は、行政によるモニタリング検査に用いられています。 

しかしながら、このような科学的な検出法による検査のみでは、特定原材料等の使用の証明

が困難なこともあるため、製造記録等による確認を併用することにより、表示の確認がされて

います。 

（Ｉ－４）国として、新たなアレルゲンを含む食品の検索のためにどのような研究を行ってい

るのですか。 

（答） 

アレルゲンを含む食品に起因する健康危害を未然に防止するため、表示による情報提供の要

望が高まってきたことなどから、厚生労働省においては、食物アレルギーの実態及び誘発物質

の解明に関する研究を平成８年から免疫・アレルギー研究事業において検討されてきました。

また、平成 12 年度から発足した食物アレルギー研究班において、実際に表示を義務化すること

により生じる諸問題についての検討も行われてきました。 

平成 21 年９月に消費者庁が発足したことに伴い、厚生労働省で行ってきた実態調査や検査法

の開発については、引き続き、消費者庁で実施しています。 

現在指定されている 28 品目は時代の変化とともに改訂されるもので、さらに実態調査・科学

的研究を行い、新たな知見や報告により適宜、見直しを行っていきます。 
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（Ｉ－５）諸外国での規制の状況はどのようになっているのでしょうか。 

（答） 

平成 11 年６月に、ＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品規格委員会（コーデックス委員会）総会において、

アレルゲンとして知られる以下の８種の原材料を含む食品にあっては、それを含む旨を表示す

ることで合意され、加盟国で各国の制度に適した表示方法が定められています。 

① グルテンを含む穀類及びその製品 

② 甲殻類及びその製品 

③ 卵及び卵製品 

④ 魚及び魚製品 

⑤ ピーナッツ、大豆及びその製品 

⑥ 乳・乳製品（ラクト－スを含むもの） 

⑦ 木の実及びその製品 

⑧ 亜硫酸塩を 10ｍｇ／ｋｇ以上含む食品 

コーデックスの表示対象品目は、分類の概念というべきものであり、食品の原材料の個々別

に表示を行ったとしても矛盾しないものと考え、また、「特定原材料等」はコーデックスの表示

対象品目のうち、①～⑦に該当した原材料となっています。 

⑧については、今後十分な調査を行っていくこととしています。 

（Ｉ－６）事業者が行うべき情報提供とは、どのような方法で行うべきでしょうか。 

（答） 

製造元となる事業者は、ラベル表示のみで全てのアレルゲンに関する情報が伝達されること

は困難であることを常に想定しつつ、アレルギー表示を必要とする特定原材料等、更には、こ

れら以外の原材料についても、電話等による問合せへの対応やインターネット等による正確な

情報提供などを行うことができる体制を整えることが求められています。 

各事業者の皆様において、商品の仕入れの際にその仕入れ先から商品に関する詳細な情報提

供を受け、その情報を整理し、消費者からの問合せに対して迅速に回答できる体制を整えるよ

うに努めることが重要です。 

各食品に原材料の内容を出来る限り詳細に記載し、特定原材料７品目については、特に別枠

を設けるなどして、消費者に対し、注意喚起を行うことが望ましいと考えられます。 

食品名欄には個別の分かりやすい表示を行い、販売している多くの類似商品のうち具体的に

どの商品に関する原材料表示であるかが容易に判別できるようにします。 

表示可能面積の制約により、実際の食品には省略規定を採用している場合は、別途の情報提

供において、正確に全ての特定原材料を表示します。 

特定原材料等について、これが微量でも含まれる可能性のあるものも含めて可能な限り把握

し、情報提供します。 

情報提供をインターネットのホームページ等において行う場合は、各ホームページの分かり

やすい部分に、表示内容についての問合せに対応できる部署又は担当者の名前、住所、電話番

号、Ｅメールアドレス等を表示します。 

企業秘密に該当する場合であっても、アレルギー表示は必要です。しかしながら、他の原材

料の詳細について情報提供ができない場合は、表示されているもののほかにも原材料を用いて

いる旨を記載し、アレルギーに関する問合せ先等を記載することにより、個別に情報提供に応

じることとします。 

その他、併せて、消費者等から特定原材料及びその他の製品に使用した原材料について問合

せがあった際は、速やかに回答できる体制を整えることが望ましいです。 
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（Ｉ－７）対面販売や店頭での量り売りを行う場合や、レストランのような飲食店等（以下

「外食等」という。）では、食物アレルギー疾患を有する方への情報提供としてどのような取

組を行ったらよいですか。 

（答） 

外食等については、現在、アレルゲン情報の提供は義務付けられていませんが、平成 26 年４

月から同年 12 月まで、消費者庁長官の下に「外食等におけるアレルゲン情報の提供の在り方検

討会」を設置し検討を行っており、その検討会の中間報告において、 

① アレルギー表示が義務付けられ、正確な表示がなされれば、患者にとって選択肢が広が

ると考えられる一方、 

② 外食等の業態の特性を踏まえると、全ての外食等事業者が対応可能な形で、正確な表示

が担保されることは現時点においては困難と考えられる 

ことから、表示の義務化については慎重に考える必要があると整理され、まずは、外食等事業

者が正しい知識・理解に基づく、事業者の規模・業態等に応じた、アレルゲン情報の自主的な

情報提供の促進を進めていく必要があると整理されました。 

上記を踏まえ、消費者庁では平成 28 年度に外食等におけるアレルゲンの情報提供を促すこと

及びアレルギーに関する事業者の研修を目的として動画を作成し、DVD にして各事業者団体や地

方公共団体に配布したところです。 

研修用 DVD を活用し、表示義務が課せられていない事業者にあってもアレルゲンについて積

極的な情報提供をしてください。 

（Ｉ－８）アレルギー表示に関する質問、相談はどのような機関に行えばよいのですか。 

（答） 

最寄りの保健所等において質問、相談を受け付けています。 

また、消費者庁食品表示企画課においても質問等をお受けします。 

（Ｉ－９）令和元年９月に「アーモンド」が特定原材料に準ずるものに追加されましたが、い

つまでに表示する必要がありますか。また、包装資材の切替え等の猶予期間等はあるのです

か。 

（答） 

食品表示基準附則第４条に基づく経過措置期間が令和２年３月 31 日に終了するため、新たな

表示制度に対応して各食品関連事業者による包装資材の切替えが進んでいます。また、アーモ

ンドの追加は特定原材料でなく、特定原材料に準ずるものとしての追加です。このため、アレ

ルゲンとしてアーモンドの表示を行うのであれば、可能な限り速やかに行うことが望ましいで

すが、取扱食品の包装資材の切替状況等を勘案し、各食品関連事業者の判断で表示時期を決め

ていただくことになります。 

また、アーモンドを取り扱う食品関連事業者がアレルゲンの表示を適切にするためには、原

材料供給事業者等、流通段階での管理状況も重要であるため、事業者間における管理状況の情

報共有も可能な限り速やかに実施してください。 
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別添 遺伝子組換え食品に関する事項 

 

（第３条第２項「遺伝子組換え食品に関する事項」及び第 18 条第２項「遺伝子組換え農産物に関

する事項」関係） 

 

目     次                 ［目次：原－40］ 

Ⅰ 表示全般・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８８ 

（ＧＭ－１） 遺伝子組換え食品の表示制度はどのような制度ですか。（遺伝子組換え食品の表示

制度の概要について教えてください。） 

（ＧＭ－２）表示の基本的な考え方に関し、以下の２点について教えてください。 

① 油やしょうゆなどの食品に表示が義務付けられていないのはなぜですか。 

② 意図せざる混入の許容混入率が設定されているのはなぜですか。 

（ＧＭ－３）添加物については遺伝子組換え表示が義務付けられていますか。 

（ＧＭ－４）従来のものと組成、栄養価等が著しく異なる遺伝子組換え農産物及びその加工食品

の表示の考え方について教えてください。 

（ＧＭ－５）高オレイン酸大豆と通常の大豆は何が違うのですか。 

（ＧＭ－６）高リシンとうもろこしとはどのようなとうもろこしなのですか。 

（ＧＭ－７）平成 23 年８月に新たにパパイヤを表示義務の対象に追加した経緯について教えてく

ださい。 

（ＧＭ－８）ステアリドン酸産生大豆とはどのような大豆なのですか。 

Ⅱ 表示対象と表示方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９１ 

（ＧＭ－９）遺伝子組換え食品に関する事項が義務表示となる食品はどのようなものですか。 

（ＧＭ－10）食品表示基準別表第 17 は、組み換えられたＤＮＡ又はこれによって生じたたんぱく

質が検出可能な食品を全て網羅しているのですか。 

（ＧＭ－11）「主な原材料」とは、具体的にどのようなものを指しますか。 

（ＧＭ－12）食品表示基準別表第 17 に掲げる加工食品以外については表示不要としていますが、

具体的にどのような加工食品が挙げられますか。 

（ＧＭ－13）・・・お酒に・・・＜省略＞ 

（ＧＭ－14）スイートコーンも、・・・＜省略＞ 

（ＧＭ－15）調理冷凍食品・・・＜省略＞ 

（ＧＭ－16）表示可能面積が小さい場合は、遺伝子組換えに関する表示は免除されますか。 

（ＧＭ－17・18・20・22）  ＜食品表示基準別表第 17 大豆の項 10・11・13・15 に該当する具

体的商品で菓子に無関係、省略＞ 

（ＧＭ－19）食品表示基準別表第 17 大豆（枝豆及び大豆もやしを含む。）の項 12 の「大豆粉を主

な原材料とするもの」とは具体的にどのようなものが考えられますか。 

（ＧＭ－21）食品表示基準別表第 17 大豆（枝豆及び大豆もやしを含む。）の項 14 の「枝豆を主な

原材料とするもの」とは具体的にどのようなものが考えられますか。 

（ＧＭ－23）コーンスナック菓子において、とうもろこしの他にコーンスターチが主な原材料と

して使用されている場合の表示はどうなりますか。 

（ＧＭ－24）食品表示基準別表第 17 とうもろこしの項６の「コーンフラワーを主な原材料とする

もの」とは具体的にどのようなものが考えられますか。 
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（ＧＭ－25）食品表示基準別表第 17 とうもろこしの項７の「コーングリッツを主な原材料とする

もの（コーンフレークを除く。）」とは具体的にどのようなものが考えられますか。 

（ＧＭ－26）食品表示基準別表第 17 とうもろこしの項８の「調理用・・・＜省略＞ 

（ＧＭ－27）食品表示基準別表第 17 とうもろこしの項９の「１から５までに掲げるものを主な原

材料とするもの」とは具体的にどのようなものが考えられますか。 

（ＧＭ－28）食品表示基準別表第 17 ばれいしょの項２の「乾燥ばれいしょ」とは具体的にどのよ

うなものが考えられますか。 

（ＧＭ－29）食品表示基準別表第 17 ばれいしょの項３の「冷凍ばれいしょ」・・・＜省略＞ 

（ＧＭ－30）食品表示基準別表第 17 ばれいしょの項６の「１から４までに掲げるものを主な原材

料とするもの」とは具体的にどのようなものが考えられますか。 

（ＧＭ－31）食品表示基準別表第 17 ばれいしょの項５の「調理用・・・＜省略＞ 

（ＧＭ－32）食品表示基準別表第 17 アルファルファ・・・＜省略＞ 

（ＧＭ－33）食品表示基準別表第 17 てん菜の項の「調理用のてん菜を主な原材料とするもの」と

は具体的にどのようなものが考えられますか。 

（ＧＭ－34）食品表示基準別表第 17 パパイヤの項の「パパイヤを主な原材料とするもの」とは具

体的にどのようなものが考えられますか。 

（任意表示）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９５ 

（ＧＭ－35）「遺伝子組換えでない」旨を任意で表示する場合、どのように表示すればよいのです

か。また、この場合の表示方法として、「遺伝子組換えでないものを分別」、「遺伝子組換えで

ない」という例が示されていますが、この他にはどのような表示が考えられますか。 

（ＧＭ－36）「遺伝子組換えでない」旨の任意表示をする場合の表示方法について、もう少し詳し

く教えてください。 

（ＧＭ－37）「大豆油（遺伝子組換えでない）」「でん粉（遺伝子組換えでない）」のように、対象

農産物名以外の原材料名に括弧を付した表示方法は認められないのですか。 

（ＧＭ－38）遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない農産物を使用した

加工食品は、全原材料の重量比で上位３位までのもので、かつ重量比が５％以上のものは

「遺伝子組換え不分別」等の表示をすることとなっていますが、「複合原材料」についても同

様に表示する必要があるのですか。 

（ＧＭ－39）分別生産流通管理を行っていない対象農産物を副原料として使用している加工食品

や、義務表示でない油や添加物等の原材料に分別生産流通管理を行っていない対象農産物を

使用している加工食品について、「遺伝子組換え不使用」「遺伝子組換えでない」等、商品全

体について「遺伝子組換えでない」旨を強調する表示をすることはできますか。 

Ⅲ 分別生産流通管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９７ 

（ＧＭ－40）～（ＧＭ－42）・・・＜省略：分別生産流通管理＞       ［目次：原－42］ 

（ＧＭ－43）「意図せざる遺伝子組換え農産物の一定の混入」とは、具体的にどのような値ですか。 

（ＧＭ－44）食品製造業者は分別生産流通管理証明書をいつまでに入手する必要がありますか。 

（ＧＭ－45）分別生産流通管理証明書は、電子媒体で取り扱ってもよいですか。 

（ＧＭ－46）港湾サイロの日本国内流通時段階において、輸入業者が保税倉庫や港湾サイロでの

保管を倉庫業者に委託している場合、保管時の分別生産流通管理を行った旨の証明は、輸入

業者が行うのでしょうか。 

Ⅳ 具体的な表示例等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９８ 

（ＧＭ－47）遺伝子組換えに関する表示の具体的な表示例を示してください。 
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（ＧＭ－48）遺伝子組換え食品に関する表示事項とアレルギー表示を併記する必要がある時の表

示方法を具体的に示してください。 

（ＧＭ－49）遺伝子組換え表示に、「ＧＭＯ」という表現を使用することは可能ですか。 

（ＧＭ－50）高オレイン酸大豆の表示対象と表示例を教えてください。 

（ＧＭ－51）高リシンとうもろこしの表示対象と表示例を教えてください。 

（ＧＭ－52）ステアリドン酸産生大豆の表示対象と表示例を教えてください。 

Ⅴ 表示禁止事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０２ 

（ＧＭ－53）以下のような表示は可能ですか。 

① 「遺伝子組換え飼料不使用牛乳（卵）」 

② 「遺伝子組換えでない牛乳（卵）」 

（ＧＭ－54）遺伝子組換え農産物が存在しない農産物について、以下のような表示を行うことは

できますか。 

「この○○は遺伝子組換えと関係ありません。」 

「この○○は遺伝子組換えの対象となっておりません。」 

「この○○は遺伝子組換えではありません。」 

「遺伝子組換え○○を使用していません。」 

Ⅵ 表示の監視・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０３ 

（ＧＭ－55）遺伝子組換え表示の監視はどのように行われるのですか。 

（ＧＭ－56）加工食品の遺伝子組換え作物に係る定量検査法は確立しているのでしょうか。 

（ＧＭ－57）非遺伝子組換え大豆、とうもろこし及びばれいしょ加工品を分別生産流通管理し、

「遺伝子組換えでない」旨の表示を付したものについて、５％を超える遺伝子組換えの混入

があることが判明した場合など、不適正な表示については、どのような措置がとられるので

すか。 
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Ⅰ 表示全般                              [原－1] 

（ＧＭ－１） 遺伝子組換え食品の表示制度はどのような制度ですか。（遺伝子組換え食品の表

示制度の概要について教えてください。） 

（答） 

１ 遺伝子組換え農作物については、品種ごとに、 

① 食品としての安全性は「食品安全基本法」及び「食品衛生法」 

② 我が国の野生動植物への影響は「カルタヘナ法」 

に基づいて、科学的に評価し、安全性が確認されたものだけが輸入、流通、生産される仕組み

となっています。 

２ このようにして安全性が確認された遺伝子組換え農産物とその加工食品について、食品表示

基準に基づき、表示ルールが定められています。 

３ 表示義務の対象となるのは、大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルフ

ァ、てん菜及びパパイヤの８種類の農産物と、これを原材料とし、加工工程後も組み換えられ

たＤＮＡ又はこれによって生じたたんぱく質が検出できる加工食品 33 食品群及び高オレイン酸

遺伝子組換え大豆及びこれを原材料として使用した加工食品（大豆油等）等です。 

４ 表示ルールの主なポイントは次のとおりです。  

① 義務表示 

従来のものと組成、栄養価等が同等である遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加

工食品であって、加工工程後も組み換えられたＤＮＡ又はこれによって生じたたんぱく質が、

広く認められた最新の検出技術によってその検出が可能とされているものについては、「遺伝

子組換えである」旨又は「遺伝子組換え不分別である」旨の表示が義務付けられています。 

② 任意表示 

ア 油やしょうゆなどの加工食品 

油やしょうゆなど、組み換えられたＤＮＡ及びこれによって生じたたんぱく質が加工工

程で除去・分解され、広く認められた最新の検出技術によってもその検出が不可能とされ

ている加工食品については、遺伝子組換えに関する表示義務はありません。これは、非遺

伝子組換え農産物から製造した油やしょうゆと科学的に品質上の差異がないためです。 

ただし、任意で表示することは可能です。 

イ 非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品 

分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品に

ついては、遺伝子組換えに関する表示義務はありません。 

ただし、任意で「遺伝子組換えでない」旨の表示をすることができます。 

③ 分別生産流通管理 

遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を農場から食品関連事業者まで生産、流通及

び加工の各段階で相互に混入が起こらないよう管理し、そのことが書類等により証明されて

いることをいいます。 

④ 「意図せざる混入」 

分別生産流通管理が適切に行われた場合でも、遺伝子組換え農産物の一定の混入は避けら

れないことから、分別生産流通管理が適切に行われていれば、このような一定の「意図せざ

る混入」がある場合でも、「遺伝子組換えでない」旨の表示をすることができることとしてい

ます。 

なお、この場合、大豆及びとうもろこしについて、５％以下の意図せざる混入が認められ

ています。 

※ ③及び④については、詳しくは、Ⅲ 分別生産流通管理を御参照ください。 
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⑤ 高オレイン酸遺伝子組換え大豆等の表示 

別表第 18 に定められている従来のものと組成、栄養価等が著しく異なる遺伝子組換え農産

物（高オレイン酸遺伝子組換え大豆等）及びこれを原材料とする加工食品については、「高オ

レイン酸遺伝子組換えである」旨又は「高オレイン酸遺伝子組換えのものを混合したもので

ある」旨の表示が義務付けられています。これは、組み換えられたＤＮＡやたんぱく質が検

出不可能であっても、オレイン酸等を分析することで品質上の差を把握することができるた

めです。 

⑥ 「主な原材料」 

遺伝子組換え農産物が主な原材料（原材料の上位３位以内で、かつ、全重量の５％以上を

占める）でない場合は表示義務はありません。 

５ なお、現時点で厚生労働省による安全性審査の手続を経た８つの遺伝子組換え農産物以外の

農産物（例えば、米や小麦など）及びその加工食品については、「遺伝子組換えでない」などの

表示はできません。これは、当該農産物に遺伝子が組み換えられたものが存在すると誤解させ

るのみならず、優良誤認を招く可能性があるためです。 

（ＧＭ－２）表示の基本的な考え方に関し、以下の２点について教えてください。 

① 油やしょうゆなどの食品に表示が義務付けられていないのはなぜですか。 

② 意図せざる混入の許容混入率が設定されているのはなぜですか。 

（答） 

（①について） 

１ 義務表示の対象となる遺伝子組換え食品の品目については、平成９年から平成 11 年までの２

年余にわたり、消費者、生産・流通業者及び学識経験者からなる食品表示問題懇談会遺伝子組

換え食品部会において議論した結果、科学的・技術的な観点から、表示の信頼性及び実行可能

性を確保することが重要であるとの観点から、組み換えられたＤＮＡやこれによって生じたた

んぱく質が、広く認められた最新の技術によっても検出できない油やしょうゆ等の食品につい

ては、義務表示の対象外とされたところです。 

２ なお、義務表示の対象品目については、組み換えられたＤＮＡ等の検出方法の進歩等に関す

る新たな知見、消費者の関心等を踏まえ、毎年見直しを行うこととしています。平成 13 年度に

ばれいしょ加工品６食品群が、平成 17 年度にアルファルファが、平成 18 年度にてん菜が、平

成 23 年度にパパイヤが新たに義務表示の対象品目に追加されました。 

（②について） 

１ 現実の農産物及び加工食品の取引の実態として、分別生産流通管理を適切に行うことにより、

最大限の努力をもって非遺伝子組換え農産物を分別しようとした場合でも、その完全な分別は

困難であり、遺伝子組換えのものが最大で５％程度混入する可能性は否定できないことから、

我が国では、分別生産流通管理が適切に行われていれば、大豆及びとうもろこしについて、

５％以下の意図せざる混入を認めています。 

２ なお、分別生産流通管理が適切に行われた非遺伝子組換え農産物として取り扱うためには、

分別生産流通管理が適切に行われていること及び混入が意図的に行われたものではないことが

必要であり、分別生産流通管理が適切に行われていない場合や、意図的に混入させた場合には、

５％以下の混入率であっても、非遺伝子組換え農産物とはみなされないこと、すなわち、「非遺

伝子組換えである」旨の表示をすることはできないことに留意する必要があります。 

言い換えれば、ＰＣＲ法等の科学的な検出方法により５％以下である混入率が判明した場合

には、それが低いレベルの混入率であっても、適切な分別生産流通管理が行われていない限り、

「遺伝子組換えでない」旨の表示は、不適正な表示となります。すなわち、このような場合は、

本来、「遺伝子組換え不分別である」旨の表示をしなければならなかったということになります。 



‐290‐ 

また、５％より高い混入率については、このような高いレベルの混入は、分別生産流通管理

が行われなかった、又は適切に行われなかったことを示すことから、「遺伝子組換えでない」旨

の表示をすることはできません。 

（ＧＭ－３）添加物については遺伝子組換え表示が義務付けられていますか。 

（答）添加物については遺伝子組換え表示を義務付けておりません。 

（ＧＭ－４）従来のものと組成、栄養価等が著しく異なる遺伝子組換え農産物及びその加工食

品の表示の考え方について教えてください。 

（答） 

１ これまで、我が国で食品としての安全性が確認された遺伝子組換え農産物は、除草剤耐性や

害虫抵抗性といった性質が付与されてはいるものの、組成、栄養価等は従来のものと同等なも

のでした。 

２ 一方、平成 13 年３月に食品としての安全性確認がなされた高オレイン酸遺伝子組換え大豆

（以下「高オレイン酸大豆」という。）は、従来のものと組成、栄養価等が著しく異なる農産物

（特定遺伝子組換え農産物）であり、その表示については、消費者への情報提供という観点か

ら、組成・栄養価が変わっていることと併せてこれが遺伝子組換え技術を用いて作出されたこ

とを表示することとし、平成 14 年１月より義務付けられています。 

３ 例えば、高オレイン酸大豆の場合、 

① 高オレイン酸大豆及びこれを原材料とする加工食品については、「大豆（高オレイン酸遺伝

子組換え）」等と、 

② 高オレイン酸大豆を意図的に混合したもの及びこれを原材料とする加工食品については、

「大豆（高オレイン酸遺伝子組換えのものを 60％混合）」等と表示することとなります。 

４ また、高オレイン酸大豆のほかには、高リシン遺伝子組換えとうもろこし（以下「高リシン

とうもろこし」という。）やステアリドン酸産生遺伝子組換え大豆（以下「ステアリドン酸産生

大豆」という。）があります。 

（ＧＭ－５）高オレイン酸大豆と通常の大豆は何が違うのですか。 

（答） 

１ 高オレイン酸大豆とは、開発企業が提出した資料によると、大豆の全脂肪酸に占めるオレイ

ン酸の割合は通常約 20％ですが、これを、遺伝子組換え技術により、約 80％にまで高めたもの

です。（大豆に占める全脂肪酸の割合は通常のものと同等の約 25％） 

２ オレイン酸含量が高いことのメリットとしては、 

① 熱安定性が高い（熱による酸化が起こりにくい） 

② 血中コレステロール値を下げる（悪玉コレステロール値を下げ、善玉コレステロールは低

下させない） 

ことが一般的にいわれています。 

（ＧＭ－６）高リシンとうもろこしとはどのようなとうもろこしなのですか。 

（答） 

１ 高リシンとうもろこしは、飼料用に開発されたものです（デント種）。従来、とうもろこしを

原料とする一般的な飼料は、動物の成長に必須であるリシン等のアミノ酸が不足しており、家

畜を適切に生育させるためにリシン等の添加を行っています。 

２ 高リシンとうもろこしの開発により、家畜用飼料に添加するリシンの量の軽減又は添加を不

要とし、従来よりも高濃度のリシンを含むとうもろこしを直接家畜用飼料として供給できると

されています。 

３ なお、高リシンとうもろこしについては、飼料用に開発されていますが、食品についての安

全性審査を終了しています。 
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（ＧＭ－７）平成 23 年８月に新たにパパイヤを表示義務の対象に追加した経緯について教えて

ください。 

（答） 

１ 米国で開発された遺伝子組換えパパイヤ（パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ

55-1 系統）について、平成 18 年に厚生労働大臣から食品安全委員会へ遺伝子組換え食品等の安

全性に係る食品健康影響評価について要請されました。 

２ この「パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ 55-1 系統」はパパイヤ生産上、問題

となる、パパイヤリングスポットウイルスに抵抗性を持つように遺伝子組換えが行われた品種

で、米国では平成９年に食品医薬品局（ＦＤＡ）より食品としての安全性認可を受け、平成 10

年から栽培が開始され、翌平成 11 年以降、米国内で販売されております。（パパイヤリングス

ポットウイルスとは、アブラムシによって伝搬され、多くのパパイヤに感染し、果実に斑点を

生じさせ、糖度を下げるなどパパイヤの品質に影響を与え、収穫ができなくなるなどのパパイ

ヤ生産に深刻な被害をもたらすものです。） 

３ 現在では、パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ 55-1 系統は「レインボー」、「サ

ンアップ」等の品種名で、米国ハワイ州で広く栽培されており、ハワイ州を中心に米国で広く

流通し、消費されています。 

なお、非遺伝子組換えパパイヤとしてハワイ州で栽培されている品種には「カポホ・ソロ」、

「サンライズ」等があります。 

４ この遺伝子組換えパパイヤについて、平成 21 年に食品安全委員会から厚生労働大臣に対し、

食品健康影響評価の結果として、「ヒトの健康を損なうおそれはない」との通知がなされました。

これに伴い、表示の義務化の検討を行い、当時のＪＡＳ法の遺伝子組換え食品に関する表示に

係る加工食品品質表示基準第７条第１項及び生鮮食品品質表示基準第７条第１項の規定に基づ

く農林水産大臣の定める基準に義務表示の対象品目として追加しました。 

（ＧＭ－８）ステアリドン酸産生大豆とはどのような大豆なのですか。 

（答） 

１ ステアリドン酸産生大豆とは、開発企業が提出した資料によると、従来の大豆では産生され

ないステアリドン酸を産生させるために、遺伝子組換えが行われた品種です。 

２ ステアリドン酸は、ｎ－３系脂肪酸の一種であり、ヒトや動物が摂取するとその一部が体内

においてドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）やエイコサペンタエン酸（ＥＰＡ）に変わることが知

られています。 

Ⅱ 表示対象と表示方法                        [原－10] 

（ＧＭ－９）遺伝子組換え食品に関する事項が義務表示となる食品はどのようなものですか。 

（答） 

我が国において既に食品としての安全性が審査済みの遺伝子組換え作物である食品表示基準

別表第 16 に規定する全ての作物（農産物）８種類及びこれらを原材料とする加工食品のうち、

組み換えられたＤＮＡやたんぱく質が広く認められた最新の技術により検出可能とされている

ものである食品表示基準別表第 17に規定する 33食品群が対象となります。 

（別表）義務表示の対象品目（平成 27 年４月時点） 

・作物（８種類）： 

大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ

（大豆は、枝豆及び大豆もやしを含む。） 
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・加工食品（33食品群）： 

加工食品  原材料となる農産物 

(1) 豆腐類及び油揚げ類 大豆 

(2) 凍豆腐、おから及びゆば 大豆 

(3) 納豆 大豆 

(4) 豆乳類 大豆 

(5) みそ 大豆 

(6) 大豆煮豆 大豆 

(7) 大豆缶詰及び大豆瓶詰 大豆 

(8) きな粉 大豆 

(9) 大豆いり豆 大豆 

(10) (1)から(9)までに掲げるものを主な原材料とするもの 大豆 

(11) 調理用の大豆を主な原材料とするもの 大豆 

(12) 大豆粉を主な原材料とするもの 大豆 

(13) 大豆たんぱくを主な原材料とするもの 大豆 

(14) 枝豆を主な原材料とするもの 枝豆 

(15) 大豆もやしを主な原材料とするもの 大豆もやし 

(16) コーンスナック菓子 とうもろこし 

(17) コーンスターチ とうもろこし 

(18) ポップコーン とうもろこし 

(19) 冷凍とうもろこし とうもろこし 

(20) とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰 とうもろこし 

(21) コーンフラワーを主な原材料とするもの とうもろこし 

(22) コーングリッツを主な原材料とするもの（コーンフレー

クを除く。） 

とうもろこし 

(23) 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの とうもろこし 

(24) (16)から(20)までに掲げるものを主な原材料とするもの とうもろこし 

(25) ポテトスナック菓子 ばれいしょ 

(26) 乾燥ばれいしょ ばれいしょ 

(27) 冷凍ばれいしょ ばれいしょ 

(28) ばれいしょでん粉 ばれいしょ 

(29) (25)から(28)までに掲げるものを主な原材料とするもの ばれいしょ 

(30) 調理用ばれいしょを主な原材料とするもの ばれいしょ 

(31) アルファルファを主な原材料とするもの アルファルファ 

(32) 調理用てん菜を主な原材料とするもの てん菜 

(33) パパイヤを主な原材料とするもの パパイヤ 

 

（ＧＭ－10）食品表示基準別表第 17 は、組み換えられたＤＮＡ又はこれによって生じたたんぱ

く質が検出可能な食品を全て網羅しているのですか。 

（答） 

１ 義務表示の対象品目については、農林水産省において多数の食品をＤＮＡ分析し、その分析

結果を科学者等からなる食品表示問題懇談会の小委員会及びＪＡＳ調査会遺伝子組換え食品部

会で検討の上、決定したものです。遺伝子組換え農産物を原材料としているものであって、加

工工程後も組み換えられたＤＮＡ又はこれによって生じたたんぱく質が検出可能な食品で、一

般的に流通しているものは食品表示基準別表第 17 に規定されていると考えています。 

２ なお、食品表示基準別表第 17 については、新たな遺伝子組換え農産物の商品化や、遺伝子組

換え農産物の流通及び原料としての使用の実態、組み換えられたＤＮＡ又はこれによって生じ
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たたんぱく質の除去並びに分解の実態、検出方法の進歩等に関する新たな知見、消費者の関心

等を踏まえ、毎年見直すこととしています。平成 13 年度には、ポテトスナック菓子等のばれい

しょ加工品６食品群が新たに義務表示の対象品目に追加されました。また、平成 16 年度からア

ルファルファを主な原材料とするものを追加するための検討が始まり、平成 17 年度に追加され

ました。さらに、平成 17 年度からてん菜（調理用）を主な原材料とするものを追加するための

検討が始まり、平成 18 年度に追加されました。平成 18 年度には、高リシンとうもろこしを追

加するための検討が始まり、平成 19 年度に追加されました。平成 21 年度からパパイヤを主な

原材料とするものを追加する検討が始まり、平成 23 年度に追加されました。 

（ＧＭ－11）「主な原材料」とは、具体的にどのようなものを指しますか。 

（答） 

原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位３位までのもので、かつ、原材料及び添加物

の重量に占める割合が５％以上のものをいいます。製造時に水を添加した場合は、添加した水

は原材料として換算しません。 

（ＧＭ－12）食品表示基準別表第 17 に掲げる加工食品以外については表示不要としています

が、具体的にどのような加工食品が挙げられますか。 

（答） 

表示が不要な加工食品の例としては、以下のものがあります。 

表示が不要な加工食品 （参考）対象農産物 

しょうゆ 

大豆油 

大豆 

コーンフレーク 

水飴 

水飴使用食品（ジャム類など） 

液糖 

液糖使用食品（シロップなど） 

デキストリン 

デキストリン使用食品（スープ類など） 

コーン油 

とうもろこし 

菜種油 菜種 

綿実油 綿実 

砂糖（てん菜を主な原材料とするもの） てん菜 

 

（ＧＭ－13）～ （ＧＭ－15） ＜省略＞                  ［原－14］ 

 

（ＧＭ－16）表示可能面積が小さい場合は、遺伝子組換えに関する表示は免除されますか。 

（答）容器包装の表示可能面積がおおむね 30 平方センチメートル以下である場合は、省略するこ

とができます。 

（ＧＭ－17）（ＧＭ－18）（ＧＭ－20）（ＧＭ－22）  ＜省略＞       ［原－15・16］ 

＜食品表示基準別表第 17 大豆（枝豆及び大豆もやしを含む。）の項 10・11・13・15 に該当する具

体的商品名で菓子に無関係＞ 

（ＧＭ－19）食品表示基準別表第 17 大豆（枝豆及び大豆もやしを含む。）の項 12 の「大豆粉を

主な原材料とするもの」とは具体的にどのようなものが考えられますか。 

（答）大豆粉そのものや、大豆粉に他の粉類を混合した製品を販売する場合などが考えられます。 

（ＧＭ－21）食品表示基準別表第 17 大豆（枝豆及び大豆もやしを含む。）の項 14 の「枝豆を主

な原材料とするもの」とは具体的にどのようなものが考えられますか。 

（答）弁当、惣菜、枝豆を使用したスナック菓子などが考えられます。 
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（ＧＭ－23）コーンスナック菓子において、とうもろこしの他にコーンスターチが主な原材料

として使用されている場合の表示はどうなりますか。 

（答） 

コーンスナック菓子は、表示対象品目ですから、原材料のとうもろこしとコーンスターチ両

方に遺伝子組換えに関する表示を行うこととなります。 

（ＧＭ－24）食品表示基準別表第 17 とうもろこしの項６の「コーンフラワーを主な原材料とす

るもの」とは具体的にどのようなものが考えられますか。 

（答） 

コーンフラワーそのものを販売する場合、ミックス粉（ケーキミックスなど）、菓子などが考

えられます。 

（ＧＭ－25）食品表示基準別表第 17 とうもろこしの項７の「コーングリッツを主な原材料とす

るもの（コーンフレークを除く。）」とは具体的にどのようなものが考えられますか。 

（答） 

コーングリッツを主な原材料とするものには、菓子などが考えられます。 

また、コーンミールについてもコーングリッツの一種としてみなし、コーンミールを主な原

材料とするもの、例えば、パンやケーキなども本号に含まれます。なお、コーンフレークは、

組み換えられたＤＮＡやこれによって生じたたんぱく質が検出できないため、義務表示の対象

外としています。 

（ＧＭ－26）・・・「調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの」とは・・・  ＜省略＞                 

 

（ＧＭ－27）食品表示基準別表第 17 とうもろこしの項９の「１から５までに掲げるものを主な

原材料とするもの」とは具体的にどのようなものが考えられますか。 

（答） 

スナック菓子の詰め合わせ、ミックス粉（天ぷら粉など）、菓子（ビスケットなど）、弁当、

惣菜などが考えられます。 

（ＧＭ－28）食品表示基準別表第 17 ばれいしょの項２の「乾燥ばれいしょ」とは具体的にどの

ようなものが考えられますか。 

（答）乾燥マッシュポテトの素などが考えられます。 

（ＧＭ－29）・・・「冷凍ばれいしょ」とは・・・ ＜省略＞ 

 

（ＧＭ－30）食品表示基準別表第 17 ばれいしょの項６の「１から４までに掲げるものを主な原

材料とするもの」とは具体的にどのようなものが考えられますか。 

（答） 

乾燥マッシュポテトを使用したベビーフード、ばれいしょでん粉を使用した食品、弁当、惣

菜などが考えられます。 

（ＧＭ－31）・・「調理用のばれいしょ・・／（ＧＭ－32）・・「アルファルファ・・＜省略＞ 

 

（ＧＭ－33）食品表示基準別表第 17 てん菜の項の「調理用のてん菜を主な原材料とするもの」

とは具体的にどのようなものが考えられますか。 

（答） 

１ てん菜を調理した食品の例として、てんぷら、チップス等があります。今後、遺伝子組換え

てん菜の商業栽培が行われ、これらの加工食品が流通される場合には、表示が義務付けられる

こととなります。 

２ なお、てん菜を原材料として製造される砂糖については、てん菜由来のＤＮＡの残存が確認

されていないことから、表示の対象とはされておりません。 
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（ＧＭ－34）食品表示基準別表第 17 パパイヤの項の「パパイヤを主な原材料とするもの」とは

具体的にどのようなものが考えられますか。 

（答）缶詰、漬物、乾燥パパイヤ、ジャム、ピューレ、ジュース、シャーベット、パパイヤ茶

（葉を含む。）などが考えられます。 

（任意表示）                                ［原－19］ 

（ＧＭ－35）「遺伝子組換えでない」旨を任意で表示する場合、どのように表示すればよいので

すか。また、この場合の表示方法として、「遺伝子組換えでないものを分別」、「遺伝子組換え

でない」という例が示されていますが、この他にはどのような表示が考えられますか。 

（答） 

分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物を使用した場合の加工食品の表示方法に

従い、原材料名のみを表示するか又は当該原材料名の次に括弧を付して「非遺伝子組換え農産

物を使用した」旨を表示できます。 

なお、加工食品が原材料１種類のみで構成されている場合（例えば、きな粉など）について

は、原材料名の表示を省略することができるため、名称のみを表示するか、又は当該原材料名

を表示し、原材料名の次に括弧を付して「非遺伝子組換え農産物を使用した」旨を表示できま

す。 

また、食品表示基準第３条第２項の表の遺伝子組換え食品に関する事項の規定では、好まし

い表現として、「遺伝子組換えでないものを分別」、「遺伝子組換えでない」という例を挙げてい

ます。しかし、この他にも、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物であることが

消費者に明瞭に分かる表示（例：非遺伝子組換え）であれば、構いません。 

（ＧＭ－36）「遺伝子組換えでない」旨の任意表示をする場合の表示方法について、もう少し詳

しく教えてください。 

（答） 

１ 「遺伝子組換えでない」旨の表示は任意ですが、表示する場合は、食品表示基準第３条第２

項の表の遺伝子組換え食品に関する事項の規定に従う必要があります。 

２ 一括表示事項欄に表示する場合は、原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換えでない」等、

分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨を表示します。 

一括表示事項欄外に表示する場合も、一括表示の場合と同様、「遺伝子組換え○○ではありま

せん」等、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物を使用している旨を表示してく

ださい。 

３ なお、食品表示基準別表第 17 に掲げる農産物以外の農産物及びこれらを原材料とする加工食

品については、当該農産物に関し、遺伝子組換えでないことの表示を禁止しています。 

（ＧＭ－37）「大豆油（遺伝子組換えでない）」「でん粉（遺伝子組換えでない）」のように、対

象農産物名以外の原材料名に括弧を付した表示方法は認められないのですか。 

（答） 

１ 遺伝子組換えに関する表示をする場合、原材料名（対象農産物については当該農産物の名称）

の次に括弧を付し、当該農産物が 

① 分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨（「遺伝子組換え」等の表示） 

② 分別されていない旨（「遺伝子組換え不分別」等の表示） 

③ 分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨（「遺伝子組換えでない」等の

表示） 

のいずれかを表示することとされており、対象農産物を明確に示す必要があります。 

２ このため、「大豆油（大豆（遺伝子組換え））」、「ばれいしょでん粉（ばれいしょ（遺伝子組換

えでない））」等と表記するのが基本ですが、大豆油やばれいしょでん粉の場合、当該対象農産

物から製造されていることが原材料名から明らかに分かるので、表示が煩雑になって見にくい
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場合があることも考慮し、原材料名について「大豆油（遺伝子組換えでない）」、「大豆油（遺伝

子組換えでない大豆を使用）」、「ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）」等と表示しても差

し支えありません。 

３ 一方、原材料名からは当該対象農産物から製造されていることが一般に明らかでないと考え

られる場合（例：植物油、でん粉）には、「植物油（大豆（遺伝子組換えでない））」、「でん粉

（ばれいしょ（遺伝子組換えでない））」等と、対象農産物を明確に示して表示する必要があり

ます。 

（ＧＭ－38）遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない農産物を使用し

た加工食品は、全原材料の重量比で上位３位までのもので、かつ重量比が５％以上のものは

「遺伝子組換え不分別」等の表示をすることとなっていますが、「複合原材料」についても同

様に表示する必要があるのですか。 

（答） 

１ 遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない農産物を原材料とする加工

食品を原材料（複合原材料）とする加工食品が食品表示基準別表第 17 に掲げる加工食品に該当

するものであれば、「遺伝子組換え不分別」等の表示をする必要があります。 

２ 弁当、惣菜の場合、惣菜として販売する場合には表示が必要になって、その惣菜が弁当の具

材となっている場合は表示が不要になることがあります。 

例えば、遺伝子組換え不分別の大豆を使用した豆腐を主な原材料とする「麻婆豆腐」には表

示が必要で、その麻婆豆腐を主な原材料とした「麻婆豆腐弁当」は表示不要となります。しか

し、豆腐そのものを弁当の具材とした場合に、豆腐が主な原材料に該当すれば表示が必要とな

ります。 

（ＧＭ－39）分別生産流通管理を行っていない対象農産物を副原料として使用している加工食

品や、義務表示でない油や添加物等の原材料に分別生産流通管理を行っていない対象農産物

を使用している加工食品について、「遺伝子組換え不使用」「遺伝子組換えでない」等、商品

全体について「遺伝子組換えでない」旨を強調する表示をすることはできますか。 

（答） 

１ 一括表示の外に強調表示する場合でも、一括表示の場合のルールに従い、「遺伝子組換え○○

でない」等と分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物を使用している旨を表示する

ことが基本です。 

２ 「遺伝子組換え原料不使用」等の強調表示については、その表示を見る消費者は、その食品

中のどの原材料が遺伝子組換えであるのか否かを特定できず、一般には、その食品に使用され

ている全ての原材料が分別生産流通管理を行った非遺伝子組換えの農産物からなると認識する

ものと考えられますので、消費者の誤認を防止する観点から、このような表示をする場合には、

全ての原材料について分別生産流通管理が行われている必要があります。すなわち、以下の①

及び②のような場合であっても、その製品に使用されている全ての原材料について分別生産流

通管理を行った遺伝子組換えでない対象農産物を使用していない限り、「遺伝子組換え不使用」

等の強調表示をすることはできません。 

① 主な原材料には分別生産流通管理が行われた農産物を使用していても、副原料（主な原材

料でない原材料）として、分別生産流通管理が行われたことを確認していない農産物又はこ

れを原材料とする加工食品を使用している場合 

例１）遺伝子組換えでない大豆を主な原材料として使用した弁当の４番目の原材料として、

不分別とうもろこしを使用 

例２）遺伝子組換えでない大豆を主な原材料として使用した豆腐ハンバーグに、不分別と

うもろこしから製造されたコーンスターチをつなぎとしてごく少量（全原材料に占め

る重量比が５％未満）添加 
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② 分別生産流通管理を行っていない農産物を原材料として使用した食品表示基準別表第 17 に

掲げる加工食品以外の食品（油やしょうゆ等の義務表示の対象でない加工食品）を原材料と

して使用している場合 

例）遺伝子組換えでないばれいしょを主な原材料として使用したポテトチップスに、不分

別大豆から製造された大豆油を使用 

 表示例［大豆油を使用したポテトチップス］ 

× 誤った強調表示の例：（ばれいしょについては分別生産流通管理が行われたものであるが、

大豆油の原材料の大豆は不分別である場合） 

【強調表示】「遺伝子組換え原材料不使用」 

    ＋ 

【一括表示】 

名称     ○○ 

原材料名   ばれいしょ（遺伝子組換えでない）、 

大豆油、○○、×× 

・・・ 

又は 

名称     ○○ 

原材料名   ばれいしょ、大豆油、○○、×× 

・・・ 

※ 上の例の場合、主な原材料であるばれいしょについて分別生産流通管理が行われてい

ても、大豆油の原材料である大豆は分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物

ではないため、商品全体について「遺伝子組換え原材料不使用」との強調表示をするこ

とはできない。（このような強調表示をせず、上記のような一括表示だけであれば、可。） 

※ 大豆油は義務表示の対象品目ではないので、遺伝子組換えに関する表示を省略してい

る。 

◎ 正しい強調表示の例：（ばれいしょ、大豆油の原材料の大豆ともに、分別生産流通管理が

行われたものである場合） 

【強調表示】「遺伝子組換え原材料不使用」 

   ＋ 

【一括表示】 

名称     ○○ 

原材料名   ばれいしょ、大豆油、○○、×× 

・・・ 

又は 

名称     ○○ 

原材料名   ばれいしょ（遺伝子組換えでない）、 

       大豆油（遺伝子組換えでない）、○○、×× 

・・・ 

Ⅲ 分別生産流通管理 

（ＧＭ－40）～（ＧＭ－42）  ＜省略＞                  ［原－24］ 

 

（ＧＭ－43）「意図せざる遺伝子組換え農産物の一定の混入」とは、具体的にどのような値です

か。                                  ［原－29］ 

（答） 
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１ 「意図せざる遺伝子組換え農産物の一定の混入」は、大豆及びとうもろこしについては５％

以下です。「流通マニュアル」又はこれに準じた方法により分別生産流通管理が適切に行われた

場合には、混入率５％以下を目安とした取引が可能です。 

また、ばれいしょなどについては、現在のところ、大豆やとうもろこしと同様の目安はあり

ませんが、意図せざる混入の可能性自体を否定するものではありません。 

２ なお、当然のことながら、混入率５％以下というのは、分別生産流通管理が適切に行われた

という前提の上での、意図せざる遺伝子組換え農産物の一定の混入を意味しているのであり、

例えば、分別生産流通管理を確認していないが結果として遺伝子組換えの混入率が５％以下で

あった場合や、意図的に遺伝子組換え農産物を混入した場合などは違反となります。 

（ＧＭ－44）食品製造業者は分別生産流通管理証明書をいつまでに入手する必要がありますか。 

（答） 

適切に分別生産流通管理された対象農産物を原材料として使用した商品を製造し、販売する

場合、当該対象農産物が適切に分別生産流通管理されたものかどうか確認した上で使用しなけ

れば、不適正な表示となります。証明書は使用する前までに入手し、必ず内容を確認してくだ

さい。 

（ＧＭ－45）分別生産流通管理証明書は、電子媒体で取り扱ってもよいですか。 

（答） 

分別生産流通管理証明書は紙面での発行や保存が基本ですが、改ざん等のおそれがない電子

媒体による発行や保存も可能です。 

なお、紙面同様、発行者及び受け取った者が双方で２年以上保存してください。 

（ＧＭ－46）港湾サイロの日本国内流通時段階において、輸入業者が保税倉庫や港湾サイロでの

保管を倉庫業者に委託している場合、保管時の分別生産流通管理を行った旨の証明は、輸入業

者が行うのでしょうか。 

（答） 

輸入業者が委託している保税倉庫や港湾サイロでの保管についても、分別生産流通管理が行

われていることを証明する必要があります。この段階の証明については、例えば、委託を受け

ている倉庫業者が証明書を発行する、倉庫業者から作業報告書等で分別生産流通管理を行った

旨の報告を受けた輸入業者が証明書を発行するなどの方法が考えられます。 

 

Ⅳ 具体的な表示例等                        ［原－31］ 

（ＧＭ－47）遺伝子組換えに関する表示の具体的な表示例を示してください。 

（答） 

１ 大豆を主な原材料とする食品の表示例 

① 遺伝子組換え大豆を分別していない大豆を原材料としている場合 

名称      ○○ 

原材料名    大豆（遺伝子組換え不分別）、○○、△△ 

・・・ 

② 非遺伝子組換え大豆を原材料としている場合 

名称      ○○ 

原材料名    はだか麦、大豆、○○、△△ 

・・・ 

又は 

名称      ○○ 

原材料名    はだか麦、大豆（遺伝子組換えでない）、○○、△△ 

・・・ 
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２ とうもろこしを主な原材料とする食品の表示例 

① 遺伝子組換えとうもろこしを分別していないとうもろこしを原材料としている場合 

名称      ○○ 

原材料名    とうもろこし（遺伝子組換え不分別）、○○、△△ 

・・・ 

② 非遺伝子組換えとうもろこしを原材料としている場合 

名称      ○○ 

原材料名    とうもろこし、○○、△△ 

・・・ 

又は 

名称      ○○ 

原材料名    とうもろこし（遺伝子組換えでない）、○○、△△ 

・・・ 

３ ばれいしょ（ばれいしょでん粉、タピオカでん粉）を主な原材料とする食品の表示例 

①ア 遺伝子組換えばれいしょを分別していないばれいしょを原材料としている場合 

（ばれいしょでん粉 100％の場合） 

名称      ○○ 

原材料名    小麦粉、ばれいしょでん粉（遺伝子組換え不分別）、○○、△△ 

・・・ 

又は 

名称      ○○ 

原材料名    小麦粉、でん粉（ばれいしょ（遺伝子組換え不分別））、○○、△△ 

・・・ 

①イ 遺伝子組換えばれいしょを分別していないばれいしょを原材料としている場合 

（ばれいしょでん粉とタピオカでん粉を混合して使用している場合） 

名称      ○○ 

原材料名    小麦粉、でん粉（ばれいしょ（遺伝子組換え不分別）、タピオ

カ）、○○、△△ 

・・・ 

又は 

名称      ○○ 

原材料名    小麦粉、ばれいしょでん粉（遺伝子組換え不分別）、タピオカでん

粉、○○、△△ 

・・・ 

②ア 非遺伝子組換えばれいしょを原材料としている場合 

（ばれいしょでん粉 100％の場合） 

名称      ○○ 

原材料名    小麦粉、植物油脂、でん粉、○○、△△ 

・・・ 

又は 

名称      ○○ 

原材料名    小麦粉、植物油脂、ばれいしょでん粉、○○、△△ 

・・・ 
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又は 

名称      ○○ 

原材料名    小麦粉、植物油脂、でん粉（ばれいしょ（遺伝子組換えで

ない））、○○、△△ 

・・・ 

②イ 非遺伝子組換えばれいしょを原材料としている場合 

（ばれいしょでん粉とタピオカでん粉を混合して使用している場合） 

名称      ○○ 

原材料名    小麦粉、植物油脂、でん粉、○○、△△ 

・・・ 

又は 

名称      ○○ 

原材料名    小麦粉、植物油脂、でん粉（ばれいしょ、タピオカ）、○○、△△ 

・・・ 

又は 

名称      ○○ 

原材料名    小麦粉、植物油脂、ばれいしょでん粉、タピオカでん粉、○○、△

△ 

・・・ 

又は 

名称      ○○ 

原材料名    小麦粉、植物油脂、でん粉（ばれいしょ（遺伝子組換えでない）、タ

ピオカ）○○、△△ 

・・・ 

又は 

名称      ○○ 

原材料名    小麦粉、植物油脂、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、タピ

オカでん粉、○○、△△ 

・・・ 

 

（ＧＭ－48）遺伝子組換え食品に関する表示事項とアレルギー表示を併記する必要がある時の

表示方法を具体的に示してください。 

（答） 

次のような表示方法が可能です。 

① 「豆乳パフ（大豆を含む、大豆：遺伝子組換えでない）」 

② 「豆乳パフ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）」 

③ アレルゲンについては、個別表示と一括表示の併用はできないため、一括表示をする場合

はそれぞれ遺伝子組換え食品の表示（豆乳パフ（遺伝子組換えでない））とアレルギーの一括

表示をすることになります。 

（ＧＭ－49）遺伝子組換え表示に、「ＧＭＯ」という表現を使用することは可能ですか。 

（答） 

ＧＭＯは、Genetically Modified Organism の略ですが、ＧＭＯでは消費者に分からないおそ

れがありますので、一括表示事項欄には日本語で「遺伝子組換え不分別」等と表示してくださ

い。同様に、「遺伝子組換えでない」旨を表すものとして、「non－ＧＭ」等の表現も使用できま

せん。 
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（ＧＭ－50）高オレイン酸大豆の表示対象と表示例を教えてください。 
（答） 

１ 高オレイン酸大豆の場合、表示の対象は、 

① 高オレイン酸大豆 

② ①を主な原材料とするもの（脱脂されたことにより、高オレイン酸形質が除去されたものを

除く。） 

③ ②を主な原材料とするもの 

となります。 

したがって、高オレイン酸大豆を主な原材料として使用した場合には、油やしょうゆなど従

来表示義務がなかった品目やこれらを主な原材料とするものについても表示義務が生じること

となります。 

なお、主な原材料の範囲は、従来同様、上位３位かつ５％以上です。 

２ 高オレイン酸大豆を脱脂したものについては、高オレイン酸大豆を脱脂した脱脂大豆の組成

は、通常の脱脂大豆と相違がなく、オレイン酸を始め脂肪酸が除去されたにもかかわらず高オ

レイン酸である旨の表示を行うことは、消費者に誤認を与えかねないことから、当該脱脂大豆

及びこれを原材料とする加工食品については、高オレイン酸である旨の表示の対象からは除か

れています。（ただし、脱脂大豆及びこれを原材料とするものであって、加工工程後も組み換え

られたＤＮＡ又はこれによって生じたたんぱく質が検出可能なものとして食品表示基準別表第

17 に掲げる加工食品については、「食用大豆油（遺伝子組換え）」等の遺伝子組換えに関する表

示の対象となります。） 

３ 具体的な表示例は以下のとおりです。 

① 高オレイン酸大豆を原材料とする大豆油 

 

 

 

又は 

 

 

 

 

② 高オレイン酸遺伝子組換え大豆を原材料とする大豆油を主な原材料とする食品 

 

 

 

 

又は 

 

 

 

 

③ 高オレイン酸大豆を意図的に混合した大豆を主な原材料とする食品 

 

 

 

 

  

名称    食用大豆油 

原材料名  食用大豆油（高オレイン酸遺伝子組換え） 

・・・ 

名称    食用大豆油 

原材料名  食用大豆油（大豆（高オレイン酸遺伝子組換え）） 

・・・ 

名称○○ 

原材料名小麦粉、食用大豆油（高オレイン酸遺伝子組換え）、△△ 

・・・ 

名称○○ 

原材料名小麦粉、食用大豆油（大豆（高オレイン酸遺伝子組換え））、△△ 

・・・ 

名称○○ 

原材料名大豆（高オレイン酸遺伝子組換えのものを混合）、小麦粉、△△ 

・・・ 



‐302‐ 

（ＧＭ－51）高リシンとうもろこしの表示対象と表示例を教えてください。 

（答） 

１ 高リシンとうもろこしの場合、表示の対象は、 

① 高リシンとうもろこし 

② ①を主な原材料とするもの（高リシン形質が除去されたものを除く。） 

③ ②を主な原材料とするもの 

となります。 

高リシンとうもろこしを使用した油については、オレイン酸と異なりリシンが油中に残らな

いことから、通常のとうもろこし同様に表示義務はありません。 

なお、主な原材料の範囲は、従来同様、上位３位かつ５％以上です。 

２ 高リシンの形質が除去された高リシン遺伝子組換えとうもろこしを使用した場合については、

通常のとうもろこしと相違がないことから、高リシンである旨の表示を行うことは、消費者に

誤認を与えかねないことから、当該とうもろこし及びこれを原材料とする加工食品については、

高リシンである旨の表示の対象からは除かれています。 

３ 具体的な表示例は、（ＧＭ－50）を参照してください。 

（ＧＭ－52）ステアリドン酸産生大豆の表示対象と表示例を教えてください。 

（答） 

１ ステアリドン酸産生大豆の場合、表示の対象は、 

① ステアリドン酸産生大豆 

② ①を主な原材料とするもの（脱脂されたことにより、ステアリドン酸産生形質が除去された

ものを除く。） 

③ ②を主な原材料とするもの 

となります。 

したがって、ステアリドン酸産生大豆を主な原材料として使用した場合には、油やしょうゆ

など従来表示義務がなかった品目やこれらを主な原材料とするものについても表示義務が生じ

ることとなります。 

なお、主な原材料の範囲は、従来同様、上位３位かつ５％以上です。 

２ ステアリドン酸産生大豆を脱脂したものについては、ステアリドン酸産生大豆を脱脂した脱

脂大豆の組成は、通常の脱脂大豆と相違がなく、ステアリドン酸を始め脂肪酸が除去されたに

もかかわらずステアリドン酸産生である旨の表示を行うことは、消費者に誤認を与えかねない

ことから、当該脱脂大豆及びこれを原材料とする加工食品については、ステアリドン酸産生で

ある旨の表示の対象からは除かれています。（ただし、脱脂大豆及びこれを原材料とするもので

あって、加工工程後も組み換えられたＤＮＡ又はこれによって生じたたんぱく質が検出可能な

ものとして食品表示基準別表第 16 に掲げる加工食品については、「食用大豆油（遺伝子組換え）」

等の遺伝子組換えに関する表示の対象となります。） 

３ 具体的な表示例は（ＧＭ－50）を参照してください。 

 

Ⅴ 表示禁止事項                           ［原－39］ 

（ＧＭ－53）以下のような表示は可能ですか。 

① 「遺伝子組換え飼料不使用牛乳（卵）」 

② 「遺伝子組換えでない牛乳（卵）」 

（答） 

（①について） 

食品表示基準第３条第１項の表の原材料名の項の規定では、一括表示事項欄の原材料名欄に

は使用した原材料を表示することとしており、牛乳（卵）の原材料に当たらない飼料の表示は

できません。したがって、①の例のように、「遺伝子組換え飼料不使用牛乳（卵）」といった遺

伝子組換えに関する表示を一括表示事項欄に表示することはできません。 
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なお、遺伝子組換え飼料（とうもろこしなど）については、組み換えられたＤＮＡ等は家畜

体内で消化酵素により分解されてしまい、牛乳や卵には残らないため、遺伝子組換えに関する

表示を義務付けることは難しいと考えていますが、①のような表示を一括表示事項欄の欄外に

任意で表示することは可能です。 

（②について） 

また、②の例のように、「遺伝子組換えでない牛乳（卵）」という表示は、現時点では、遺伝

子組換え技術を用いて作られた牛乳（卵）が流通しているような誤解を与えることから表示で

きません。 

（ＧＭ－54）遺伝子組換え農産物が存在しない農産物について、以下のような表示を行うこと

はできますか。 

「この○○は遺伝子組換えと関係ありません。」 

「この○○は遺伝子組換えの対象となっておりません。」 

「この○○は遺伝子組換えではありません。」 

「遺伝子組換え○○を使用していません。」 

（答） 

これらの表示については、当該製品に使用した農産物のみが遺伝子組換えでないと消費者に

誤解されるため、食品表示基準第９条において表示禁止事項に当たるとされており、表示でき

ません。 

なお、一般に当該農産物については遺伝子組換えのものが存在していないということを表示

することは可能です。（例現在のところ、小麦や米については、遺伝子組換えのものは流通して

いません。） 

Ⅵ 表示の監視                            ［原－40］ 

（ＧＭ－55）遺伝子組換え表示の監視はどのように行われるのですか。 

（答） 

遺伝子組換え食品の表示には「遺伝子組換え」（義務表示）「遺伝子組換え不分別」（義務表示）

及び「遺伝子組換えでない」（任意表示）の３通りがあります。 

この遺伝子組換え食品の表示の監視及び検証は「遺伝子組換えでない」（任意表示）または記

載の無いものについて、その原料となる大豆やとうもろこしが分別生産流通管理がなされてい

る旨の書類が整っていることの確認を行います。この確認が出来なければ、分別生産流通管理

が十分になされていないこととなり、「遺伝子組換え不分別」と表示する必要があります。 

なお、このように、遺伝子組換え食品の表示の監視は、書類の確認（社会的検証）が基本で

すが、これに先立って、科学的検証の手法で、対象を絞り込むこととしています。 

 

（ＧＭ－56）加工食品の遺伝子組換え作物に係る定量検査法は確立しているのでしょうか。 

（答） 

定量ＰＣＲ等で遺伝子組換え作物の含有率を推定できるのは、現在のところ、大豆やとうも

ろこしの穀粒及びごく一部の加工度の低い加工食品に限られており、ほとんどの加工食品につ

いては、遺伝子組換え作物の含有量の直接の検知方法は確立していませんが、関係機関におい

て開発が行われており、可能なものから順次、検知方法を確立していくこととしています。 
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（ＧＭ－57）非遺伝子組換え大豆、とうもろこし及びばれいしょ加工品を分別生産流通管理し、

「遺伝子組換えでない」旨の表示を付したものについて、５％を超える遺伝子組換えの混入

があることが判明した場合など、不適正な表示については、どのような措置がとられるので

すか。 

（答） 

１ ５％を超える遺伝子組換えのものの混入があることが判明した場合には、適切な分別生産流

通管理が実施されていないおそれがあります。 

また、大豆やとうもろこしの場合の混入率５％以下は分別生産流通管理が適切に行われた前

提の上で認められるものであり、例えば、分別生産流通管理を確認していないが結果として遺

伝子組換えの混入率が５％以下であった場合や、意図的に遺伝子組換え作物を混入した場合に

は「遺伝子組換え不分別」又は「遺伝子組換え」と表示する必要があり、「遺伝子組換えでない」

という表示は不適正な表示であるといえます。 

２ このような場合には、必要に応じ、生産・流通の過程を遡って、証明書、伝票、分別流通の

実際の取扱い等をチェックし、分別生産流通管理が適切に実施されたかを確認した上で、不十

分な場合にはその結果に応じて、食品表示法に基づき指示、命令、罰則等、所要の措置を講ず

ることとなります。 

参考図表１ 【図：遺伝子組換え食品の表示方法】 

(1) 従来のものと組成、栄養価等が著しく異なるもの 

（高オレイン酸大豆及びこれを原材料とする大豆油等） 

→ 「大豆（高オレイン酸遺伝子組換え）」等の義務表示 

(2) 従来のものと組成、栄養価等が同等のもの 

① 加工後も組み換えられたＤＮＡ又はこれによって生じたたんぱく質が検出できる加

工食品（豆腐、コーンスナック菓子等） 

ア 分別生産流通管理が行 

われた遺伝子組換え農産     「大豆（遺伝子組換え）」等の義務表示 

物を原材料とする場合 

 

イ 遺伝子組換え農産物と 

非遺伝子組換え農産物が     「大豆（遺伝子組換え不分別）」等の義務表示 

不分別の農産物を原材料       

とする場合        

 

ウ 分別生産流通管理が行 

われた非遺伝子組換え農     「大豆（遺伝子組換えでない）」等の任意表示 

産物を原材料とする場合 

② 加工後に組み換えられたＤＮＡ及びこれによって生じたたんぱく質が残存しない（とさ

れる）加工食品（大豆油、しょうゆ等）→ 表示不要（任意表示） 

 

（次頁に続く） 
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参考図表２ 【表：遺伝子組換え食品の義務表示対象品目リスト】 

食品の分類 義務表示の対象品目 表示方法 

① 従来のものと組

成、栄養価等が著しく

異なる遺伝子組換え農

産物及びこれを原材料

とする加工食品 

① 高オレイン酸大豆、高リシンとうもろこ

し、ステアリドン酸産生大豆 

② ①を主な原材料とするもの（当該形質を有

しなくなったものを除く。） 

③ ②を主な原材料とするもの 

「大豆（高オレイン

酸遺伝子組換え）」

等の義務表示 

 

②  従来のものと組

成、 

栄養価等が同等である

遺伝子組換え農産物が

存在する作目（大豆、

とうもろこし、ばれい

しょ、菜種、綿実、ア

ルファルファ、てん

菜、パパイヤ）に係る

農産物及びこれを原材

料とする加工食品であ

って、加工工程後も組

み換えられたＤＮＡ又

はこれによって生じた

たんぱく質が残存する

もの材料とするもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農産物８つ 

大豆（枝豆、大豆もやしを含む。）、とうもろこ

し、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルフ

ァ、てん菜、パパイヤ 

加工食品 33 食品群 

(1) 豆腐・油揚げ類 

(2) 凍り豆腐、おから及びゆば 

(3) 納豆 

(4) 豆乳類 

(5) みそ 

(6) 大豆煮豆 

(7) 大豆缶詰及び大豆瓶詰 

(8) きな粉 

(9) 大豆いり豆 

(10) 1 から 9 までに掲げるものを主な原材料と

するもの 

(11) 調理用の大豆を主な原材料とするもの 

(12) 大豆粉を主な原材料とするもの 

(13) 大豆たんぱくを主な原材料とするもの 

(14) 枝豆を主な原材料とするもの 

(15) 大豆もやしを主な原材料とするもの 

(16) コーンスナック菓子 

(17) コーンスターチ 

(18) ポップコーン 

(19) 冷凍とうもろこし 

(20) とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰 

(21) コーンフラワーを主な原材料とするもの 

(22) コーングリッツを主な原材料とするもの

（コーンフレーク除く。） 

(23) 調理用のとうもろこしを主な原材料とす

るもの 

(24) 16 から 20 までに掲げるものを主な原材料

とするもの 

(25) ポテトスナック菓子 

(26) 冷凍ばれいしょ 

・分別生産流通管理

が行われた遺伝子

組換え農産物を原

材料とする場合 

→ 「大豆（遺伝

子組換え）」等

の義務表示 

 

・遺伝子組換え農産

物と非遺伝子組換

え農産物が不分別

の農産物を原材料

とする場合 

→ 「大豆（遺伝

子 組 換 え 不 分

別）」等の義務

表示 

 

・分別生産流通管理

が行われた非遺伝

子組換え農産物を

原材料とする場合 

→ 「大豆（遺伝

子 組 換 え で な

い）」等の任意表

示 
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(27) 乾燥ばれいしょ 

(28) ばれいしょでん粉 

(29) 25 から 28 までに掲げるものを主な原材料

とするもの 

(30) 調理用のばれいしょを主な原材料とする

もの 

(31) アルファルファを主な原材料とするもの 

(32) 調理用のてん菜を主な原材料とするもの 

(33) パパイヤを主な原材料とするもの 

③ 従来のものと組

成、栄養価等が同等で

ある遺伝子組換え農産

物が存在する作目（大

豆、とうもろこし、ば

れいしょ、菜種、綿

実、アルファルファ、

てん菜）に係る農産物

を原材料とする加工食

品であって、組み換え

られたＤＮＡ及びこれ

によって生じたたん白

質が加工工程で除去・

分解等されることによ

り、食品中に残存しな

いもの 

しょうゆ 

大豆油 

コーンフレーク 

水飴 

異性化液糖 

デキストリン 

コーン油 

菜種油 

綿実油 

砂糖（てん菜を主な原材料とするもの） 

これらを主な原材料とする食品 

 

 

表示不要 

（ただし、表示する 

場合には、上記②

の表示方法に準じ

た方法で実施） 

 

 

 

（注１）「主な原材料」とは、全原材料中重量で上位３位までのもので、かつ、原材料及び添加物

の重量に占める割合が５％以上のもの。 

（注２）「分別生産流通管理」とは、非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で分別

管理し、その旨を書類により証明する管理の方法。意図せざる混入の目安は、大豆及びと

うもろこしについて、５％以下。 
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別添 ゲノム編集技術応用食品に関する事項  

＜令和元年 9 月 19 日新設＞ 
目    次                ［目次：原－44］ 

（ゲノム編集－１）ゲノム編集技術応用食品とはどのような食品ですか。・・・・・・・・３０７ 

（ゲノム編集－２）ゲノム編集技術応用食品は食品表示基準に基づく遺伝子組換え表示制度の対

象となりますか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０８ 

（ゲノム編集－３）遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品に関連する表示をす

ることはできますか。 

（ゲノム編集－４）「ゲノム編集技術応用食品でない」旨を表示することはできますか。また、表

示する場合に気を付けることはありますか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０９ 

（ゲノム編集－５）遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品に、「遺伝子組換えで

ない」と表示することはできますか。 

 

 

 

 

 

（ゲノム編集－１）ゲノム編集技術応用食品とはどのような食品ですか。 

（答） 

１ 「ゲノム編集技術とは、特定の機能を付与することを目的として、染色体上の特定の塩基配

列を認識する酵素を用いてその塩基配列上の特定の部位を改変する技術」をいい、 

①ゲノム編集技術によって得られた生物の全部若しくは一部、 

②当該生物の全部若しくは一部を含む物、 

③ゲノム編集技術によって得られた微生物を利用して製造された物又は当該物を含む物 

のいずれかに該当する物が「ゲノム編集技術応用食品」です（「ゲノム編集技術応用食品等の

食品衛生上の取扱要領」（令和元年９月19日生食発0919第７号厚生労働省大臣官房生活衛生・

食品安全審議官通知）。 

２ また、ゲノム編集技術は、一般的に、Ａ）標的とするＤＮＡを切断し、自然修復の過程で生

じた変異を得るもの、Ｂ）標的とするＤＮＡを切断し、併せて導入したＤＮＡを鋳型として修

復させ、変異を得るもの、Ｃ）標的とするＤＮＡを切断し、併せて導入した遺伝子を組み込む

ことで変異を得るものの３タイプに分類されます。 

３ なお、「ゲノム編集技術を利用して得られた食品等の食品衛生上の取扱いについて」（厚生

労働省薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会報告書（平成31年３月27日公

表））において、ゲノム編集技術応用食品には、利用した技術が食品衛生法上の組換えＤＮＡ

技術に該当するもの（食品表示基準上の遺伝子組換え食品に該当するもの）と該当しないもの

があります。 

遺伝子組換え食品に該当するゲノム編集技術応用食品は、規格基準（食品・添加物等の規格

基準（昭和34年厚生省告示第370号））に基づく安全性審査の手続を経る必要があり、一方、遺

伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品は、「ゲノム編集技術応用食品等の食品

衛生上の取扱要領」において、基本的に届出の対象とされています。届出制度の詳細は、厚生

労働省のウェブサイトを御確認ください。 
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（ゲノム編集－２）ゲノム編集技術応用食品は食品表示基準に基づく遺伝子組換え表示制度の

対象となりますか。 

（答） 

１ 「ゲノム編集技術を利用して得られた食品等の食品衛生上の取扱いについて」において、ゲ

ノム編集技術応用食品の中で、外来遺伝子及びその一部が除去されていないものは組換えＤＮ

Ａ技術に該当する技術を用いたものとされています。組換えＤＮＡ技術を利用して得られた食

品は、食品表示基準に基づく遺伝子組換え表示制度の対象となりますので、外来遺伝子及びそ

の一部が除去されていないゲノム編集技術応用食品は、遺伝子組換え食品として、食品表示基

準に基づく遺伝子組換え表示制度に従い表示を行うことになります。 

２ 一方、同報告書において、「ゲノム編集技術応用食品の中で、外来遺伝子及びその一部が残存

しないことに加えて、人工制限酵素の切断箇所の修復に伴い塩基の欠失、置換、自然界で起こ

り得るような遺伝子の欠失、さらに結果として１～数塩基の変異が挿入される結果となるもの」

は、食品衛生法上の組換えＤＮＡ技術に該当しない技術を用いたものとされています。これは、

「それらの変異は自然界で起こる切断箇所の修復で起こる変化の範囲内」のもので、組換えＤ

ＮＡ技術に該当しない従来の育種技術（例えば、放射線照射や薬剤により人為的に不特定のＤ

ＮＡを切断し、自然修復の過程で生じた変異を得る突然変異誘発技術）でも起こり得るもので

あり、また、その変異の安全性の程度も、従来の育種技術を用いた場合と同程度と考えられる

ためです。 

食品表示基準上も、組換えＤＮＡ技術を利用していないものは遺伝子組換え食品に該当しま

せんので、このようなゲノム編集技術応用食品は食品表示基準に基づく遺伝子組換え表示制度

の対象外となります。 

（ゲノム編集－３）遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品に関連する表示を

することはできますか。 

（答） 

１ 遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品については、現時点では、ゲノム編

集技術によって得られた変異と従来の育種技術によって得られた変異とを判別し検知するため

の実効的な検査法の確立が困難であり、表示監視における科学的検証は困難であると考えられ

ます。 

また、国内における食品供給行程の各段階における分別流通等の管理方法が確立されておら

ず、国際的にもゲノム編集技術応用食品に係る表示に必要な情報を十分に得ることが難しい現

状において、ある食品がゲノム編集技術を利用して得られた食品かどうか、ある加工食品がゲ

ノム編集技術を利用して得られた食品を使用しているかどうかを確認することができないため、

書類確認を基本とする社会的検証による表示監視でその真正性を担保することは困難であり、

実効的な監視体制を確保することはできないと考えられます。 

そのため、遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品及びそれを原材料とする

加工食品について、食品関連事業者に表示を義務付けることは現時点では妥当でないと考えら

れます。 

２ 一方で、ゲノム編集技術応用食品であるか否かを知りたいと思う消費者が一定数いることか

ら、適切に情報提供がなされる場合には、食品関連事業者がゲノム編集技術応用食品に関する

表示を行うことは可能です。ゲノム編集技術応用食品であることの情報提供をする場合は、食

品関連事業者自らが、食品供給行程の各段階における流通管理に係る取引記録その他の合理的

な根拠資料に基づき、適正な情報提供を通じて消費者の信頼を確保することが必要となります。 

なお、消費者の自主的かつ合理的な選択の観点からは、厚生労働省に届出されて同省のウェ

ブサイトで公表されたゲノム編集技術応用食品又はそれを原材料とする食品であることが明ら

かな場合には、積極的に情報提供するよう努めるべきと考えます。 
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３ ゲノム編集技術を始めとする新たな育種技術については、国内外で研究開発が進められてい

る分野であることから、今後、消費者庁は、流通実態や諸外国の表示制度に関する情報収集も

随時行った上で、新たな知見等が得られた場合には、表示の義務付けも視野に入れつつ、必要

に応じて取扱いの見直しを検討いたします。 

（ゲノム編集－４）「ゲノム編集技術応用食品でない」旨を表示することはできますか。また、

表示する場合に気を付けることはありますか。 

（答） 

１ ゲノム編集技術応用食品でない食品又はそれを原材料とする加工食品に「ゲノム編集技術応

用食品でない」と表示することについては、それが適切になされる限りにおいて、消費者の自

主的かつ合理的な選択の機会の確保に資するものであると考えられるため、特に禁止されるも

のではありません。 

２ ただし、現時点では、ゲノム編集技術を利用したかどうかの確認を科学的に検証して行うこ

とはできないため、表示に係る適切な管理体制を有しない食品関連事業者が「ゲノム編集技術

応用食品でない」旨の表示を安易に行うことは望ましくないと考えます。このため、「ゲノム編

集技術応用食品でない」旨を表示する場合にあっては、食品関連事業者自らが、食品供給行程

の各段階における流通管理に係る取引記録その他の合理的な根拠資料に基づき、適正な情報提

供を通じて消費者の信頼を確保することが必要となります。 

３ 「ゲノム編集技術応用食品でない」旨を表示するためには、例えば、以下のような根拠資料

を有しておくことが有用と考えられます。 

① 農産物について、種苗会社による種子に関する証明を起点として、生産段階から製造・販

売まで、他の品種と混ざらないように管理されたことが確認できる書類 

② 水産物について、稚魚に関する証明を起点として、稚魚の養殖段階から製造・販売まで、

他の漁港や養殖場から出荷されたものと混ざらないように管理されたことが確認できる書類 

ここに挙げたものはあくまで一例であって、適正な情報提供を担保するための具体的な根拠

資料については、あくまで個々のゲノム編集技術応用食品の態様や生産・流通実態などに即し

て、食品関連事業者が適切に判断することが必要です。 

４ なお、複数の原材料から組成される加工食品に「ゲノム編集技術応用食品でない」旨を表示

しようとする場合は、上記３の考え方に従って、どの原材料がゲノム編集技術応用食品でない

のかを明確にして表示するか、全ての原材料について、ゲノム編集技術応用食品でないことが

合理的に説明できることが必要です。 

（ゲノム編集－５）遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品に、「遺伝子組換え

でない」と表示することはできますか。 

（答） 

１ 「遺伝子組換えでない」旨の表示は、食品表示基準の規定に従って表示してください。 

２ ただし、現時点においては、ゲノム編集技術と組換えＤＮＡ技術の違いについて消費者が必

ずしも十分理解しているとは言い難いことから、食品表示基準の規定に従って「遺伝子組換え

でない」旨の表示をする際には、併せて（ゲノム編集－３）の記載に従って、遺伝子組換え食

品に該当しないゲノム編集技術応用食品である旨の情報提供をすることが消費者の自主的かつ

合理的な選択の機会の確保に資するものと考えます。このような食品が厚生労働省に届出され

て同省のウェブサイトで公表されたゲノム編集技術応用食品又はそれを原材料とする食品であ

ることが明らかな場合には、（ゲノム編集－３）と同様に消費者へ積極的に情報提供するよう努

めるべきと考えます。 

３ 消費者庁としては、ゲノム編集技術と組換えＤＮＡ技術の違いや食品表示制度上の取扱いな

どについて、消費者が正しく理解できるよう、関係省庁とも連携して情報発信に努めたいと考

えています。 

  



‐310‐ 

別添 原料原産地表示(別表 15 の１～６） 

目     次                  [目次：原－45] 

Ⅰ 制度全般・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１２ 

（全般－１）原料原産地表示とはどのようなものですか。 

（全般－２）原料原産地表示の義務付けの発端を教えてください。 

（全般－３）平成 16 年９月の改正の概要を・・・＜省略＞ 

（全般－４）平成 19年 10 月の改正の概要を・・・＜省略＞ 

（全般－５）平成 23 年３月の改正の概要を・・・＜省略＞ 

（全般－６）平成 29 年９月の改正の概要を教えてください。 

（全般－７）インストア加工した一般用加工食品を販売する際、原料原産地表示は必要ですか。 

（（加工－195）と同じ。） 

（全般－８）表示面積の小さい食品に、原料原産地表示は必要ですか。 

（全般－９）輸入した加工食品に原料原産地表示は必要ですか。 

（全般－10）「原材料及び添加物に占める重量の割合が最も高い生鮮食品で、かつ、当該割合が

50％以上であるもの」の原産地を表示することと規定していますが、「原材料」ではなく「生

鮮食品」としている理由について教えてください。 

Ⅱ 食品表示基準別表 15 の１～６                      

（農産物を加工したもの食品表示基準別表第 15 の１の（１）～（９）） 

１ 乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実（フレーク状又は粉末状にしたものを除く。） 

＜以下の問以外は菓子に関係しないため省略＞ 

（問１－９）乾燥ナッツ類は、乾燥果実に該当しますか。・・・・・・・・・・・・・・・３１５ 

（問１－10）製菓材料としてドライフルーツを細断したものは、乾燥果実に該当しますか。 

（問１－12）バルク輸入したかんしょ蒸し切り干しを国内で再度風乾したものに原料原産地表示

は必要ですか。 

２ 塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実（農産物漬物を除く。）  ＜省略＞ 

３ ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん（缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品

に該当するものを除く。）   ＜以下の問以外は菓子に関係しないため省略＞ 

（問３－１）食品表示基準別表第 15 の 1 の「（３） ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並

びにあん（缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。）」の範囲を教えてく

ださい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１６ 

（問３－６）あんに砂糖を加えた練りあんは、該当しますか。 

（問３－８）ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあんを冷凍したものは、該当しま

すか。 

４ 異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実その他野菜、果実及びきのこ類を異種混

合したもの（切断せずに詰め合わせたものを除く。）  ＜省略＞ 

５ 緑茶及び緑茶飲料  ＜省略＞ 

６ もち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１７ 

（問６－１）食品表示基準別表第 15 の 1の「（６） もち」の範囲を教えてください。 

（問６－２）米粉やとうもろこしでん粉などを原料とするもちは、該当しますか。 

（問６－３）あんを入れた草もちは、該当しますか。 
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（問６－４）砂糖が入ったもちは、該当しますか。 

（問６－５）食品表示基準と米トレーサビリティ法との関係はどのようになっていますか。 

７ いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類・・・・・・・・・・・・ ３１８ 

（問７－１）食品表示基準別表第 15 の 1 の「（７） いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及

びいり豆類」の範囲を教えてください。 

（問７－２）生の落花生を塩水に浸漬した後、炒っている「味付け落花生」についても該当しま

すか。 

（問７－３）炒ったり、揚げたりした後で砂糖を絡めたものは該当しますか。 

（問７－４）あげ落花生の対象について教えてください。 

８ 黒糖及び黒糖加工品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１８ 

（問８－１）食品表示基準別表第 15 の 1 の「（８） 黒糖及び黒糖加工品」の範囲を教えてくださ

い。 

（問８－２）黒糖とはどのようなものですか。 

（問８－３）黒糖の原料原産地表示はどのように表示すればよいですか。 

（問８－４）黒糖加工品の対象について教えてください。 

（問８－５）黒糖加工品の原料原産地表示はどのように表示すればよいですか。 

（問８－６）さとうきびの搾り汁に粗糖、糖みつを加えて製造した加工黒糖について、原材料及

び添加物に占めるさとうきびの搾り汁の重量の割合は、どのように判断するのですか。 

（問８－７）黒糖加工品に黒砂糖（国産）と原料原産地表示をすることは問題ありませんか。 

９ こんにゃく  ＜省略＞ 

10～14 （畜産物を加工したもの食品表示基準別表第 15 の 1 の（10）～（14））  ＜省略＞ 

15～21 （水産物を加工したもの食品表示基準別表第 15 の 1 の（15）～（21））  ＜省略＞ 

22   （農畜水産物を混合したもの食品表示基準別表第 15 の 1 の（22））    ＜省略＞ 

23 おにぎり   ＜省略＞ 

Ⅲ 表示方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２０ 

（表示方法－１）原料原産地の基本的な表示方法について教えてください。 

（表示方法－２）原材料及び添加物に占める重量の割合が 50％以上を占めるものと同じような原

材料が使われており、原材料に占める重量の割合が 50％以上を占めるものが特定しにくい場

合についての表示の方法について教えてください。 

（表示方法－３）食品表示基準別記様式１の枠外に原料原産地を表示する場合についての表示の

方法を教えてください。 

（表示方法－４）複数の原料原産地を表示する場合の表示の方法について教えてください。 

（表示方法－５）複数国の原料を混合して製造する等、原産地の重量割合が商品ごとに特定でき

ない場合についての表示の方法について教えてください。 

（表示方法－６）産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような用語について教

えてください。 

（表示方法－７）一括表示欄外の例えば商品名の近くに特定の原産地の原材料を使用している旨

を強調表示する際には、特色のある原材料等の表示の規定に従って、使用割合を表示するこ

とが必要ですか。 

（表示方法－８）牛肉 60％、・・・＜省略＞ 

（表示方法－９）大豆水煮など、遺伝子組み換えに関する表示義務が課せられている加工食品に

ついて、どのように原料原産地表示を行えばよいですか。 



‐312‐ 

（表示方法－10）輸入した原料を混合して製造するものであって、調達先が頻繁に変わるなど、

例外的に原料の原産地ごとの重量割合が商品ごとに特定できない場合の表示の方法を教えて

ください。 

 

 

 

Ⅰ 制度全般                             ［原－1］ 

（全般－１）原料原産地表示とはどのようなものですか。 

（答） 

加工食品とは、野菜や精肉、鮮魚を始めとする生鮮食品などを原料として製造又は加工され

た食品です。原料原産地表示とは、加工食品の原料に使われた一次産品（農畜水産物）の原産

地に関する表示のことです。 

（全般－２）原料原産地表示の義務付けの発端を教えてください。 

（答） 

１ 原料調達先の多様化・グローバル化が進展する中、食品の品質に関する消費者の関心が高ま

り、国内で製造・加工される加工食品の原料の原産地についても品質に関する情報として重要

視されるようになってきていました。 

２ 加工食品の中には、原料の原産地によって商品が差別化されるものがありますが、そのよう

な商品について加工地を強調することで消費者に原料の原産地と誤解を与えるような産地表示

が行われているものがあり、これら特定の品目について原料原産地表示の要望が強く寄せられ

ていました。このため、加工食品の品目ごとの製造・流通実態等を踏まえた検討が行われ、平

成 12 年３月に「原料原産地の表示のあり方」（加工食品の原料原産地表示検討委員会報告）が

示されました。 

３ この報告を踏まえ、まず、梅干しとらっきょう漬けに原料原産地表示を義務付ける品質表示

基準が平成 12 年 12 月に策定されました。以降、個別品目ごとの検討を経て、平成 15 年３月ま

でに農産物漬物やうなぎ蒲焼等の８品目について、原料原産地の表示が義務付けられてきたと

ころです。 

※ 当初の原料原産地表示対象品目 

農産物漬物 

乾燥わかめ 

塩蔵わかめ 

塩干魚類 

塩蔵魚類 

うなぎ加工品 

かつお削りぶし 

野菜冷凍食品 

４ その後、幾たびかの改正を経て、現在の表示対象品目は以下とおり、２２の加工食品群と 4

つの個別品目に拡大されています。＜(全般－3～5)を取りまとめ＞ 

 

（次頁に続く） 
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※平成 23年３月改正後の原料原産地表示対象品目 

＜加工食品群＞ 

１ 乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実（フレーク状又は粉末状にしたものを除く。） 

２ 塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実（農産物漬物品質表示基準（平成 12 年 12 月

28 日農林水産省告示第 1747 号）第２条に規定する農産物漬物を除く。） 

３ ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん（缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ

食品に該当するものを除く。） 

４ 異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実その他野菜、果実及びきのこ類を異

種混合したもの（切断せずに詰め合わせたものを除く。） 

５ 緑茶及び緑茶飲料 

６ もち 

７ いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類 

８ 黒糖及び黒糖加工品 

９ こんにゃく 

10 調味した食肉（加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。） 

11 ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵（缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するも

のを除く。） 

12 表面をあぶった食肉 

13 フライ種として衣をつけた食肉（加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを

除く。） 

14 合挽肉その他異種混合した食肉（肉塊又は挽肉を容器に詰め、成形したものを含む。） 

15 素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干のり、焼きのりその他干した海藻

類（細切若しくは細刻したもの又は粉末状にしたものを除く。） 

16 塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類 

17 調味した魚介類及び海藻類（加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するもの並びに

缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。） 

18 こんぶ巻 

19 ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類（缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するも

のを除く。） 

20 表面をあぶった魚介類 

21 フライ種として衣をつけた魚介類（加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するもの

を除く。） 

22 ４又は 14 に掲げるもののほか、生鮮食品を異種混合したもの（切断せずに詰め合わせた

ものを除く。） 

＜個別品目＞ 

農産物漬物、野菜冷凍食品、うなぎ加工品、かつお削りぶし 

 

（全般－３）平成 16 年９月の改正の概要・・・＜省略＞ 

 

（全般－４）平成 19年 10 月の改正の概要・・・＜省略＞ 

 

（全般－５）平成 23 年３月の改正の概要・・・＜省略＞ 
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（全般－６）平成 29 年９月の改正の概要を教えてください。 

（答） 

 １ 背景、検討過程、改正概要 

 （背景） 

 （１）加工食品の原料原産地表示の拡大は、食品表示法案の検討に先立ち消費者 庁に設置され

た「食品表示一元化検討会」（平成 23 年 9 月～平成 24 年 8月）に おいて議論されましたが

結論を得ることができず、食品表示の一元化とは別 に検討することが適当とされ、検討課題

として積み残されていました。 このため、「消費者基本計画」（平成 27 年３月 24 日閣議決定）

及び「食料・ 農業・農村基本計画」（平成 27年３月 31 日閣議決定）において、「順次実態を 

踏まえた検討を行う」及び「実行可能性を確保しつつ拡大に向けて検討する」 とされていま

した。 

（２）このような中、平成 28 年１月に「加工食品の原料原産地表示制度に関する 検討会」（以下

「検討会」といいます。）を開催し、検討を開始しました。 

（検討過程） 

（３）検討会では、加工食品の原料原産地表示に関し、今後の対応方策について 幅広く検討する

こととされ、さらに、「日本再興戦略 2016」（平成 28 年６月２ 日閣議決定）において、「消費

者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確 保に資するよう、原料原産地表示について、全

ての加工食品への導入に向け、 実行可能な方策について検討を進める」とされ、全ての加工

食品への導入に 向けた実行可能な方策とは何かという観点も踏まえた検討が求められました。 

（４）関係団体、事業者、学識経験者などからヒアリングを行うほか、消費者調査、事業者調査、

現地調査なども併せて実施し、委員からは消費者への情報 提供の必要性、事業者の実行可能

性、消費者の誤認防止など様々な論点につ き、幅広い意見が出され、平成 28 年 11 月、「加

工食品の原料原産地表示制度 に関する検討会中間取りまとめ」が公表されました。 

（５）本中間取りまとめに沿って、全ての加工食品を義務表示の対象とする食品 表示基準改正案

を策定し、パブリックコメント手続、消費者委員会食品表示 部会での議論を経て、成案とな

りました。 

（改正概要） 

（６）国内で製造した全ての加工食品を対象に、原材料に占める重量割合がも 高い原材料（重量

割合上位１位の原材料）について、原産地を表示すること を義務付けました。 

（７）表示方法は、対象原材料の産地について、現行の表示方法と同様に、国別 に重量割合の高

いものから順に国名を表示することを原則としつつ、産地切 替えなどのたびに容器包装の変

更が生ずるなど、現行の表示方法による表示 が困難な場合には、 ①原材料の産地として使

用する可能性のある複数国を、過去の使用実績等 における重量割合の高いものから順に「又

は」でつないで表示する方法 ②３以上の外国の原産地表示を「輸入」などと括って表示する

方法 を認め、また、対象原材料が加工食品の場合には、当該加工食品の原産地を 「○○製

造」と表示することとしました。 

（８）また、「おにぎり」を食品表示基準別表 15 の６に加え、「おにぎりののり」 の原産地を表

示することを義務付けました。 なお、現行で義務付けていた加工食品の原材料については、

これまでどお りの方法で表示することとし、新たな表示方法は適用されません。 

２ おにぎりののりが対象となった理由 

（１）おにぎりののりの原産地は、のりの生産者の意向も強く、消費者の商品選 択の上で重要な

情報と考えられ、また、おにぎりについては、サーマルシー ルの活用が一般的で事業者の実

行可能性が確認できたため、個別に規定され ている「農産物漬物」などと同様に、原料原産

地表示の対象としました。 
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（２）今後も、①消費者や関係者の要望が強い食品であって、②消費者の商品選 択の上で重要な

情報であり、③食品関連事業者の実行可能性が確認されれば、 原則として公開での検討を経

て、原料原産地表示の対象に追加してまいりま す。 

別表第 15（第３条、第 10 条関係）・・・＜省略＞ 

 

（全般－７）インストア加工した一般用加工食品を販売する際、原料原産地表示は必要です

か。                           （加工－195）と同じ。） 

（答） 

１ インストア加工した一般用加工食品の販売については、「食品を製造し、又は加工した場所で

販売する場合」とみなし、食品表示基準では原料原産地表示は要しないこととしています。 

２ ただし、仕入れ、切断、成形、解凍、小分け、再包装、温め直し等の行為については、イン

ストア加工には当たらないため、スーパーマーケット等のバッククヤード等で行った場合にあ

っても表示を行う必要があります。 

例えば、冷凍状態で仕入れたタレ付き肉を、スーパーマーケット等のバックヤード等で解凍、

小分け及び包装して販売する場合、原料原産地表示を含めた一般用加工食品の販売としての表

示が必要です。 

３ 調味する行為（塩味を付ける、しょう油をかける、ごまをふる等）、調理する行為（煮る、

焼く、揚げる等）等は、インストア加工に該当します。 

（全般－８）表示面積の小さい食品に、原料原産地表示は必要ですか。 

（答） 

表示可能面積がおおむね 30 平方センチメートル以下である場合には、原材料名等と同様、原

料原産地表示を省略することができます。 

（全般－９）輸入した加工食品に原料原産地表示は必要ですか。 

（答） 

輸入した加工品については既にその製品の製造国を「原産国名」として表示することが義務

付けられているため、原料原産地名の表示については必要ありません。 

（全般－10）「原材料及び添加物に占める重量の割合が最も高い生鮮食品で、かつ、当該割合が

50％以上であるもの」の原産地を表示することと規定していますが、「原材料」ではなく「生

鮮食品」としている理由について教えてください。 

（答） 

「原材料」ではなく「生鮮食品」としている理由は、表示すべき原産地が当該生鮮農畜水産

物の原産地であることを明確にするためです。 

 

Ⅱ 食品表示基準別表 15 の１～６ 

（農産物を加工したもの食品表示基準別表第 15 の１の（１）～（９）） 

１ 乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実（フレーク状又は粉末状にしたものを除く。） 

（問１－１）～（問１－８）  ＜省略＞                  ［原－14］ 

 

（問１－９）乾燥ナッツ類は乾燥果実に該当しますか。 

（答） 

１ くり、ぎんなん、アーモンド、カシューナッツ、ピスタチオのようなナッツ類については果

実の範囲ですが、以下の①～③については、生鮮食品となります。 

① 収穫後調整、選別、水洗い、乾燥を行ったもの及び単に切断したもの 

② ①の皮を剥いたり、半割、スライスしたもの 
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③ 同種を混合したもの 

２ すなわち、ナッツ類を単に天日干し等で乾燥したものについては上記１の①に該当し、生鮮

食品となり、乾燥果実には該当しません。 

（問１－10）製菓材料としてドライフルーツを細断したものは、乾燥果実に該当しますか。 

（答） 

細断したドライフルーツであっても、元の農産物が何であるか判別できないような場合は乾

燥果実に該当しませんが、判別できる場合は、該当します。 

（問１－11）バルク輸入した乾燥きくらげを・・・＜省略＞ 

 

（問１－12）バルク輸入したかんしょ蒸し切り干しを国内で再度風乾したものに原料原産地表

示は必要ですか。 

（答） 

かんしょ蒸し切り干しを輸入し、国内で再度風乾したものは、国内で製品の内容を実質的に

変更する行為を行っていないため、製品の「原産国名」としてかんしょ蒸し切り干しを製造し

た国名の表示が必要です。 

（問１－13）バルク輸入したかんしょ蒸し切り干し・・＜省略＞ 

（問 1－14）生鮮野菜をブランチングして干した・・＜省略＞ 

 

２ 塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実（農産物漬物を除く。）  ＜省略＞ ［原－18］ 

３ ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん（缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品 

に該当するものを除く。）  ＜以下の３問以外は省略＞            ［原－19］ 

（問３－１）食品表示基準別表第 15 の１の「（３）ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類

並びにあん（缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。）」の範囲を教えて

ください。 

（答） 

１ 「ゆで、又は蒸した」とは、湯通し（ブランチング）のほか、水又は湯による素ゆで、塩を

加えた塩ゆで、蒸気による蒸しなどを施すことです。（商品分類上は「ゆで、又は蒸した」とい

う分類は存在しません。） 

２ 具体的には、湯通しして容器包装された山菜やきのこ、ゆでたじゃがいも、ふかしたさつま

いも、ゆでた大豆や小豆などのほか、大豆水煮、山菜水煮、たけのこ水煮などのいわゆる水煮

製品が該当します。 

３ また、以下のものは該当しません。 

① 缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品（食品表示基準別表第３に規定するレトルトパウチ食品

（プラスチックフィルム若しくは金属はく又はこれらを多層に合わせたものを袋状その他の

形状に成形した容器（気密性及び遮光性を有するものに限る。）に調製した食品を詰め、熱溶

融により密封し、加圧加熱殺菌したものをいう。「以下同じ。」））として販売されているもの 

② きのこ類、野菜及び豆類にしょうゆ、砂糖、みりんなどを加えて加熱したもの（砂糖類を

加えたゆであずき、煮豆、野菜の煮物など） 

４ あんについては、ゆでた豆類と同様に該当します。この場合の「あん」とは、商品分類に示

された豆類の調製品（72-8）の中のあん（72-801）のうち、生あん(72-8011)、乾燥あん(72-

8013)を指します。いわゆる小豆あんのほか、うぐいすあん、白あんも該当します。 

５ また、さつまいもを原料とした紫いもあんや、豆きんとん(72-8023)、野菜あんかけのいわゆ

る「あん」は該当しません。さらに、ねりあん（72-8012）については、砂糖を加えて調味を行

っていることから、３の②と同様、該当しません。 
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（問３－６）あんに砂糖を加えた練りあんは、該当しますか。 

（答） 

練りあんは生あんに砂糖を加えて加熱しながら練ったものであり、単にゆでたものとはみな

されないことから、該当しません。 

なお、製品で輸入された加糖あんを国内で小分け包装したものについては、製品の原産国名

の表示が義務付けられています。 

（問３－８）ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあんを冷凍したものは、該当し

ますか。 

（答）冷凍したものであっても該当します。 

４ 異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実その他野菜、果実及びきのこ類を異種混

合したもの（切断せずに詰め合わせたものを除く。）  ＜省略＞        ［原－22］ 

５ 緑茶及び緑茶飲料   ＜省略＞                     ［原－24］ 

６ もち                                  ［原－28］ 

（問６－１）食品表示基準別表第 15 の 1の「（６） もち」の範囲を教えてください。 

（答） 

もち米のみで又はもち米に米粉、とうもろこしでん粉等を加えて製造、包装したまるもち、

のしもち、切りもち、鏡餅等が該当します。草餅、豆餅のように、よもぎや豆を練り込んで製

造された包装もちについても該当します。 

しかしながら、原材料及び添加物に占めるもち米の重量の割合が 50％に満たないものは、「も

ち」の範囲には含まれません。 

また、みたらし団子、白玉団子、大福もち、さくらもち、かしわもちのように砂糖などで調

味しているものやあんを入れたものは、和菓子の範囲と考えられるため該当しません。 

（問６－２）米粉やとうもろこしでん粉などを原料とするもちは、該当しますか。 

（答） 

１ もちについては、もち米から製造されるものと、米粉やとうもろこしでん粉などから製造さ

れるものがあり、両者は明らかに品質に差がある一方、米粉やとうもろこしでん粉の産地によ

って品質に差があるとは考えにくい状況にあります。こうしたことから、米粉やとうもろこし

でん粉などから製造されたもちは、食品表示基準別表第 15 の１の「（６）もち」に該当しない

ものとしています。 

なお、もち米と米粉等を混合した場合、使用したもち米の重量が 50％以上である場合には食

品表示基準別表第 15 の１の「（６）もち」に該当します。 

２ なお、もち米粉又はとうもろこしでん粉を用いた場合、原材料名に「もち米粉」又は「とう

もろこしでん粉」である旨明確に表示することが必要です。 

（問６－３）あんを入れた草もちは、該当しますか。 

（答）草もちにあんを入れたものは和菓子の範囲と考えられるため、該当しません。 

（問６－４）砂糖が入ったもちは、該当しますか。 

（答）砂糖が入ったもちについては、和菓子の範囲と考えられるため、該当しません。 

（問６－５））食品表示基準と米トレーサビリティ法との関係はどのようになっていますか。 

（答） 

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（平成 21 年法律第 26 号。

以下「米トレーサビリティ法」といいます。 ）により、米穀事業者は指定米穀等の米穀又は米

加工品の原料米穀の産地を一般消費者に伝達する必要があります。 
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また、同法により、重量割合上位１位の原材料の原産地が表示（情報伝達）されている場合、

食品表示基準の原料原産地表示の規定は適用されません。 

ただし、、原材料及び添加物に占めるもち米の割合が 50％以上であり、食品表示 基準別表第

15 の１の「（６）もち」に該当する場合は、米トレーサビリティ法の対象外とされているので、

引き続き食品表示基準に定められた表示を行なってください。 

 

７ いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類          ［原－30］ 

（問７－１）食品表示基準別表第 15 の１の「（７） いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生

及びいり豆類」の範囲を教えてください。 

（答） 

商品分類のいりさや落花生(72-8113)、いり落花生(72-8114)、いり豆類（落花生を除く。）

(72-812)を指します。具体的には、素炒りした落花生（さやつき、さやなし）、素炒りした大豆、

素炒りしたそらまめなどが該当します。また、炒った豆類に塩味をつけたものであっても該当

します。 

（問７－２）生の落花生を塩水に浸漬した後、炒っている「味付け落花生」についても該当し

ますか。 

（答） 

問のように、塩水に浸してから炒ったものについても、炒った豆類に塩味をつけたものと同

様、該当します。 

（問７－３）炒ったり、揚げたりした後で砂糖を絡めたものは、該当しますか。 

（答） 

炒ったり、揚げたりした後で、砂糖を絡めたものについては、該当しません。 

（問７－４）あげ落花生の対象について教えてください。 

（答） 

商品分類や日本食品標準成分表においてバターピーナッツとされているものを含めて、油で

あげた上で塩味などをつけた落花生（種皮の有無を問わない）が対象になります。 

 

８ 黒糖及び黒糖加工品                           ［原－31］ 

（問８－１）食品表示基準別表第 15 の１の「（８）黒糖及び黒糖加工品」の範囲を教えてくだ

さい。 

（答） 

１ 別表 15 の１の（８）黒糖とは、さとうきびの搾り汁に中和、沈殿等による不純物の除去を行

い、煮沸による濃縮を行った後、糖みつ分の分離等の加工を行わずに、冷却して製造した砂糖

で、固形又は粉末状のものをいい、黒砂糖と同じものです。 

一方、濃縮したさとうきびの搾り汁から糖みつを分離して結晶化した粗糖と糖みつ等を原料

としたもの等は、黒糖ではありません。 

２ 別表 15 の１の（８）黒糖加工品は、製品の原材料及び添加物に占める黒糖の重量の割合が

50％以上のものが対象となります。具体的には黒糖に水などを混合した「黒糖みつ」や水あめ、

塩、しょうがなどを混合した「黒糖菓子」などが該当します。一方、製品の原材料及び添加物

のうち、黒糖の重量の割合が 50％未満である黒糖パン、黒糖まんじゅう及び黒糖かりんとうな

どは、黒糖加工品に含まれません。 

（問８－２）黒糖とはどのようなものですか。 

（答） 

黒糖とは、さとうきびの搾り汁に中和、沈殿等による不純物の除去を行い、煮沸による濃縮

を行った後、糖みつ分の分離等の加工を行わずに、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状

のものをいい、黒砂糖と同じものです。 
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国内では主に沖縄県や鹿児島県で製造されているほか、中国やタイなどで製造された黒糖が

輸入されています。 

（問８－３）黒糖の原料原産地表示はどのように表示すればよいですか。 

（答） 

黒糖の場合は、原材料であるさとうきびの産地を原料原産地として表示してください。 

その際、具体的には、原材料名欄に「さとうきび（○○産）」、「さとうきび（日本（沖縄産）、

タイ、中国）」などと表示することになります。 

① 国産品にあっては、「国産」又は都道府県名その他一般に知られている地名を表示すること

ができます。 

② 輸入品にあっては、「原産国名」を表示します。 

（問８－４）黒糖加工品の対象について教えてください。 

（答） 

製品の原材料及び添加物に占める黒糖の重量の割合が 50％以上の黒糖加工品が該当します。

具体的には、 

① 黒糖に水などを混合した「黒糖みつ」 

② 黒糖に水あめ、塩、生姜などを混合した「黒糖菓子」 

③ 黒糖に粗糖や糖みつを混合した「加工黒糖」 

などが該当します。 

一方、製品の原材料及び添加物のうち、黒糖の重量の割合が 50％未満である黒糖パン、黒糖

まんじゅう及び黒糖かりんとうなどは、該当しません。 

（問８－５）黒糖加工品の原料原産地表示はどのように表示すればよいですか。 

（答） 

１ 黒糖加工品には、さとうきびから製造するものと黒糖を原材料として製造するものがありま

すが、いずれもさとうきびの産地を原料原産地として表示してください。 

２ その際、さとうきびから製造した製品では原材料名欄に「さとうきび（○○産）」と表示する

ことになります。 

３ 他方、黒糖を原材料として製造した黒糖加工品の場合、基本的に原材料名欄に「黒糖（さと

うきび（○○産））」と表示してください。 

４ 本来「黒糖（さとうきび（○○産））」と表示することが基本ですが、表示が煩雑で見にくく

なることを考慮し、さとうきびの産地と黒糖の製造地が同一の場合に限り、「黒糖（○○産）」

のように表示することも可能です。 

一方、さとうきびの産地と黒糖の製造地が異なる場合、後者を原産地として表示すると原料

原産地表示が行われていないものとして、食品表示基準違反となりますので、この場合には、

原材料名欄に「黒糖（さとうきび（○○産））」のように表示するか、原料原産地名欄に「○○

産（さとうきび）」のように表示する必要があります。 

５ 複合原材料表示の場合などは、以下のように表示することとなります。 

例① 加工黒糖（黒糖（さとうきび（国産））、粗糖、糖みつ） 

例② 加工黒糖（黒糖（沖縄産）、粗糖、糖みつ） 

例③ 黒糖みつ（黒糖（沖縄産）） 

なお、例③は、黒糖みつの原材料が、黒糖と水のみの例です。 

（注）例②及び例③は、さとうきびの産地と黒糖の製造地が同一の場合の例です。 
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（問８－６）さとうきびの搾り汁に粗糖、糖みつを加えて製造した加工黒糖について、、原材料

及び添加物に占めるさとうきびの搾り汁の重量の割合は、どのように判断するのですか。 

（答） 

原材料として黒糖を使用せず、さとうきびの搾り汁から製造する加工黒糖の場合、さとうき

びの搾り汁の水分が除去されるなど重量に変化があることから、さとうきび搾り汁中のしょ糖

分を指標とし、製品全体に占めるさとうきび汁由来のしょ糖分の割合から判断してください。 

（問８－７）黒糖加工品に黒砂糖（国産）と原料原産地表示をすることは問題ありませんか。 

（答） 

黒砂糖と黒糖は同じものであるため、「黒砂糖（国産）」などの原料原産地表示が必要です。

なお、名称及び原材料において黒糖でないものを「黒砂糖」と表示することはできません。 

９ こんにゃく     ＜省略＞                      ［原－34］ 

10～14（畜産物を加工したもの食品表示基準別表第 15 の 10～14） ＜省略＞   ［原－37］ 

15～21（水産物を加工したもの食品表示基準別表第 15 の 15～21） ＜省略＞   ［原－53］ 

（農畜水産物を混合したもの） 

22 ４又は 14 に掲げるもののほか、生鮮食品を異種混合したもの  ＜省略＞  ［原－69］ 

（切断せずに詰め合わせたものを除く。） 

23 おにぎり   ＜省略＞                         ［原－70］ 

 

Ⅲ 表示方法                             ［原－71］ 

（表示方法－１）原料原産地の基本的な表示方法について教えてください。 

（答） 

１ 原材料及び添加物に占める重量の割合が 50％以上を占めるものが国産品であるものには、「国

産である旨」を、輸入品にあっては、「原産国名」を表示します。 

例えば、切り干しだいこんの場合、原材料及び添加物に占める重量の割合が 50％以上を占め

るものである「だいこん」の原産地を国名で表示します。 

２ ただし、原材料及び添加物に占める重量の割合が 50％以上を占めるものが国産品の場合、下

のような表示が可能です。 

① 原材料及び添加物に占める重量の割合が 50％以上を占めるものが農産物の場合 

国産である旨の表示に代えて都道府県名その他一般に知られている地名での表示が可能で

す。また、生鮮食品の場合と異なり、原料原産地表示では「国産」表示が原則なので、「国産」

よりも狭く限定された地域であれば表示可能となります。 

例えば、生鮮農産物の原産地表示では都道府県名より広い地域（九州産、関東産）などは

認められていませんが、原料原産地表示では、「九州産」、「関東産」といった表示も一般に知

られている地名として表示が可能です。 

② 原材料及び添加物に占める重量の割合が 50％以上を占めるものが畜産物の場合 

国産である旨の表示に代えて主たる飼養地（も飼養期間が長い場所）物が属する都道府県

その他一般に知られている地名での表示が可能です。また、上記同様、「九州産」、「関東産」

といった表示も一般に知られている地名として表示が可能です。 

③ 原材料及び添加物に占める重量の割合が 50％以上を占めるものが水産物の場合 

・・・＜省略＞ 

３ 具体的な表示例は以下のとおりです。（例１、例２はどちらの方法も可能です。 
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《例１：原材料名欄にかっこ書きで表記（食品表示基準別記様式１ 備考３）》 

名称 

原材料名 

内容量 

消費期限 

保存方法 

製造者 

あじの開き 

真あじ（Ａ国）、食塩 

１尾 

令和××年××月××日 

１０℃以下で保存してください。 

××株式会社××県××市××町×－× 

《例２：原料原産地名欄による表記》 

名称 

原材料名 

原料原産地名 

内容量 

消費期限 

保存方法 

製造者 

あじの開き 

真あじ、食塩 

Ａ国 

１尾 

令和××年××月××日 

１０℃以下で保存してください。 

××株式会社××県××市××町×－× 

 

（表示方法－２）原材料及び添加物に占める重量の割合が 50％以上を占めるものと同じような

原材料が使われており、原材料に占める重量の割合が 50％以上を占めるものが特定しにくい

場合についての表示の方法について教えてください。 

（答） 

１ 原料原産地名については、その産地がどの原材料の産地であるのかが明確に分かるように表

示しなければなりません。 

２ 例えば、原材料及び添加物に占める重量の割合が 50％以上を占めるだいこんと少量のにんじ

んが使われている乾燥野菜などの場合は、原材料及び添加物に占める重量の割合が 50％以上を

占めるものであるだいこんの原産地について表示していることがわかるように、原材料名のだ

いこんの後ろにかっこ書きで原産地を表示するか、原料原産地名欄に「Ａ国（だいこん）」のよ

うに表示します｡ 

３ 原材料及び添加物に占める重量の割合が 50％以上を占めるものと同じような複数の原材料が

使われている場合に、原料原産地名欄に地名だけを表示することは、どの原材料の原産地を表

示しているかが明確ではないため認められません。 

《例３：原材料及び添加物に占める重量の割合が 50％以上を占めるものと同じような複数の原

材料が使われている場合》 

名称 

原材料名 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者 

乾燥野菜 

だいこん（Ａ国）、にんじん 

１００ｇ 

令和××年××月××日 

直射日光を避け、常温で保存してください。 

××株式会社××県××市××町×－× 

 

名称 

原材料名 

原料原産地名 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者 

乾燥野菜 

だいこん、にんじん 

Ａ国（だいこん） 

１００ｇ 

令和××年××月××日 

直射日光を避け、常温で保存してください。 

××株式会社××県××市××町×－× 
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※ 以下のような表示は、（表示方法－１）の《例２》と同様の表示の方法ですが、この場

合、だいこんの原産地なのかにんじんの原産地なのか判断できないため、食品表示基準

に抵触する表示に該当します。 

《不適切な表示例》 

名称 

原材料名 

原料原産地名 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者 

乾燥野菜 

だいこん、にんじん 

Ａ国 

１００ｇ 

令和××年××月××日 

直射日光を避け、常温で保存してください。 

××株式会社××県××市××町×－× 

 

（表示方法－３）食品表示基準別記様式１の枠外に原料原産地を表示する場合についての表示

の方法を教えてください。 

（答） 

例えば、調達先が頻繁に変動する等により、あらかじめ容器包装に印刷して表示することが

困難な場合には､賞味期限と同様にこの様式の原料原産地名の欄に表示箇所を表示した上で、枠

外に表示することも認められます。 

この際、表示場所については、「枠外記載」、「別途記載」等ではなく、「商品名下部に記載」

等のように、消費者にとって分かりやすいように明示してください。 

また、印字又はシールなどで対応することも可能です。シールの場合は容易に剥がれないよ

うにしてください。 

《例４：表示箇所を明示した上で枠外に事前に印刷》 

名称 

原材料名 

添加物 

原料原産地名 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者 

乾燥○○ 

○○、××、・・・ 

□□、△△ 

商品名下部に記載 

１００ｇ 

令和××年××月××日 

直射日光を避け、常温で保存してください。 

××株式会社××県××市××町×－× 

 

《例５：本商品に使用した原料の原産地に   を打刻 》 

名称 

原材料名 

添加物 

原料原産地名 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者 

乾燥○○ 

○○、××、・・・ 

□□、△△ 

Ａ国、Ｂ国、Ｃ国 

１００ｇ 

令和××年××月××日 

直射日光を避け、常温で保存してください。 

××株式会社××県××市××町×－× 

注）この商品の原料○○の原産地は   で印字しています。 

 

（次頁に続く） 

 

商品名 
 

原料○○の原産地名 

Ａ国 
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《例６：包装に事前に印刷するのではなく、シールを添付》 

  名称     乾燥○○                    シール添付 

原材料名   ○○、××、・・・               商品名 

添加物    □□、△△                  

  原料原産地名 商品名下部に記載               原料○○の原産地名 

  賞味期限   令和××年××月××日            Ａ国 

  内容量    １００ｇ                   

  保存方法   直射日光を避け、常温で保存してください。 

製造者    ××株式会社××県××市××町×－× 

 

（表示方法－４）複数の原料原産地を表示する場合の表示の方法について教えてください。 

（答） 

１ 原材料に占める重量の割合が 50％以上を占めるものについて、２カ国以上のものを混合した

場合は、原材料に占める重量の割合が高いものから順に原産国名を表示します。 

《例７：原材料に占める重量の割合の高いものから順に原産地名を表示》 

名称 乾燥○○ 

原材料名 ○○（Ａ国、Ｂ国）、××、△△ 

添加物 □□ 

内容量 １００ｇ 

賞味期限 令和××年××月××日 

保存方法 直射日光を避け、常温で保存してください。 

製造者 ××株式会社 ××県××市××町×－× 

２ 原材料に占める重量の割合が 50％以上を占めるものの原産地が３箇所以上ある場合は、原材

料に占める重量の割合が高いものから順に２箇所以上表示し、その他の原産地を「その他」と

表示することもできます。 

《例８：原料原産地が３箇所以上であり、全て表示する場合》 

名称 乾燥○○ 

原材料名 ○○（Ａ国、Ｂ国、Ｃ国、Ｄ国）、××、△△ 

添加物 □□ 

内容量 １００ｇ 

賞味期限 令和××年××月××日 

保存方法 直射日光を避け、常温で保存してください。 

製造者 ××株式会社 ××県××市××町×－× 

《例９：原料原産地を２箇所以上表示し、それ以上を「その他」として表示する場合》 

名称 乾燥○○ 

原材料名 ○○（Ａ国、Ｂ国、その他）、××、△△ 

添加物 □□ 

内容量 １００ｇ 

賞味期限 令和××年××月××日 

保存方法 直射日光を避け、常温で保存してください。 

製造者 ××株式会社 ××県××市××町×－× 
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３ 国産の原材料と外国産の原材料を混合した場合は、国レベルでカウントし、３カ国以上のも

のを混合した場合に「その他」と表示できることとします。 

《例 10：ａ県産、ｂ県産の原材料とＡ国の原材料を混合して使用した場合》 

 

 

名称 乾燥○○ 

原材料名 ○○（日本、Ａ国）、××、△△ 

添加物 □□ 

内容量 １００ｇ 

賞味期限 令和××年××月××日 

保存方法 直射日光を避け、常温で保存してください。 

製造者 ××株式会社 ××県××市××町×－× 

 

 

名称 乾燥○○ 

原材料名 ○○（日本（ａ県、ｂ県）、Ａ国）、××、△△ 

添加物 □□ 

内容量 １００ｇ 

賞味期限 令和××年××月××日 

保存方法 直射日光を避け、常温で保存してください。 

製造者 ××株式会社 ××県××市××町×－× 
 

 

名称 乾燥○○ 

原材料名 ○○（ａ県、ｂ県、Ａ国）、××、△△ 

添加物 □□ 

内容量 １００ｇ 

賞味期限 令和××年××月××日 

保存方法 直射日光を避け、常温で保存してください。 

製造者 ××株式会社 ××県××市××町×－× 
 

不適切な表示例》 

※ ａ県、ｂ県、Ａ国で３箇所とカウントせず、国レベルで日本、Ａ国の２箇所とカウント

するため、「その他」表示による省略は不可。 

 
 

1. 名称 乾燥○○ 

2. 原材料名 ○○（ａ県、ｂ県、その他）、××、△△ 

3. 添加物 □□ 

4. 内容量 １００ｇ 

5. 賞味期限 令和××年××月××日 

6. 保存方法 直射日光を避け、常温で保存してください。 

7. 製造者 ××株式会社 ××県××市××町×－× 

 

（表示方法－５）複数国の原料を混合して製造する等、原産地の重量割合が商品ごとに特定でき

ない場合についての表示の方法について教えてください。 

（答） 

このような場合については、下記のように表示することも可能です。 
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ただし、消費者の誤認を招かないよう注意してください。（この表示の考え方については、

表示の方法－10を参照。） 

《例 11：合理的な方法に基づき重量順に表示し、その方法及び詳細について回答できる旨を表

示》 

名称 塩たらこ 

原材料名 すけとうだらの卵巣（米国又はロシア）、××、△△ 

内容量 １００ｇ 

賞味期限 令和元年××月××日 

保存方法 １０℃以下で保存してください。 

製造者 ××株式会社 ××県××市××町×－× 

注）すけとうだらの卵巣の原産地は、当社における平成 19 年の取扱い実績の多い順に表示し

ています。詳細は弊社お客様窓口（電話番号○○）にお尋ねください。 

（表示方法－６）産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような用語について教

えてください。 

（答） 

例えば、「沼津産」と強調表示がされたあじの開きがあった場合、「沼津」が製造地なのか原

料原産地なのか不明確であり、消費者は強調表示を見て「沼津」が原料原産地であると誤認す

る可能性があります。このように、製造地をあたかも原料の原産地であるかのように誤認させ

るような表示が「産地名の意味を誤認させるような用語」に該当します。このような場合に、

もし原料原産地がＡ国であるならば、製造地：沼津、原料原産地：Ａ国と区別して明記するこ

と等により、それぞれの産地名の意味が明確に分かるように表示を行うことが必要です。 

《例 12：産地を表示する場合、製造地なのか原料原産地なのか分かるように明確に表示》 

〈商品表面〉 〈一括表示欄〉 

 

 

名称 あじの開き 

原材料名 真あじ（Ａ国産）、食塩 

内容量 １尾 

消費期限 令和××年××月××日 

保存方法 １０℃以下で保存してください。 

製造者 ××株式会社 ××県××市××町×－× 

＜改善表示例＞ 

(1)製造地、原料原産地を明記  (2)沼津は製造地である旨  (3)産地名に関する 

あじの開き           を明記          強調表示を行わない 

 製造地：沼津            あじの開き         あじの開き 

 原料原産地：Ａ国          （沼津製造工） 

 

（表示方法－７）一括表示欄外の例えば商品名の近くに特定の原産地の原材料を使用している

旨を強調表示する際には、特色のある原材料等の表示の規定に従って、使用割合を表示する

ことが必要ですか。 

（答） 

１ 義務表示対象品目について、商品名の近くに原料原産地を表示したい場合は、一括表示欄の

原料原産地欄に「商品名下部に記載」のように表示することが必要です。このように、食品表

沼津産 

あじの開き 

改善 
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示基準に規定する方法（表示方法－１～６に示してある方法）に従って表示する場合について

は、割合（％表示）を併記する必要はありません。 

２ 下記のように、食品表示基準に規定する方法以外の方法で原料原産地を表示する場合は、特

色のある原材料等の表示の規定に従って、割合の表示が必要です。 

① 一括表示欄に「商品名の近くに表示」のように記載せずに、商品名の近くに原料原産地を

強調表示 

② 複数の原産地のものを混合しているにもかかわらず、特定の原産地のみを強調して表示 

（表示方法－８）牛肉 60％、豚肉 40％の合挽肉・・・＜省略＞ 

 

（表示方法－９）大豆水煮など、遺伝子組み換えに関する表示義務が課せられている加工食品

について、どのように原料原産地表示を行えばよいですか。 

（答） 

大豆水煮、ゆでた枝豆等、原料原産地表示の対象であり、かつ、遺伝子組換えに関する表示

義務が課せられている加工食品については、下記《適切な表示例》のような方法で表示を行っ

てください。 

《適切な表示例》 

名称 

原材料名 

 … 

大豆水煮 

大豆（Ａ国、遺伝子組換えでない）、××、△△ 

  … 

 

名称 

原材料名 

 … 

大豆水煮 

大豆（Ａ国）（遺伝子組換えでない）、××、△△ 

  … 

 

名称 

原材料名 

 … 

大豆水煮 

大豆（Ａ国、Ｂ国）（遺伝子組換えでない）、××、△△ 

  … 

 

《不適切な表示例》 

名称 

原材料名 

 … 

大豆水煮 

大豆（Ａ国、Ｂ国・遺伝子組換えでない）、××、△△ 

  … 

※ Ａ国、Ｂ国のどちらが「遺伝子組換えでない」のか不明確であるため。 

名称 

原材料名 

 … 

大豆水煮 

大豆（遺伝子組換えでない、Ａ国、Ｂ国）、××、△△ 

  … 

※ Ａ国、Ｂ国のどちらが「遺伝子組換えでない」のか不明確であるため。 

（表示方法－10）輸入した原料を混合して製造するものであって、調達先が頻繁に変わるなど、

例外的に原料の原産地ごとの重量割合が商品ごとに特定できない場合の表示の方法を教えてく

ださい。 

（答） 

原材料は、通常の場合、使用した原産国ごとの割合を製造業者が把握しているはずであるた

め、原材料に占める重量の割合が 50％以上を占めるものの原産地を、原材料に占める重量割合

の高い順に列記することとしています。 
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しかしながら、現実には、輸入した原料を混合して製造するものであって、調達先が頻繁に

変わるなど、例外的に原料の原産地ごとの重量割合が商品ごとに特定できない場合があります。 

例えば、塩たらこについては、米国、ロシア、日本の３か国に原産国が限定されており、う

ち国産以外の米国産、ロシア産の原料は品質面でも、価格面でも大きな違いはみられないこと

から両国の原材料は混合使用され、製品ごとに使用した原産国の重量割合を特定することは極

めて困難な状況にあります。 

このため、こうした商品については、消費者に誤認を与えないことを条件に、別途その旨認

識できるよう注意書きを加えることで、製造事業者の責任において原産地ごとの使用割合を合

理的に判断し、その判断に従った順序で原産地を表示することを例外的に認めることとします。 

例えば、塩たらこについては、米国産、ロシア産の原料のみを使用した商品については、直

近１年間の原料使用実態を按分し、多い方から順に表示する等、事業者において原産地の表示

順を決めたルールを定め、そのルールに従って表示することを可能とします。 

ただし、この場合には、商品にその旨認識できるよう、「原料原産地は、当社における○年の

取扱い実績の多い順に表示しています。詳細は弊社にお尋ねください。」等、必ずしも商品ごと

の重量割合順に表示しているものではないことを明記してください。 

《表示例》令和２年の原料取扱い割合が、ロシア６割、米国４割の場合 

名称 

原材料名 

… 

塩たらこ 

スケトウダラの卵（ロシア又は米国） 

… 

注）スケトウダラの原料原産地は、当社における令和２年の取扱い実績の多い順に表示して

います。詳細は弊社にお尋ねください。 

 ※ なお、通常、国産原料が米国産又はロシア産の原料と混合使用されることはないことから、

国産原料と外国産原料の両方を原料として表示することは想定していません。 

また、以下のように通常の原料原産地を記載し、例外的に変動する場合がある旨を記載す

る表示方法は認められませんので御注意ください。 

    名称   乾燥○○ 

原材料名 ○○（Ａ国）、××、△△     商品名 

 添加物  □□                 

    内容量  １００ｇ            原料の調達事情により、原料原 

 賞味期限 令和××年××月××日     産国は変動する場合があります。 

  保存方法 常温で保存してください。    この原料○○の原産国につい 

 製造者  ××株式会社          ては、弊社にお尋ね下さい。 

Ｂ県××市××町×－×      
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別添 新たな原料原産地表示制度        ＜平成 29 年 9 月 1 日新設＞ 

  目 次                 ［目次：原－55］ 

Ⅰ 表示対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３２ 

（原原－１）原料原産地表示の対象となる加工食品はどのようなものですか。 

（原原－２）原料原産地表示の対象となる原材料とはどのようなものですか。 

（原原－３）酒類も原料原産地表示の対象になりますか。対象である場合、原料原産地表示の対象

となる原材料とはどのようなものですか。 

（原原－４）いわゆる「冠表示」の原材料も原料原産地表示の対象になりますか。 

（原原－５）水も原料原産地表示の対象になりますか。 

（原原－６）添加物も原料原産地表示の対象になりますか。 

（原原－７）食品表示基準第３条第１項の表の原材料名の項の１の三の規定に基づき、複合原材料

（２種類以上の原材料からなる原材料）を、単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変

化がないことから、原材料名欄で分割して表示している場合、どの原材料の原産地を表示すれ

ばよいですか。 

（原原－８）食品表示基準第３条第１項の表の原材料名の項の１の三の規定に基づき、複合原材料

（２種類以上の原材料からなる原材料）を、単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変

化がないことから、原材料名欄で分割した後、製品中に含まれる複数の同一原材料を合算して

表示している場合、原材料の原産地はどのように考えればよいですか。 

（原原－９）食品表示基準第３条第１項の表の原材料の項の２の一の規定に基づき、同種の原材料

をまとめ書きしている場合（「野菜（○○、△△）」等）、どの原材料に原産地を表示する必要

がありますか。 

（原原－10）食品表示基準第３条第１項の表の原材料名の項の２の一の規定に基づき、同種の原材

料をまとめ書きしている場合、野菜が全て国産である場合は、どのような書き方ができますか。 

（原原－11）食品表示基準第３条第１項の表の原材料名の項の２の二の規定に基づき、複数の加工

食品Ａ、Ｂが個別に包装されるなど、区分けされ、それを組み合わせて１つの製品となる食

品であって、その構成要素となる加工食品Ａ、Ｂに区分けして原材料表示をしている場合、

どの原材料に原産地の表示義務がありますか。 

（原原－12）食品表示基準第３条第１項の表の原材料名の項の３の規定に基づき、原材料を「植物

油」、「でん粉」等と括って表示している場合、原材料の原産地はどのように考えればよいで

すか。 

（原原－13）食品表示基準第３条第１項の表の原材料名の項の３の規定に基づき、原材料を「魚肉」

等と括って表示している場合、原材料の原産地はどのようにするのですか。 

（原原－14）重量割合上位１位の原材料が２つ以上ある場合、どの原材料に原料原産地表示を行う

必要がありますか。 

Ⅱ 表示方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３９ 

（原原－15）原料原産地表示は、どこに表示すればよいですか。 

（原原－16）原材料が生鮮食品である場合の原料原産地表示の国別重量順表示について、基本的な 

表示方法を教えてください。 

（原原－17）複数の原産地の原材料を混合している場合の表示の方法について教えてください。 
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（原原－18）原材料名欄には、アレルギー表示や遺伝子組換え表示を行うこともありますが、原料

原産地表示、アレルギー表示、遺伝子組換え表示の順番について、優先順位はありますか。 

（原原－19）原料原産地表示について、原料原産地を国名以外で表示することはできますか。 

（原原－20）原料原産地名の表示について、国名を「略称」等で表示することはできますか。また、

米国をＵＳＡやＵＳと表示することはできますか。 

（原原－21）原料原産地表示について、原産地を表す記号を活用して、表示することはできますか。 

（原原－22）原材料に占める重量割合が最も高い原材料（重量割合上位１位の原材料）について、

食品表示基準第７条の規定に基づき、特定の原産地名とその使用割合を強調して表示していま

すが、別途、一括表示内に原料原産地の表示が必要ですか。 

（原原－23）一括表示内に原料原産地を表示する際、食品表示基準第７条の規定による使用割合の

併記は必要ですか。 

（原原－24）原料原産地表示対象の重量割合上位１位の原材料に加え、任意で上位５位の原材料に

も原料原産地名を表示したい場合、上位２位、３位、４位の原材料には原料原産地名を表示し

なくてもよいですか。 

（原原－25）原材料が１種類で原材料名の表示を省略している場合、どのように表示すればよいで

すか。 

Ⅲ 「又は表示」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４７ 

（原原－26）「又は表示」（食品表示基準第３条第２項の表の輸入品以外の加工食品の項の１の五の

イの規定による表示）が認められるのはどのような場合ですか。また、「又は表示」の根拠資料

は、どの程度の期間、根拠として使用できますか。 

（原原－27）「又は表示」の基本的な表示方法について教えてください。 

（原原－28）「又は表示」は、都道府県名による原産地表示でも使用できますか。 

（原原－29）「又は表示」をする際、過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間

における産地別使用計画に基づいて表示した場合、使用割合が極めて少ない原産地については、

消費者の誤認防止のためにどのような表示をするのですか。 

（原原－30）複数の原産地の原材料をタンクに継ぎ足して製造するような場合は、一度使用した原

産地は計算上０になることはないが、どのように表示すればよいですか。 

Ⅳ 「大括り表示」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５２ 

（原原－31）「大括り表示」（食品表示基準第３条第２項の表の輸入品以外の加工食品の項の１の五

のロの規定による表示）が認められるのはどのような場合ですか。 

また、「大括り表示」の根拠資料は、どの程度の期間、根拠として使用できますか。 

（原原－32）「大括り表示」の基本的な表示方法について教えてください。 

（原原－33）大括り表示において、「ＥＵ産」や「南米産」など、「輸入」よりも小さな区分の表示

は認められますか。 

Ⅴ 「大括り表示」＋「又は表示」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５６ 

（原原－34）「大括り表示」と「又は表示」の併用（「輸入又は国産」や「国産又は輸入」）（食品表

示基準第３条第２項の表の輸入品以外の加工食品の項の 1の五のハの規定による表示）が認め

られるのはどのような場合ですか。 

（原原－35）「大括り表示」と「又は表示」の併用（「輸入又は国産」や「国産又は輸入」）の基本的

な表示方法について教えてください。 
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Ⅵ 使用実績等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５７ 

（原原－36）「又は表示」及び「大括り表示＋又は表示」において、過去の一定期間における産地

別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画等に基づく表示であることを示す注意

書きについて、どのような表現で書けばよいですか。また、どの程度の期間が認められますか。 

（原原－37）「又は表示」、「大括り表示」又は「大括り表示＋又は表示」をする場合に保管すべき

資料はどのようなものですか。 

（原原－38）過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画

に基づく表示をする場合、それぞれに求められる合理性とはどのようなものですか。 

（原原－39）「又は表示」、「大括り表示」又は「大括り表示＋又は表示」の根拠資料等は、どの程度

の期間、保管する必要があるのですか。 

（原原－40）「又は表示」、「大括り表示」又は「大括り表示＋又は表示」を使用する際に過去の一

定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画は、どのような単

位で計上することができますか。 

Ⅶ 「中間加工原材料の製造地表示」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６０ 

（原原－41）原料原産地表示の対象の原材料が中間加工原材料の場合の表示方法について教えてく

ださい。 

（原原－42）中間加工原材料の製造地の決め方を教えてください。 

（原原－43）輸入された中間加工原材料について国内で行う行為の中で、「国内製造」とならない 

行為には、どのようなものがありますか。 

（原原－44）何段階かの製造工程を経て製造された中間加工原材料については、どの段階の製造地

を表示するのですか。 

（原原－45）原料原産地表示の対象である中間加工原材料が複合原材料であって、「中間加工原材

料の製造地表示」ではなく、生鮮原材料の原産地まで遡って表示する場合、複合原材料の中の

どの原材料に原産地を表示する必要がありますか。 

（原原－46）国内の自社の工場で製造した中間加工原材料について、どの段階の原産地を表示すれ

ばよいですか。 

（原原－47）中間加工原材料の製造地表示においても、「又は表示」や「大括り表示」等は認めら

れますか。 

（原原－48）食品表示基準別表第４に個別の品目ごとに原材料名の表示方法の規定があるものがあ

りますが、それに従い、中間加工原材料の名称に代えて生鮮食品の原材料名まで遡って表示し

ている場合、原料原産地表示はどのようにすればよいですか。 

（原原－49）中間加工原材料の製造地表示と当該中間加工原材料の生鮮原材料まで遡った産地名の

両方を表示してよいですか。 

（原原－50）表示した原材料に対応して原産地又は製造地を表示することになっていますが、対象

原材料が「はちみつ」や「食塩」等の場合はどのように表示すればよいですか。 

Ⅷ 業務用・・・〈省 略〉                       ［目次：原－59］ 

（原原－51）～（原原－57） 

Ⅸ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６９ 

（原原－58）別表第 15の１～５に掲げる加工食品（いわゆる「22 食品群＋４品目」）については、 

「又は表示」や「大括り表示」、「中間加工原材料の製造地表示」はできますか。 
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（原原－59）いわゆる 22 食品群（別表第 15 の１に掲げる加工食品）の中で、原材料及び添加物に

占める重量の割合が 50％以上の生鮮食品がないものについては、どのように表示すればよいで

すか。 

（原原－60）個別に原料原産地表示の対象となる「おにぎりののり」の「おにぎり」の範囲と原料

原産地の表示方法を教えてください。 

（原原－61）原料原産地表示が義務付けられていないものを自主的に容器包装に表示を行う場合、

どのような表示になりますか。 

（原原－62）インターネット等で自主的に原料原産地に関する情報提供を行ってもよいですか。 

（原原－63）自然災害や不作等による原材料の調達の急な変更の対応は、どのようにしたらよいで

すか。 

（原原－64）全ての加工食品への原料原産地表示の拡大に関して、経過措置の適用について教えて

ください。 

（原原－65）施行の際に製造所又は加工所で製造過程にあって、経過措置期間後に製造を完了する

製品も対象になりますか。 

（原原－66）新たな原料原産地表示制度の導入について、消費者へどのように普及啓発していくの

ですか。 

（原原－67）新たな原料原産地表示制度に基づいた表示を行う際、参考になるマニュアル等はあり

ますか。 
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Ⅰ 表示対象                                 ［原－1］ 

（原原－１）原料原産地表示の対象となる加工食品はどのようなものですか。 

（答） 

１ 消費者への情報提供を目的として、国内で製造した全ての加工食品が原料原産地表示の対

象となります。 

輸入品（輸入後の国内での加工行為等が、実質的な変更をもたらしていない 

ものを含む。）については、従来どおり輸入品として「原産国名」の表示が必要で 

あり、原料原産地名の表示は必要ありません。 

２ 原材料名の表示等と同様、以下の場合には、原料原産地名の表示は必要ありません。 

① 設備を設けて飲食させる場合（外食） 

② 食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合（いわゆるインストア加工を含む） 

③ 不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合 

④ 容器包装に入れずに販売する場合 

また、容器包装の表示可能面積がおおむね 30 平方センチメートル以下の場合には、原料原

産地名の表示を省略することができます。 

（原原－２）原料原産地表示の対象となる原材料とはどのようなものですか。 

（答） 

１ 原材料に占める重量割合が最も高い原材料（重量割合上位１位の原材料）を原料原産地表

示の対象（これを対象原材料といいます）とし、原材料名に対応させてその原産地名の表示

をする必要があります。 

事業者の実行可能性も考慮し上記を原料原産地表示の対象としましたが、消費者への情報

提供の観点からは、できるだけ多くの原材料を原料原産地表示の対象とすることが望ましい

です。 

ただし、別表 15の１に掲げる 22食品群と、以下の５品目は個別に原料原産地の規定を設

け、原料原産地表示の対象となる原材料を定めています。 

① 農産物漬物は、重量割合上位４位（又は３位）かつ５％以上の原材料 

② 野菜冷凍食品は、重量割合上位３位かつ５％以上の原材料 

③ うなぎ加工品は、うなぎ 

④ かつお削りぶしは、かつおのふし 

⑤ おにぎりは、のり 

２ なお、以下の法律の規定に基づき、重量割合上位１位の原材料の原産地が表示(情報伝達) 

されている場合、当該原材料には食品表示基準の原料原産地表示の規定を適用しません。 

① 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（米トレーサビリテ

ィ法）（平成 21年法律第 26 号）（食品表示基準別表第 15の１の(6)に掲げるもちを除く） 

② 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（昭和 28 年法律第７号） 

平成 29 年９月時点では、②に基づく表示の基準として、果実酒等の製法品質表示基準を

定める件（平成 27 年国税庁告示第 18 号）が制定されています。 

（原原－３）酒類も原料原産地表示の対象になりますか。対象である場合、原料原産地表示の対

象となる原材料とはどのようなものですか。 

（答） 

１ 食品表示基準において、「原材料名」の表示義務がない酒類も、原料原産地表示の対象とな

ります。 

２ 具体的には、以下のいずれかになります。 

① 原料原産地名の事項欄を設けて、原材料に占める重量割合が最も高い原材料（重量割合

上位１位の原材料）に対応させて原料原産地を表示。 
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② 原材料名を任意で表示している場合は、原料原産地名の欄を設けずに、対応する原材料

名の次に括弧を付して原料原産地表示することも可能。 

３ 上記２の②の場合、酒類については、原材料名の表示が義務ではないため、表示順が重量

順とは限りませんが、原材料名欄の原材料名の表示順にかかわらず、原材料に占める重量割

合が も高い原材料（重量割合上位１位の原材料）に原料原産地表示を行ってください。 

４ なお、清酒、米焼酎（単式蒸留）、みりん、果実酒及び甘味果実酒において、米穀等の取引

等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律又は酒税の保全及び酒類業組合等に関

する法律第 86 条の６第１項の規定に基づく表示の基準に基づき、原材料に占める重量割合が

最も高い原材料（重量割合上位１位の原材料）の原産地が表示（情報伝達）されている場合、

食品表示基準における原料原産地表示の規定は適用されません。 

（原原－４）いわゆる「冠表示」の原材料も原料原産地表示の対象になりますか。 

（答） 

冠表示は、特定の原材料の名称を、商品名又は商品名の一部として使用する食品の表示方法

を一般に指しますが、食品表示基準上の定義はなく、冠表示をした特定の原材料が重量割合上

位１位でなければ、冠表示をもって原料原産地表示の対象としていません。 

なお、「冠表示」を行う食品関連事業者による自主的な産地情報の提供に関する取組が推進さ

れるよう、「冠表示における原料原産地情報の提供に関するガイドライン（平成 31年３月 29 日

消食表第 147 号）」を策定しましたので、自主的に情報提供する際には、当該ガイドラインを参

考にしてください。 

（原原－５）水も原料原産地表示の対象になりますか。 

（答） 

現行、水は慣例として表示していない場合が多いことから、仮に、水を原材料の欄の一番初

めに表示した場合であっても、原料原産地表示の対象となりません。水以外の原材料の中で、

原材料に占める重量割合が最も高い原材料（重量割合上位１位の原材料）に原料原産地表示を

行う必要があります。 

また、原材料が水のみであるミネラルウォーター類についても、原料原産地表示を行う必要

はありません。 

（原原－６）添加物も原料原産地表示の対象になりますか。 

（答） 

１ 食品表示基準においては、原材料と添加物を明確に区分しています。 

原料原産地表示の対象は原材料に限り、添加物は表示対象ではありません。 

２ したがって、食品中、添加物が最も重量割合が高い場合、その添加物に原料原産地表示を

行う必要はなく、原材料の中で、原材料に占める重量割合が最も高い原材料（重量割合上位

１位の原材料）に原料原産地表示を行う必要があります。 

また、添加物のみで構成されている食品については、原料原産地表示を行う必要はありま

せん。 

３ なお、添加物にもともと含まれている賦（ふ）形剤（乳糖、小麦粉、でん粉等）について

も、原料原産地表示を行う必要はありません。 

４ また、添加物のみ又は水と添加物のみで構成されている食品についても、原料原産地表示

を行う必要はありません。 
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（原原－７）食品表示基準第３条第１項の表の原材料名の項の１の三の規定に基づき、複合原材

料（２種類以上の原材料からなる原材料）を、単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな

変化がないことから、原材料名欄で分割して表示している場合、どの原材料の原産地を表示す

ればよいですか。 

（答） 

１ 食品を製造する際に、複合原材料を使用する場合には、複合原材料の一般的な名称をもっ

て原材料名の表示を行うこととしています。 

２ ただし、食品表示基準第３条第１項の表の原材料名の項の１の三の規定に基づき、単に混

合しただけなど、原材料の性状に大きな変化がない場合、複合原材料の全ての原材料を分割 

して表示することができます。 

３ その場合、原料原産地表示は、分割した後の原材料名表示に基づき、原材料に占める重量

割合が最も高い原材料（重量割合上位１位の原材料）に原産地表示を行う必要があります。 

《例１：複合原材料表示による方法》 

名称 ラムネ菓子 

原材料名 砂糖調製品（韓国製造（砂糖、コーンスターチ））、レモン果

汁／クエン酸、重曹、香料 

内容量 10ｇ 

賞味期限 令和元年 10 月１日 

保存方法 直射日光を避けて保存してください。 

製造者 ××株式会社 

東京都千代田区永田町▲－▲ 

 

名称 ラムネ菓子 

原材料名 砂糖調製品（砂糖、コーンスターチ）（韓国製造）、レモン果

汁／クエン酸、重曹、香料 

内容量 10ｇ 

賞味期限 令和１年 10 月１日 

保存方法 直射日光を避けて保存してください。 

製造者 ××株式会社 

東京都千代田区永田町▲－▲ 

《例２：分割して表示する方法》 

名称 

原材料名 

 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者 

 

ラムネ菓子 

砂糖（韓国製造）、コーンスターチ、レモン果汁／クエン酸、 

重曹、香料 

10 ｇ 
2019 年 10 月１日 
直射日光を避けて保存してください。 
××株式会社 

東京都千代田区永田町▲－▲ 
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（答） 

食品表示基準第３条第１項の表の原材料名の項の１の三の規定に基づき、複数の同一原材料

を合算して表示している場合は、合算後の表示をしている原材料単位でみて重量割合上位１位

の原材料に、原料原産地表示を行う必要があります。 

（原原－９）食品表示基準第３条第１項の表の原材料名の項の２の一の規定に基づき、同種の原

材料をまとめ書きしている場合（「野菜（○○、△△）」等）、どの原材料に原産地を表示する必

要がありますか。 

（答） 

１ 消費者に分かりやすくする等の事由により、「野菜（○○、△△）」等、まとめ書きをして

いる場合、原材料単位でみて重量割合上位１位の原材料に、原料原産地表示を行う必要があ

ります。 

２ そのため、まとめ書きしていることによって、原材料名欄の一番先頭に「野菜（○○、

△△）」と表示されていても、使用した原材料単位で比較すると、原材料名欄で２番目以降に

表示されている原材料が最も重量割合が高い場合は、表示順にかかわらず、その重量割合上

位１位の原材料に原産地を表示する必要があります。 

例） 野菜 ＞ 豚肉 であるが、豚肉 ＞ たまねぎ の場合、 

原材料名：野菜（たまねぎ、キャベツ、トマト）、豚肉（Ａ国産） 

 

 義務 

（原原－10）食品表示基準第３条第１項の表の原材料名の項の２の一の規定に基づき、同種の原

材料をまとめ書きしている場合で、野菜が全て国産である場合は、どのような書き方ができま

すか。 

（答） 

以下の例のように表示することができます。なお、以下の例以外は認めないということでは

ありません。消費者に分かりやすい表示としてください。 

例）たまねぎ ＞ 豚肉である場合 

原材料名：野菜（たまねぎ（国産）、キャベツ、トマト）、豚肉 

原材料名：野菜（たまねぎ（国産）、キャベツ（国産）、トマト（国産））、豚肉 

原材料名：野菜（国産（たまねぎ、キャベツ、トマト））、豚肉 

原材料名：野菜（たまねぎ、キャベツ、トマト）（国産）、豚肉 

原材料名：野菜（国産）（たまねぎ、キャベツ、トマト）、豚肉 

（原原－11）食品表示基準第３条第１項の表の原材料名の項の２の二の規定に基づき、複数の加

工食品Ａ、Ｂが個別に包装されるなど、区分けされ、それを組み合わせて１つの製品となる食

品であって、その構成要素となる加工食品Ａ、Ｂに区分けして原材料表示をしている場合、ど

の原材料に原産地の表示義務がありますか。 

（答） 

１ 構成要素となる加工食品Ａ、Ｂそれぞれの重量割合上位１位の原材料のうち、製品全体で

みて重量割合が最も高い原材料に原料原産地表示を行う必要があります。 

２ なお、同じ原材料がＡ、Ｂそれぞれに使用されているなど、製品全体でみると同じ原材料

が複数回表示される場合には、合算は行わないこととします。 

３ このような製品として、 

① 調理などによりＡ、Ｂを合わせた形で食するもの 

（例：麺にスープが添付されているもの） 

（原原－８）食品表示基準第３条第１項の表の原材料名の項の１の三の規定に基づき、複合

原材料（２種類以上の原材料からなる原材料）を、単に混合しただけなど、原材料の性状

に大きな変化がないことから、原材料名欄で分割した後、製品中に含まれる複数の同一原

材料を合算して表示している場合、原材料の原産地はどのように考えればよいですか。 
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② それぞれが独立しており別々に食するもの 

（例：チョコレートとクッキーの組合せ） 

等が考えられますが、②のような場合であって、各構成要素ごとに原材料表示を行っている

ような製品については、各構成要素の重量割合上位１位の原材料の全てに原産地を表示する

ことが望ましいと考えます。 

例） Ａ：チョコレート（カカオマス 40g、砂糖 25g、…） 

↑ 

義務 

Ｂ：クッキー （小麦粉 35g、砂糖 25g、…） 

               ↑ 

任意 

※１ 合算すると砂糖が重量割合上位１位となりますが、原料原産地表示の必要はあ

りません。 

※２ Ｂの小麦粉の製造地（原産地）は、表示することが望ましいと考えます。 

４ ただし、お中元用の詰め合わせ食品など、個別食品ごとに販売することが可能な食品を詰

め合わせている場合は、構成要素である個別食品について表示する必要があります。個別食

品ごとに重量割合上位１位の原材料について原料原産地表示が必要です。 

（原原－12）食品表示基準第３条第１項の表の原材料名の項の３の規定に基づき、原材料を「植

物油」、「でん粉」等と括って表示している場合、原材料の原産地はどのように考えればよいで

すか。 

（答） 

１ 当該規定に基づき複数の原材料を括って表示している場合は、適正に表示された原材料名

表示（「植物油」、「でん粉」等）に対応させて、当該原産地（製造地）を表示してください。 

２ その場合、括った元となる複数の原材料の原産地（製造地）については、括って表示をし

ている原材料（「植物油」、「でん粉」等）に占める重量の割合の高いものから順に表示してく

ださい。 

（原原－13）食品表示基準第３条第１項の表の原材料名の項の３の規定に基づき、原材料を「魚

肉」等と括って表示している場合、原産地表示はどのようにするのですか。 

（答） 

１ 魚肉練り製品等は、冷凍魚肉すり身や鮮魚を主原材料として製造されます。冷凍魚肉すり

身や鮮魚を使用し、「魚肉」等と表示した場合の表示方法は以下のとおりです。 

２ 鮮魚のみで製造した魚肉練り製品等の場合 

《例１：原料原産地名の事項欄を設けて表示する場合》 

（魚肉が全て国産の場合） 

 

 

（次頁に続く） 

名称 魚肉ソーセージ 

魚肉、でん粉、食塩、・・・ 原材料名 

原料原産地名 国産（魚肉） 

内容量 200 ｇ 

賞味期限 令和元年 12 月 31 日 

保存方法 直射日光を避け、常温で保存してください。 

製造者 □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■-■-■ 
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《例２：原材料名に併記して表示する場合》 

（魚肉が全て国産の場合） 

名称 魚肉ソーセージ 

原材料名 魚肉（国産）、でん粉、食塩、・・・ 

内容量 200ｇ 

賞味期限 令和１年 12 月 31 日 

保存方法 直射日光を避け、常温で保存してください。 

製造者 □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■-■-■ 

《例３：魚種を明記した場合》 

名称 ケーシング詰特種かまぼこ 

原材料名 魚肉（たら（国産）、ぐち、えそ）、種もの（チー

ズ）、でん粉、食塩、・・・ 

内容量 100ｇ 

賞味期限 2019 年 12 月 31 日 

保存方法 直射日光を避け、常温で保存してください。 

製造者 □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■-■-■ 

  《例４：明記している魚種の全てが国産の場合》 

 

３ 冷凍魚肉すり身のみで製造した魚肉練り製品等の場合 

《例５：魚肉すり身の製造地を表示する場合》 

（一定期間において重量割合の順番が入れ替わる３以上の外国製造の魚肉すり身＞国内製造

の魚肉すり身の場合） 

名称 魚肉ソーセージ 

原材料名 魚肉、でん粉、食塩、・・・ 

原料原産地名 外国製造、国内製造（魚肉すり身） 

内容量 200ｇ 

賞味期限 01.12.31 

保存方法 直射日光を避け、常温で保存してください。 

製造者 □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■-■-■ 

 

 

名称 蒸しかまぼこ 

原材料名 魚肉（（国産）（たら、ぐち、えそ））、でん粉、食 

塩、・・・ 

100 ｇ 内容量 

賞味期限 19.12.31 

保存方法 直射日光を避け、常温で保存してください。 

製造者 □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■-■-■ 
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《例６：魚肉すり身に使用した鮮魚の産地を表示する場合》 

（一定期間において重量割合の順番が入れ替わる３以上の外国産の魚類を原料とした魚肉す

り身＞国産の魚類を原料とした魚肉すり身の場合） 

名称 魚肉ソーセージ 

原材料名 魚肉（輸入、国産）、でん粉、食塩、・・・ 

内容量 200ｇ 

賞味期限 R1.12.31 

保存方法 直射日光を避け、常温で保存してください。 

製造者 □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■-■-■ 

 

《例７：「魚肉」ではなく、「魚肉すり身」と原材料名表示する場合》 

（一定期間において重量割合の順番が入れ替わる３以上の外国製造の魚肉すり身を使用する

場合） 

 

    名 称     魚肉ソーセージ 

原材料名    魚肉すり身（外国製造）、でん粉、食塩、・・・ 

内容量     200ｇ 

    賞味期限    2019.12.31 

保存方法    直射日光を避け、常温で保存してください。 

製造者□□   株式会社 

東京都千代田区霞が関■-■-■ 

《例８：魚肉すり身に使用した鮮魚の産地を表示する場合》 

（例７の場合で、鮮魚まで遡った産地を表示する場合） 

名 称     魚肉ソーセージ 

原材料名   魚肉すり身（魚肉（輸入））、でん粉、食塩、・・・ 

内容量    200ｇ 

賞味期限    令和元年 

    保存方法    直射日光を避け、常温で保存してください。 

製造者□□   株式会社 

東京都千代田区霞が関■-■-■ 

４ 冷凍魚肉すり身と鮮魚を混合して製造した魚肉練り製品等の場合 

《例９：魚肉すり身の製造地と鮮魚の産地を表示する場合》 

（アメリカ製造の魚肉すり身＞国産の鮮魚の場合） 

名称 魚肉ソーセージ 

原材料名 魚肉、でん粉、食塩、・・・ 

原料原産地名 アメリカ製造（魚肉すり身）、国産（たら） 

内容量 200ｇ 

賞味期限 令和元年 12 月 31 日 

保存方法 直射日光を避け、常温で保存してください。 

製造者 □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■-■-■ 
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《例 10：鮮魚まで遡って産地を表示する場合》 

（例９の場合で、鮮魚まで遡った産地を表示する場合） 

名称 

原材料名 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者 

魚肉ソーセージ 

魚肉(アメリカ、日本)、でんぷん、食塩、・・・・ 

200ｇ 

令和元年 12 月 31 日 

直射日光を避け、常温で保存してください 

□□株式会社 

東京都千代田区霞が関■‐■‐■ 

 

（原原－14）重量割合上位１位の原材料が２つ以上ある場合、どの原材料に原料原産地表示を

行う必要がありますか。 

(答）重量割合上位１位となる全ての原材料に原料原産地表示を行う必要があります。 

Ⅱ 表示方法                                ［原－12］ 

（原原－15）原料原産地表示は、どこに表示すればよいですか。 

（答） 

一般用加工食品への原料原産地表示は、食品表示基準の別記様式１又はこれと同等程度に分

かりやすく一括して、容器包装に原料原産地名欄を設け、原材料名に対応させて原料原産地を

表示するか、原材料名欄に表示してある原材料名に対応させて括弧を付して原料原産地を表示

する必要があります。 

（原原－16）原材料が生鮮食品である場合の原料原産地表示の国別重量順表示について、基本的

な表示方法を教えてください。 

（答） 

１ 原材料が国産品であるものには国産である旨を、輸入品であるものには「原産国名」を表

示します。 

２ ただし、原材料が国産品の場合、国産である旨（国産、日本、日本産など）に代えて以下

のような表示が可能です。 

① 原材料が農産物の場合 

都道府県名その他一般に知られている地名の表示が可能です。原料原産地表示では国産

である旨の表示が原則なので、「国産」よりも狭く限定された地域であれば表示可能です。 

例えば、都道府県名より広い地域名での表示（「九州産」、「関東産」など）も一般に知ら

れている地名として表示が可能です。 

② 原材料が畜産物の場合 

主たる飼養地が属する都道府県名その他一般に知られている地名の表示が可能です。 

③ 原材料が水産物の場合 

水域名、水揚げ港名、水揚げ港又は主たる養殖地が属する都道府県名その他一般に知ら

れている地名の表示が可能です。 

３ また、原材料が輸入品の水産物の場合、原産国名に水域名を併記することができます。こ

れは、例えばインド洋にあるフランス領ケルゲレン諸島で漁獲された魚（キンメダイ）につ

いて、原産国名が「フランス」となると、消費者からはフランス本国の近海で獲れたとの誤

解を招く可能性があります。このため、国名だけでは分かりにくい場合、水域名を併記でき

ることとしたもので、例えば「原材料名：キンメダイ（フランス（インド洋））」と表示する

ことができます。ただし、水域名のみの記載は、国産である旨を示すことになるため、認め

られません。 

４ 具体的な表示例は以下のとおりです。 
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《例１：原料原産地名欄による表記》 

名 称 ポークソーセージ（ウインナー） 

原材料名 豚肉、豚脂肪、たん白加水分解物（大豆・豚肉・ゼラチン 

を含む）、還元水あめ、食塩、香辛料（大豆を含む）／ 

調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Na、K）、・・・原料

原産地名    カナダ（豚肉）内容量 150ｇ 

賞味期限 令和２年１月５日 

保存方法    10℃以下で保存してください製造者 

□□株式会社  東京都千代田区霞が関■－■－■ 

 

《例２：原材料名欄に括弧書きで表記（食品表示基準別記様式１ 備考３）》 

名称 ポークソーセージ（ウインナー） 

原材料名 豚肉（カナダ）、豚脂肪、たん白加水分解物（大豆・豚肉・ゼラチ

ンを含む）、還元水あめ、食塩、香辛料（大豆を含む）／調味料

（アミノ酸等）、リン酸塩（Na、K）、・・・ 

内容量 150ｇ 

賞味期限 2020 年１月５日 

保存方法 10℃以下で保存してください 

製造者 □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

《例３：一括表示枠内に表示することが困難な場合、記載箇所を明記の上で別の箇所に 

表示》 

名 称    ポークソーセージ（ウインナー） 

原材料名    豚肉、豚脂肪、たん白加水分解物（大豆・豚 

肉・ゼラチンを含む）、還元水あめ、食塩、 

香辛料(大豆を含む)／調味料（アミノ酸等）、 

リン酸塩（Na、K）、・・・ 

原料原産地名 商品名下部に記載 

内容量    150ｇ 

賞味期限       2020.01.05 

保存方法       10℃以下で保存してください 

製造者         □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

《不適切な表示例》 

※ 例１において、原材料が複数ある場合、原料原産地名欄に単に産地名のみ表示すると、

どの原材料の産地を表示しているのか不明となるため、産地名の後ろに括弧を付して、

当該産地に対応した原材料名を表示する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 

○○ソーセージ 

原料豚肉の原産地名

カナダ 

名称 

原材料名 

 

 

原料原産地名 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者 

 

ポークソーセージ（ウインナー） 

豚肉、豚脂肪、たん白加水分解物（大豆・豚肉・ゼラチンを 

含む）、還元水あめ、食塩、香辛料（大豆を含む） 

／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Na、K）、・・・ 

カナダ 

150ｇ 

平成 29年 12 月 31 日 

10℃以下で保存してください 

□□株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

× 
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原原－17）複数の原産地の原材料を混合している場合の表示の方法について教えてください。 

（答） 

 １ ２か国以上のものを混合した場合は、原材料に占める重量の割合が高いものから順に原産

地を表示します。 

《例１：原材料に占める重量の割合の高いものから順に原産地名を表示》 

名称 ポークソーセージ（ウインナー） 

原材料名 豚肉（カナダ、アメリカ）、豚脂肪、たん白加水分解物

（大豆・豚肉・ゼラチンを含む）、還元水あめ、食塩、香

辛料（大豆を含む）／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩

（Na、K）、・・・ 

内容量 150ｇ 

賞味期限 令和２年１月５日 

保存方法 10℃以下で保存してください 

製造者 □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

２ ３か国以上のものを混合した場合は、原材料に占める重量の割合が高いものから順に２か

国以上表示し、その他の原産地を「その他」と表示することもできます。 

《例２：原料原産地が３か国以上であり、全て表示する場合》 

名称 ポークソーセージ（ウインナー） 

原材料名 豚肉（カナダ、アメリカ、デンマーク、日本）、豚脂肪、

たん白加水分解物（大豆・豚肉・ゼラチンを含む）、還元

水あめ、食塩、香辛料（大豆を含む）／調味料（アミノ

酸等）、リン酸塩（Na、K）、・・・ 

内容量 150ｇ 

賞味期限 2020 年１月５日 

保存方法 10℃以下で保存してください 

製造者 □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

《例３：原料原産地を２か国以上表示し、それ以外を「その他」と表示する場合》 

名称 ポークソーセージ（ウインナー） 

原材料名 豚肉（カナダ、アメリカ、その他）、豚脂肪、たん白加水

分解物（大豆・豚肉・ゼラチンを含む）、還元水あめ、食

塩、香辛料（大豆を含む）／調味料（アミノ酸等）、リン

酸塩（Na、K）、・・・ 

内容量 150ｇ 

賞味期限 2020.01.05 

保存方法 10℃以下で保存してください 

製造者 □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

 

３ 国産の原材料と外国産の原材料を混合した場合も、国単位で計算します。すなわち、３か

国以上のものを混合し、かつ、２か国以上表示した場合に、その他の原産地を「その他」と

表示できます。 
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《例４：鹿児島県産（50％）、宮崎県産（30％）の原材料とカナダ産（20％）の原材料を混合

して使用した場合》 

 

 

 

名称 ポークソーセージ（ウインナー） 

原材料名 豚肉（国産、カナダ産）、豚脂肪、たん白加水分解物（大

豆・豚肉・ゼラチンを含む）、還元水あめ、食塩、香辛料

（大豆を含む）／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Na、

K）、・・・ 

内容量 150ｇ 

賞味期限 2020 年１月５日 

保存方法 10℃以下で保存してください 

製造者 □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

 
名称ポークソーセージ（ウインナー） 

原材料名 豚肉（国産（鹿児島県、宮崎県）、カナダ産）、豚脂肪、 

たん白加水分解物（大豆・豚肉・ゼラチンを含む）、 

還元水あめ、食塩、香辛料（大豆を含む）／調味料（ア 

ミノ酸等）、リン酸塩（Na、K）、・・・ 

内容量     150ｇ 

賞味期限 2020.01.05 

保存方法 10℃以下で保存してください 

製造者 株式会社 

        東京都千代田区霞が関■－■－■ 

《不適切な表示例》 

※ 鹿児島県、宮崎県、カナダ、アメリカを原産地とする原材料を混合している場合であっ

ても、「鹿児島県、宮崎県、その他」という表示は、国単位でみて１か国（日本）しか

表示していないため不可。 

 

（次頁に続く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 ポークソーセージ（ウインナー） 

原材料名 豚肉（鹿児島県、宮崎県、カナダ）、豚脂肪、たん白加水

分解物（大豆・豚肉・ゼラチンを含む）、還元水あめ、食

塩、香辛料（大豆を含む）／調味料（アミノ酸等）、リン

酸塩（Na、K）、・・・ 

内容量 150ｇ 

賞味期限 令和２年１月５日 

保存方法 10℃以下で保存してください 

製造者 □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 
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（原原－18）原材料名欄には、アレルギー表示や遺伝子組換え表示を行うこともありますが、原

料原産地表示、アレルギー表示、遺伝子組換え表示の順番について、優先順位はありますか 

（答） 

１ 食品表示基準において、原料原産地表示、アレルギー表示、遺伝子組換え表示の順番につ

いて特段の規定はありませんが、特定の食物アレルギー体質をもつ消費者の健康危害の発生

を防止するアレルギー表示は、他の表示よりも優先して一番最初に表示すべきと考えます。 

また、特定のアレルギー体質をもつ消費者が適切に判断できるよう、アレルギー表示の対

象となる特定原材料等に係る表示の視認性を高めることが望ましいです。 

２ 具体的な表示例は以下のとおりです。（  はアレルギー表示、  は遺伝子組換え表示、 

  は原料原産地表示） 

《例１：豆腐サラダに原料原産地表示をする場合》 

名称 豆腐サラダ 

原材料名   豆腐（大豆を含む：遺伝子組換えでない）（国内製造）、 

レタス、トマト、きゅうり、・・・ 

内容量    300g 

消費期限  令和元年５月 21 日 

保存方法 10℃以下で保存してください 

製造者 □ □株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

《例２：つくだ煮に原料原産地表示をする場合》 

名称 つくだ煮 

原材料名 しょうゆ（大豆・小麦を含む、国内製造）、こんぶ、植物油

脂、唐辛子、糖類（砂糖、水飴）、・・・ 

内容量 100g 

賞味期限 令和２年１月５日 

保存方法 直射日光をさけ、常温で保存してください 

製造者 □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

 

（次頁に続く） 

 

名称 

原材料名 

 

 

 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者 

ポークソーセージ（ウインナー） 

豚肉（鹿児島県、宮崎県、その他）、豚脂肪、たん白加水分

解物（大豆・豚肉・ゼラチンを含む）、還元水あめ、食塩、

香辛料（大豆を含む）／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩

（Na、K）、・・・ 

150ｇ 

20.01.05 

10℃以下で保存してください 

□□株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 
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《例３：マカロニサラダに原料原産地表示をする場合》 

名称    マカロニサラダ 

原材料名    マカロニ（イタリア製造）、マヨネーズ、きゅうり、人参、 

玉ねぎ、・・・、（一部に小麦・乳成分・卵・大豆を含む） 

内容量     100ｇ 

消費期限 令和１年５月 21日 

保存方法 10℃以下で保存してください 

製造者 株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

《例４：コーンスナック菓子に原料原産地表示をする場合》 

名称 

原材料名 

 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者 

コーンスナック菓子 

コーングリッツ（とうもろこし(アメリカ、遺伝子組換え不

分別））、砂糖、食塩／乳化剤、炭酸カルシウム、・・・ 

300g 

2020 年１月５日 

直射日光をさけ、常温で保存してください 

株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

 

（原原－19）原料原産地の表示について、原料原産地を国名以外で表示することはできますか。 

（答） 

１ 国産品では、国産である旨の表示に代えて、より狭く限定され、範囲が明確な地域として、

都道府県名その他一般に知られている地名で表示することも可能です。 

具体的には、 

① 郡名（例 秩父郡） 

② 島名（例 屋久島） 

③ 一般に知られている旧国名（例 丹波、土佐等） 

④ 一般に知られている旧国名の別称（例 信州、甲州等） 

⑤ その他一般に知られている地名（例 九州、関東、房総（地域名）） 

等が考えられます。 

また、水産物の場合は、水域名や水揚げ港名での表示も可能です。 

２ 輸入品では、「原産国名」を表示することとされていますので、「大括り表示」が認められ

る場合（（原原－31）参照）を除き、他の表示で代替することはできません。なお、「原産国

名」に加えて、地域名を併記することは可能です。 

また、輸入した水産物の場合は、「原産国名」に水域名を併記することが可能です。 

（原原－20）原料原産地名の表示について、国名を「略称」等で表示することはできますか。 

また、米国をＵＳＡやＵＳと表示することはできますか。 

（答） 

１ 食品表示は、消費者の商品選択に資する情報を提供することが目的であるため、表示事項

の記載は、邦文をもって、理解しやすいような用語により正確に行う必要があります。 

２ したがって、米国産をＵＳＡやＵＳと表示することは、原則的には認められません（ただ

し、（原原－21）又は（原原－33）の場合を除きます。）。 
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［原産国の表示として認められるものの例］ 

米国、アメリカ、アメリカ合衆国、豪州、オーストラリア、中国、中華人民共和国 

（原原－21）原料原産地名の表示について、原産地を表す記号を活用して、表示することはでき

ますか。 

（答） 

１  記号及び当該記号に対応する原産地を容器包装へ表示した上で、一括表示枠内の原料原産

地名欄に、 

① 産地表示する原材料 

② 記号を用いて表示する旨 

③ 記号の表示箇所 

を明記した上で、一括表示枠外へ表示するなど、消費者が誤認をしないように分かりやすく、

記号による原料原産地表示もできることとします。 

２  この場合、記号とは、JIS X 0304:2011（ISO 3166-1:2006）の 「国名コード」における

「３文字国名コード」等が考えられます。 

《例：記号による表示》 

名称 ウインナーソーセージ 

原材料名 豚肉、豚脂肪、たん白加水分解物（大豆・豚肉・ゼラ

チンを含む）、還元水あめ、食塩、香辛料（大豆を含

む）／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Na、K）、 

・・・ 

原料原産

地名 

豚肉の産地は、この一括表示枠外下部に示した記号を

用いて、容器の底面の賞味期限右に記載 

固形量 150ｇ 

賞味期限 容器の底面に記載 

保存方法 直射日光を避けて保存してください 

製造者 □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

（枠外下部） 

ＪＰＮ：日本           （容器の底面） 

ＵＳＡ：アメリカ         ２０１９１２３１／ＪＰＮ 

ＣＡＮ：カナダ 

（原原－22）原材料に占める重量割合が も高い原材料（重量割合上位１位の原材料）について、

食品表示基準第７条の規定に基づき、特定の原産地名とその使用割合を強調して表示していま

すが、別途、一括表示内に原料原産地の表示が必要ですか。 

（答） 

一括表示外に原産地を強調して表示している場合であっても、原料原産地表示については、

表示方法に従い、一括表示内の原料原産地名欄に又は対応する原材料名の次に括弧を付して表

示することが必要です。 

原料原産地名を一括表示内に表示することが困難な場合には、原料原産地名欄にその表示箇

所を表示すれば、他の箇所に表示することも可能です。 

（原原－23）一括表示内に原料原産地を表示する際、食品表示基準第７条の規定による使用割合

の併記は必要ですか。 

（答） 

１ 食品表示基準第３条第２項の表の規定に基づき(すなわち、(原原－16)以降に示す表示の 
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方法により）原料原産地名を表示する場合には、重量割合上位２位以下の原材料に任意で表 

示する場合を含め、使用割合の表示は必要ありません。 

２ 一括表示内に任意で強調したい産地名のみを表示する場合や、一括表示外で特定の産地を

強調して表示する場合は、食品表示基準第７条の特色ある原材料を使用した旨を表示する場

合に該当するため、当該強調表示に近接した場所又は一括表示の原材料名に割合表示が必要

です。ただし、その割合が 100％である場合にあっては、割合の表示を省略することができま

す。 

《例：原材料○○が、国産原料 70％、カナダ産原料 20％、アメリカ産原料 10％である場

合》 

① 第３条の規定に従い、原材料の原産地全てに関して表示 ＝ 第７条の適用外 

（義務表示対象の原材料、対象外の原材料とも共通） 

     

名  称 ・・                

原材料名 ○○（日本、カナダ、アメリカ）、

△△（オーストラリア、デンマーク） 

② 一括表示内に義務表示対象の原材料に加えて、任意で特定の原材料の原産地のみを強

調表示 ＝ 第７条を適用 

（義務表示対象外の原材料の場合）   

    

                                   

                                             

③ 一括表示外に原材料の原産地を強調表示 ＝ 第７条を適用 

（義務表示対象の原材料、対象外の原材料とも共通） 

【強調表示部】        【一括表示欄】 

                                            

                         

    

 

  

  

        

一括表示外に強調表示す                          

       る場合は第 7条を適用                                     

                                             

  

（原原－24）原料原産地表示対象の重量割合上位１位の原材料に加え、任意で上位５位の原材料

にも原料原産地名を表示したい場合、上位２位、３位、４位の原材料には原料原産地名を表示

しなくてもよいですか。 

（答） 

名 称 ・・・       

原材料名 □□(国産）、○○ 

（国産 70％使用） 

名 称  ・・・ 

原材料名 □□(国産)、○

○（国産使用） 

国産○○使用 名  称 ・・・ 

原材料名 ○○(国産、カナダ産、

アメリカ産)、・・・ 

国産○○70%使用 
名  称 ・・・ 

原材料名 ○○(国産、カナダ産、

アメリカ産)、・・・ 

名 称 ・・・       

原材料名 □□（国産）、○○ 

（国産 70％使用） 

強調したい原材料

の原産地のみ表示

する場合は第 7 条

が適用され、割合

表示が必要 

原料原産地を全て表示す

る場合は第７条の適用

外 
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重量割合上位１位の原材料以外の原材料に任意で原料原産地名を表示する場合、当該原料原

産地表示が、間にある原材料（質問の場合、上位２位、上位３位、上位４位の原材料）の原産

地であると消費者が誤認しないためには、それらの原材料についても、原料原産地表示を行う

ことが望ましいと考えますが、特定の原材料だけ（質問の場合、上位５位の原材料だけ）に表

示をしても、適切な位置に表示されていれば、問題ありません。 

（原原－25）原材料が１種類で原材料名の表示を省略している場合、どのように表示すればよい

ですか。 

（答） 

原料原産地名の表示は、原材料名に対応させて表示する必要があります。 

具体的には、原料原産地名欄を設け、原産地名の後に括弧を付して原材料名を表示するな 

ど、原産地名を原材料名に対応させて表示してください。 

また、原料原産地名欄を設けずに、原材料名欄の原材料名の後に括弧を付して原産地を表示 

することも可能です。 

《例１：原材料名欄を省略した場合》 

 

《例２：原材料名欄を省略しない場合》 

 

 

Ⅲ 又は表示                                ［原－25］ 

（原原－26）「又は表示」（食品表示基準第３条第２項の表の輸入品以外の加工食品の項の１の五

のイの規定による表示）が認められるのはどのような場合ですか。また、「又は表示」の根拠資

料は、どの程度の期間、根拠として使用できますか。 

（答） 

１  「又は表示」とは、原材料の原産地として使用する可能性のある複数国を、過去の一定期

間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画における重量割合の

高いものから順に「又は」でつないで表示する方法です。 

２  消費者への情報提供の観点から、国別重量順表示を原則としますが、原材料の過去の一定

期間における産地別使用実績（新製品又は原料調達先の変更が確実な場合は、今後の一定期

間における産地別使用計画）からみて、国別重量順表示を行おうとした場合に、表示をする

時点（製造日）を含む１年間で重量順位の変動や産地切替えが行われる見込みで、国別重量

順表示が困難である場合に限り、「又は表示」が認められます。 

名称 小麦粉 

原材料名 小麦（国産） 

内容量 １kg 

賞味期限 令和２年３月 31 日 

保存方法 高温多湿を避け常温で保存してください 

製造者 △△株式会社 

東京都千代田区霞が関▲－▲－▲ 

名称 小麦粉 

原料原産地名 国産（小麦） 

内容量 １kg 

賞味期限 令和２年３月 31 日 

保存方法 高温多湿を避け常温で保存してください 

製造者 △△株式会社 

東京都千代田区霞が関▲－▲－▲ 
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また、上記に加え、以下の資料を保管していることを条件とします。 

①次に掲げる期間（事業者が定めた期間）がいつからいつまでかを示す資料 

ア 表示をする時点（製造日）を含む１年間（製造年、製造年度等） 

イ 産地別使用実績の基礎となる過去の一定期間又は産地別使用計画の基礎となる今後

の一定期間（以下「過去又は今後の一定期間」といいます。） 

① 過去又は今後の一定期間における原産地ごとの重量順位の変動や産地切替えがある

ことを示す資料 

② 過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計

画をどのような単位（一製品ごとか、原料の管理を共通化している製品単位ごとか

等）で計上したかを示す資料 

③ 過去又は今後の一定期間における原産地ごとの使用割合の順を示す資料 

３  過去の一定期間における産地別使用実績とは、表示しようとする時点（製造日）を含む１

年間（製造年、製造年度等）から遡って３年以内の中での１年以上の実績に限ります。（例１

参照） 

４  また、過去の一定期間における産地別使用実績に基づく「又は表示」を基本としますが、

新製品又は原料調達先の変更が確実な場合などの過去の産地別使用実績が使用できない場合

は、今後の一定期間における産地別使用計画に基づく「又は表示」とする必要があります。 

今後の一定期間における産地別使用計画は、当該計画に基づく製造の開始日から１年間

以内の予定に限ります。計画の期間外に製造された製品について、当該計画を根拠に、「又

は表示」を行うことはできません。（例２参照） 

５ 「又は表示」はあくまで例外の一つであり、産地の切替えが見込まれても、その都度表示

を切り替えることができる又は包装自体を切り替えることができる場合は、国別重量順表示

が困難と認められないため、「又は表示」を用いることはできません。 

６ なお、適正な表示が行われているか否かについては、国や都道府県等が事業者への立入検

査などを通じて原料原産地表示の確認を行うこととしており、その際に、「又は表示」等を行

った理由の聞取りや保管を条件としている根拠書類の確認を行うことになります。 

《例１：「又は表示」に当たって根拠として用いることができる「使用実績」の考え方》 

 

 

 

 

 

H25 H26 H27 H28 H29 

製造年 

H30 

２、３年前 

１、２年前 

任意の１年半 

３年前 

２年前 

１年前 

任意の１年 

遡る３年 

１年を超えた期間 

での使用実績の根 

拠の考え方 

１年での使用実績 

の根拠の考え方 



‐349‐ 

 《例２：使用計画で表示した場合》 

H29 H28 H30 H31 

             計画期間                 

   年始めから    この間に製造した                

   の場合      製品に又は表示可                          

                                      

                 計画期間                         

                                           

       年の途中から   この間に製造した                         

       の場合      製品に又は表示可                         

 

 

（原原－27）「又は表示」の基本的な表示方法について教えてください。 

（答） 

１ 「又は表示」とは、原材料の原産地として使用する可能性のある複数国を、過去の一定期

間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画における重量割合の

高いものから順に「又は」でつないで表示する方法です。 

例えば、「Ａ国又はＢ国」と表示した場合、 

① 「Ａ国のみ」、「Ｂ国のみ」、「Ａ国、Ｂ国の順番」、「Ｂ国、Ａ国の順番」の４通りの産地

のパターンを表します。 

あくまで、表示した国の範囲内での使用が認められるものであり、表示されていない国

を産地とする原料の使用は認められません。そのため、実際の製品にＣ国産の原料が含ま

れる場合、「Ａ国又はＢ国」の表示は使用できません。 

② 過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画に

おいて、Ａ国産の原料の方がＢ国産の原料よりも使用割合が多いことを表します。 

 ２また、表示をする時点（製造日）を含む１年間の原材料の使用予定からみて国別重量順表示

が困難と認められる場合は、 

①過去の一定期間における産地別使用実績であれば、当該産地別使用実績 

②新製品又は原料調達先の変更が確実な場合など過去の産地別使用実績が使用できない場合

において使用する今後の一定期間における使用計画であれば、当該使用計画 

を使用し表示する必要があります。 

なお、「又は表示」に使用する過去の一定期間における産地別使用実績は、過去３年以内

の１年以上の実績であれば何でもよいわけではなく、表示をする時点（製造日）を含む１年

間の原材料の使用予定と同様な傾向になる過去の一定期間における産地別使用実績を使用し、

当該期間の使用実績順に国名を表示する必要があります。 

特に「Ａ国又はＢ国又はその他」の表示をする際は、表示をする時点（製造日）を含む１

年間の原材料の使用予定と同様な傾向になる過去の一定期間における産地別使用実績に基づ

くものかどうかをしっかりと確認する必要があります。 

３ 国別重量順表示と同様、原産国が３か国以上ある場合は、３か国目以降を「その他」と表

示することができます。 

例えば、「Ａ国又はＢ国又はその他」と表示した場合、過去の一定期間における産地別使用

実績又は今後の一定期間における産地別使用計画が、３か国以上あり、上位２か国としては、

Ａ国、Ｂ国の順に、重量割合の高いことになります。 
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４ また、消費者の誤認防止のために、容器包装に対し必ず、過去の一定期間における産地別

使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画に基づく表示である旨の注意書きが必

要です。（（原原－36）参照） 

《例１：外国の産地２か国の場合》 

名称 ポークソーセージ（ウインナー） 

原材料名 豚肉（カナダ又はアメリカ）、豚脂肪、たん白加水分解物

（大豆・豚肉・ゼラチンを含む）、還元水あめ、食塩、香辛

料（大豆を含む）／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Na、

K）、・・・ 

内容量 150ｇ 

賞味期限 2020 年１月５日 

保存方法 10℃以下で保存してください 

製造者 □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

※ 豚肉の産地は、2018 年の使用実績順 

《例２：国産を含めた２か国の場合》 

名称 ポークソーセージ（ウインナー） 

原材料名 豚肉（アメリカ又は日本）、豚脂肪、たん白加水分解物（大

豆・豚肉・ゼラチンを含む）、還元水あめ、食塩、香辛料

（大豆を含む）／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Na、

K）、・・・ 

内容量 150ｇ 

賞味期限 令和２年１月５日 

保存方法 10℃以下で保存してください 

製造者 □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

※ 豚肉の産地は、平成 26 年から２年間の使用実績順 

《例３：３か国の場合》 

    名 称     ポークソーセージ（ウインナー） 

原材料名    豚肉（カナダ又はアメリカ又はデンマーク）、豚脂肪、たん 

白加水分解物（大豆・豚肉・ゼラチンを含む）、還元水あめ、

食塩、香辛料（大豆を含む）／調味料（アミノ酸等）、リン

酸塩（Na、K）、・・・内容量 150ｇ 

賞味期限令和２年１月５日 

保存方法 10℃以下で保存してください 

製造者 株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

 

※ 豚肉の産地は、前年の使用実績順 

 

（次頁に続く） 
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《例４：３か国目以降を「その他」と表示した場合》 

   

    

   

   

   

   

   

 

※ 豚肉の産地は、平成 30 年９月から令和元年８月までの使用実績順 

(原原－28）「又は表示」は、都道府県名による原産地表示でも使用できますか。 

（答） 

１ 原材料が国産のみの場合、都道府県名などを用いて「Ｘ県又はＹ県」のように「又は表示」

を行うことは可能です。認められる条件については、（原原－26）及び（原原－27）の国単位

での考え方を準用してください。 

２ しかしながら、Ａ国産と国産の原材料を併用しており、常に国産よりＡ国産の使用量が多

く、国別重量順表示が困難であるとは認められないにもかかわらず、国産の中のＸ県、Ｙ県

の重量順位が変動することをもって、「Ａ国又はＸ県又はＹ県」のような「又は表示」はでき

ません。 

なお、「Ａ国産、国産（Ｘ県又はＹ県）」の表示は可能です。ただし、その場合には、過去

の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画に基づく表

示である旨の注意書き及び都道府県ごとの原材料の過去の一定期間における産地別使用実績

又は今後の一定期間における産地別使用計画が記載された根拠書類の保管が必要です。 

（原原－29）「又は表示」をする際、過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間

における産地別使用計画に基づいて表示した場合、使用割合が極めて少ない原産地について

は、消費者の誤認防止のためにどのような表示をするのですか。 

（答） 

１ 「又は表示」では過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産

地別使用計画に基づいて表示されるため、使用量の極めて少ない原産地の使用量について、

消費者が誤認することを防止する必要があります。 

そのため、過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使

用計画に基づいて原産地の使用割合を算出したときに、使用割合が極めて少ない原産地につ

いては、消費者の誤認が生じないよう、以下のように表示することを義務付けます。 

① 「使用割合が極めて少ない」とは、「５％未満」を指します。 

② 「大括り表示＋又は表示」、「中間加工原材料の製造地表示」の中で用いる「又は表示」

を含め、「又は表示」をする場合には、過去の使用実績等における重量割合が５％未満の原

産地について、原産地名の後ろに括弧を付して、「５％未満」などと表示します。 

③ 過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画に

基づく割合である旨を注意書きで表示します。 

（次頁に続く） 

  

名 称 ポークソーセージ（ウインナー） 

原材料名 豚肉（カナダ又はアメリカ又はその他）、豚脂肪、たん白加水

分解物（大豆・豚肉・ゼラチンを含む）、還元水あめ、食塩、

香辛料（大豆を含む）／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩

（Na、K）、・・・ 

内容量 150ｇ 

賞味期限 令和２年１月５日 

保存方法 10℃以下で保存してください 

製造者 □□株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 
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《例：「又は表示」で５％未満の原産地がある場合》 

名称 こいくちしょうゆ（本醸造） 

原材料名 大豆（アメリカ産又は国産（５％未満））、小麦、食塩 

内容量 400ml 

賞味期限 令和３年３月 30日 

保存方法 直射日光を避け常温で保存してください 

製造者 ○○株式会社 

東京都千代田区永田町●－●－● 

※ 大豆の原産地順・割合は、平成 30 年の使用実績 

２ なお、 

① 「大括り表示＋又は表示」の中の大括り表示（輸入など）については、括った合計が

「５％未満」である場合に表示が必要です。 

② 「又は表示」の中の「その他」については、「５％未満」などの表示は不要です。 

③ 国別重量順表示については、「５％未満」などの表示は不要です。 

（原原－30）複数の原産地の原材料をタンクに継ぎ足して製造するような場合は、一度使用した

原産地の原材料は計算上０になることはありませんが、どのように表示すればよいですか。 

（答） 

１ 例えば、醸造酢の「種酢」などのように、以前製造した製品に新たな原材料を継ぎ足して

製造するような場合は、過去に使用した原産地の原材料が、計算上０になることがない事例

があると考えられます。 

２ １の例の様に、計算上０にならないことをもって、原産地を表示し続ける必要性が乏しい

と考えられることから、計算上「５％未満」になった時点をもって、当該原産地の表示を省

略できます。 

なお、一度５％未満になった原産地について、再度同じ原産地の原材料が継ぎ足されて、

合算した割合が５％以上になった場合は、表示を省略することはできません。 

Ⅳ 大括り表示                               ［原－31］ 

（原原－31）「大括り表示」（食品表示基準第３条第２項の表の輸入品以外の加工食品の項の１の

五のロの規定による表示）が認められるのはどのような場合ですか。また、「大括り表示」の根

拠資料は、どの程度の期間、根拠として使用できますか。 

（答） 

１ 「大括り表示」とは、外国の原産地表示を「輸入」などと括って表示する方法です。 

２ 消費者への情報提供の観点から、国別重量順表示を原則としますが、原材料の過去の一定期

間における産地別使用実績（新製品又は原料調達先の変更が確実な場合は、今後の一定期間に

おける産地別使用計画）からみて、国別重量順表示を行おうとした場合に、３以上の外国の原

産地表示に関して、表示をする時点（製造日）を含む１年間で重量順位の変動や産地切替えが

行われる見込みで、国別重量順表示が困難である場合に限り、「大括り表示」が認められます。 

また、上記に加え、以下の資料を保管していることを条件とします。 

① 次に掲げる期間（事業者が定めた期間）がいつからいつまでかを示す資料 

ア 表示をする時点（製造日）を含む１年間（製造年、製造年度等） 

イ 過去又は今後の一定期間 

② 過去又は今後の一定期間における原産地ごとの重量順位の変動や産地切替えがあることを

示す資料 

③ 過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画をど

のような単位（一製品ごとか、原料の管理を共通化している製品単位ごとか等）で計上した

かを示す資料 
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３ 過去の一定期間における産地別使用実績とは、表示をする時点（製造日）を含む１年間（製

造年、製造年度等）から遡って３年以内の中での１年以上の実績に限ります。（例１参照） 

４ また、過去の一定期間における産地別使用実績に基づく「大括り表示」を基本としますが、

新製品又は原料調達先の変更が確実な場合などの過去の産地別使用実績が使用できない場合は、

今後の一定期間における産地別使用計画に基づく「大括り表示」とする必要があります。 

今後の一定期間における産地別使用計画は、当該計画に基づく製造の開始日から１年間以内

の予定に限ります。計画の期間外に製造された製品について、当該計画を根拠に、「大括り表示」

を行うことはできません。（例２参照） 

５ 「大括り表示」はあくまで例外の一つであり、産地の切替えが見込まれても、その都度表示 

 を切り替えること又は包装自体を切り替えることができる場合は、国別重量順表示が困難と認 

められないため、「大括り表示」を用いることはできません。 

６ また、「３以上の外国の原産地」とは、例えば、ある農産物を年間を通じて安定的に調達する

ために、輸入先を、北半球と南半球の複数国の間で時期により切り替えることなどにより、結

果として、産地ごとの使用状況が、「北半球の国のみ」、「北半球の国と南半球の国の混合」及び

「南半球の国のみ」の間で切り替わるようなもの等を想定しています。 

国別重量順表示が可能な原料調達状況にあるものの、「大括り表示」を行うためだけに、意図

的に、ごく短期間だけ複数国から原料調達を行い、産地の切替え・混合をするようなことは、

国別重量順表示が困難であるとは認められません。（例３参照） 

７ なお、適正な表示が行われているか否かについては、国や都道府県等が事業者への立入検査

などを通じて原料原産地表示の確認を行うこととしており、その際に、「大括り表示」を行った

理由の聞取りや保管を条件としている根拠書類の確認を行うことになります。 

 

《例１：「大括り表示」に当たって根拠として用いることができる「使用実績」の考え方》 

 

 

 

 

 

（次頁に続く） 

 

  

H25 H26 H27 H28 H29 

製造年 

H30 

２、３年前 

１、２年前 

任意の１年半 

３年前 

２年前 

１年前 

任意の１年 

遡る３年 

１年を超えた期間 

での使用実績の根 

拠の考え方 

１年での使用実績 

の根拠の考え方 
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《例２：使用計画で表示した場合》 

H29 H28 H30 H31 

             計画期間                   

   年始めから    この間に製造した                

   の場合      製品に又は表示可                    

                                      

                 計画期間                   

                                        

       年の途中から   この間に製造した                

       の場合    製品に又は表示可 

 

《例３》 

 

 

 

（原原－32）「大括り表示」の基本的な表示方法について教えてください。 

（答） 

１ 「大括り表示」とは、外国の原産地表示を「輸入」などと括って表示する方法です。 

「輸入」と表示した場合、その原材料の過去の一定期間における産地別使用実績又は今

後の一定期間における産地別使用計画からみて、３以上の外国の原産地表示に関して、表

示をする時点（製造日）を含む１年間で重量順位の変動や産地切替えが見込まれることを

表します。 

また、「輸入、国産」と表示した場合、その原材料に実際に含まれる原産地について、

国産より輸入品（合計）の方が、重量割合が高いことを表します。 

２ 「輸入」の他に、「外国産」、「外国」なども表示可能とします。 

 

（次頁に続く） 

  

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 
11

月 

12

月 

Ａ国 

Ｂ国 

Ｃ国 

（想定しているケース） 

Ａ国 Ａ国 

Ｂ国 Ｂ国 

Ｃ国 

Ｄ国 

（想定していないケース） 
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《例１：３以上の外国産のみの場合》 

名称 こいくちしょうゆ（本醸造） 

原材料名 大豆（輸入）、小麦、食塩 

内容量 400ml 

賞味期限 令和３年３月 30日 

保存方法 直射日光を避け常温で保存してください 

製造者 ○○株式会社 

東京都千代田区永田町●－●－● 

 

《例２：国産より外国産の方が多い場合》 

名称 こいくちしょうゆ（本醸造） 

原材料名 大豆（輸入、国産）、小麦、食塩 

内容量 400ml 

賞味期限 令和３年３月 30日 

保存方法 直射日光を避け常温で保存してください 

製造者 ○○株式会社 

東京都千代田区永田町●－●－● 

《例３：外国産より国産の方が多い場合》 

名称 こいくちしょうゆ（本醸造） 

原材料名 大豆（国産、輸入）、小麦、食塩 

内容量 400ml 

賞味期限 令和３年３月 30日 

保存方法 直射日光を避け常温で保存してください 

製造者 ○○株式会社 

東京都千代田区永田町●－●－● 

（原原－33）大括り表示において、「ＥＵ産」や「南米産」など、「輸入」よりも小さな区分の表

示は認められますか。 

（答） 

１ 「ＥＵ産」や「南米産」などは、「輸入」より小さな区分であるため認められます。 

ただし、「輸入」と表示ができる条件と同様、その原材料の過去の一定期間における産地別

使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画からみて、表示をする時点（製造日）

を含む１年間で３以上のＥＵ内や南米内などの国の中で重量順位の変動や産地切替えが行わ

れる見込みで、国別重量順表示が困難である場合に限り、大括り表示として「ＥＵ産」、「Ｎ

ＡＦＴＡ産」、「ＡＳＥＡＮ産」、「アフリカ産」、「南米産」等と表示することができます。 

２ また、「輸入」より小さな区分の産地を複数使用した場合、「輸入（ＥＵ産、南米産）」や

「輸入（ＥＵ産又は南米産）」のように、「輸入」より小さな区分の産地を併せて表示するこ

とも可能です。 

なお、「輸入（ＥＵ産又は南米産）」と表示した場合には、過去の一定期間における産地別

使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画に基づく表示である旨の注意書き及び

区分ごとの原材料の過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産

地別使用計画が記載された根拠書類の保管が必要です。 
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Ⅴ 大括り表示＋又は表示                          ［原－38］ 

（原原－34）「大括り表示」と「又は表示」の併用（「輸入又は国産」や「国産又は輸入」）（食品

表示基準第３条第２項の表の輸入品以外の加工食品の項の 1の五のハの規定による表示）が認

められるのはどのような場合ですか。 

（答） 

「大括り表示」の認められる条件（（原原－31）参照）を満たした上で、輸入品の合計と国産

の重量順に変更があり、「輸入、国産」や「国産、輸入」の表示が困難な場合であって、「又は

表示」の認められる条件（（原原－26）参照）を満たす場合に限り認められます。 

《例：「大括り表示」と「又は表示」の併用が認められる場合》 
 ４～６月     A 国      B 国    C 国  国産  輸入合計＞国産   

                                １位はＡ国  

 ７～９月     C 国       A 国      B 国   輸入のみ       

                                １位はＣ国 

10～12 月     国産     B 国    A 国   C 国 輸入合計＜国産    

                               １位は国産     

１～３月     B 国     A 国    C 国  国産   輸入合計＞国産    

                               １位はＢ国       

 

（原原－35）「大括り表示」と「又は表示」の併用（「輸入又は国産」や「国産又は輸入」）の基本

的な表示方法について教えてください。 

（答） 

１ 「大括り表示」と「又は表示」の併用とは、「輸入」と「国産」を、過去の一定期間におけ

る産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画における重量割合の高いもの

から順に「又は」でつないで表示する方法です。 

例えば、「輸入又は国産」と表示した場合、 

① 「輸入のみ」、「国産のみ」、「輸入、国産の順番」、「国産、輸入の順番」の４通りの産地

のパターンを表します。 

② 過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画に

おいて、輸入品（合計）の方が国産よりも使用割合が多いことを表します。 

２ また、消費者の誤認防止のために、容器包装に対し必ず、過去の一定期間における産地別

使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画に基づく表示である旨の注意書きが必

要です。（（原原－36）参照） 

《例１》 

    名 称     ポークソーセージ（ウインナー） 

原材料名豚肉（輸入又は国産）、豚脂肪、たん白加水分解物（大豆・ 

豚肉・ゼラチンを含む）、還元水あめ、食塩、香辛料（大豆 

を含む）／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（N a、 

K）、・・・内容量 150ｇ 

賞味期限    令和２年２月２日 

保存方法    10℃以下で保存してください 

製造者     株式会社 

東京都千代田区霞が関■－■－■ 

※ 豚肉の産地は、平成 27 年９月から平成 28年８月までの使用実績順 
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《例２》 

名 称 小麦粉 

原材料名 小麦（輸入又は国産） 

内容量 １kg 

賞味期限 令和２年３月 31日 

保存方法 高温多湿を避け常温で保存してください 

製造者 △△株式会社 

東京都千代田区霞が関▲－▲－▲ 

※ 小麦の産地は、賞味期限の２年前の使用実績順 

Ⅵ 使用実績等                               ［原－40］ 

（原原－36）「又は表示」及び「大括り表示＋又は表示」において、過去の一定期間における産地

別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画に基づく表示であることを示す注意書

きについて、どのような表現で書けばよいですか。また、どの程度の期間が認められますか。 

（答） 

１ 「又は表示」及び「大括り表示＋又は表示」をする場合は、消費者が「国別重量順ではな

く、過去の一定期間における産地別使用実績順又は今後の一定期間における産地別使用計画

順の表示であること」が分かるように、注意書きをする必要があります。 

２ 過去の一定期間における産地別使用実績順に表示する場合の注意書きについては、 

① ○○の産地は、令和元年の使用実績順 

② ○○の産地は、2019 年から２年間の使用実績順 

③ ○○の産地は、製造年の前年の使用実績順 

④ ○○の産地は、製造年の一昨年の使用実績順 

⑤ ○○の産地は、前年の使用実績順 

⑥ ○○の産地は、一昨年の使用実績順 

⑦ ○○の産地は、過去１年間の使用実績順 

⑧ ○○の産地は、過去２年間の使用実績順 

⑨ ○○の産地は、賞味期限の○年前の使用実績順 

⑩ ○○の産地は、賞味期限の年の○年前から□年前までの使用実績順 

⑪ ○○の産地は、賞味期限の年の○年前から□年間の使用実績順 

⑫ ○○の産地は、、平成 30 年９月から令和１年８月までの使用実績順 

⑬ ○○の産地は、製造○年前の使用実績順 

⑭ ○○の産地は、過去○年間の平均使用実績順 

等が考えられます。（原原－26）のとおり、遡ることができる期間は、表示をする時点（製造

日）を含む 1年間（製造とし、製造粘土など）から 3年以内であるため、例えば、製造年が

令和元年であれば、平成 28 年、平成 29 年、平成 30 年の３年の中で事業者が定める１年以上

の過去の実績を注意書きに使用することができます。 

なお、賞味期限の長いもの及び賞味期限を省略しているものについては、いつの時期の使

用実績であるのか消費者に分かるようにする必要があります。 

３ 今後の一定期間における使用計画順に表示する場合の注意書きについては、 

① ○○の産地は、、令和元年の使用計画順 

② ○○の産地は、今年度の使用計画順 

③ ○○の産地は、令和１年６月から令和２年５月までの契約栽培から推定した順 

④ ○○の産地は、製造年の使用計画順 

⑤ ○○の産地は、令和元年の使用計画順。令和２年の使用計画に変更がない場合は、継続し

て表示 
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等が考えられますが、いずれの場合も、当該計画の期間内に製造された製品に限り、これらを

注意書きに使用することができます。 

４ 期間については、 

① 「平成○年」と表示し、特段の説明がない場合は、１月から 12 月まで 

② 「平成○年度」と表示し、特段の説明がない場合は、４月から３月までの期間のものと

判断します。（元号に代えて、西暦を用いた場合も同様） 

農作物ごとに設けられている年度など上記と異なる運用がされる場合は、範囲が分かるよ

うにその旨の注意書きを行ってください。 

また、「前年の使用実績順」などの表示は、例えば、製造年が令和元年であれば平成 30 年

を指し、製造年が令和２年であれば令和元年を指すことになりますので、当該表示を続ける

ことが誤表示とならないか、よく確認してください。 

５ なお、上記の注意書きは、あくまで表示例ですので、上記の書き方以外は認められないと

いうことではありません。消費者に分かり易い注意書きとしてください。 

（原原－37）「又は表示」、「大括り表示」又は「大括り表示＋又は表示」をする場合に保管すべき

資料はどのようなものですか。 

（答） 

１ 「又は表示」、「大括り表示」又は「大括り表示＋又は表示」をする場合、それらの表示が

認められる原材料であることを示す根拠として、以下の資料を保管する必要があります。 

① 次に掲げる期間（事業者が定めた期間）がいつからいつまでかを示す資料 

ア 表示をする時点（製造日）を含む１年間（製造年、製造年度等） 

イ 過去又は今後の一定期間 

② 当該製品に用いる原材料について、（原原－26）や（原原－31）の方法に基づく過去又は

今後の一定期間における原産地ごとの重量順位の変動や産地切替えがあることを示す資料 

③ 過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画を

どのような単位（一製品ごとか、原料の管理を共通化している製品単位ごとか等）で計上

したかを示す資料 

④ 「又は表示」、「大括り表示＋又は表示」の注意書きをするものにあっては、注意書きが

指し示す期間中の表示対象の原材料の原産地（「大括り表示＋又は表示」の場合は、輸入品

合計と国産品）ごとの使用割合の順を示す資料 

２ １の過去の一定期間における産地別使用実績の資料については、具体的には、 

① 産地が記載されている送り状や納品書等 

② 産地が記載されている規格書等であって、容器包装、送り状又は納品書等において、製

品がどの規格書等に基づいているのか照合できるようになっているもの 

③ 仕入れた原材料を当該製品に使用した実績が分かるもの（使用原材料の産地を記載した

製造記録や製造指示書等） 

等、産地別の原材料の仕入実績及び使用実績を客観的に裏付ける資料が必要です。 

また、①から③までの資料だけでは、原産地ごとの使用割合の順等が容易に判断できない

場合には、①から③までの内容を総括し、当該製品について原産地ごとの使用割合の順等が

分かるようにした資料も保管する必要があります。 

３ また、１の今後の一定期間における産地別使用計画の資料については、具体的には、 

① 原材料に使用する原産地の使用計画が明確になっているもの 

② 原材料の納入元（商社等）からの原産地が記載されている調達計画及びその調達計画に 

基づき原材料を使用することが明確になっているもの 

③ 契約栽培等の生産者との契約及びその契約に基づき原材料を使用することが明確になっ

ているもの等が必要です。 

４ いずれの場合も、過去又は今後の一定期間及び表示をする時点（製造日）を含む１年間

（製造年、製造年度等）が明確であって、内容が表示根拠として合理的な内容のものを、製
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造・流通の実情に応じて保管してください。また、監視（立入検査等）の際には、実際の原

材料の使用状況について、表示内容と違いがないかの確認をすることとなりますので、製品

製造時の使用実績が分かる資料も保管してください。 

 

（原原－38）過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計

画に基づく表示をする場合、それぞれに求められる合理性とはどのようなものですか。 

 

（答） 

１ 今後の一定期間における産地別使用計画に基づく表示をした場合であって、①実際の使用

実績が大きく異なりその理由について合理的な説明ができない場合、 ②計画の設定の根拠に

ついて合理的な説明ができない場合には、表示の根拠となる使用計画とは認められません 

① 実際の使用実績が大きく異なる場合に該当するものとして、特に、３か国目以降を「そ

の他」と表示している製品で、「その他」と表示していた国が結果として大部分を占める場

合が該当します。 

（実際の使用実績が大きく異なる場合の例） 

ⅰ）「Ａ国又はＢ国又はその他」と表示した場合で、計画期間中に結果としてＡ国、Ｂ国の

どちらもほとんど使用せず、「その他」に含まれる国の使用が大部分の場合 

ⅱ）「Ａ国又はＢ国又はその他」と表示した場合で、計画期間中に結果としてＡ国、Ｂ国の

どちらか一方を全く使用していない場合 

② 合理的な説明ができない場合とは、以下のようなことが考えられます。 

なお、自然災害や家畜の伝染性疾病の発生、港湾スト等による船舶輸送の停止など突発

的な事由に起因し、食料の安定供給に著しい影響を及ぼすおそれがある場合であれば、合

理的な説明は可能と考えています。 

ⅰ）明確な理由がなく、自社の都合により計画と異なる調達を行うなど、当初の使用計画

とかけ離れたもの 

ⅱ）元々の計画の調達先、契約先が架空のものであり、結果として表示産地のものが入荷

していない 

ⅲ）その他計画の根拠が不明確なもの（使用計画の期間の記載がないものや使用予定の国

の記載が曖昧なもの） 

２ なお、過去の一定期間における産地別使用実績に基づく表示をした場合で、３か国目以降

を「その他」と表示していた国が結果として大部分を占めるなど、実際の使用実績と大きく

異なり、その理由について、１と同様に合理的な説明ができない場合には、表示の根拠とな

る使用実績とは認められません。 

（原原－39）「又は表示」、「大括り表示」等の根拠資料又は「大括り表示＋又は表示」は、どの 

程度の期間、保管する必要があるのですか。 

（答） 

１ （原原－26）、（原原－31）、（原原－37）のとおり、「又は表示」や「大括り表示」等ができ

る条件の１つとして、食品表示基準第 41条の努力義務の規定とは別に、過去又は今後の一定

期間における原産地ごとの重量順位の変動や産地切替えがあることを示す資料や、過去又は

今後の一定期間における原産地ごとの使用割合の順を示す資料の保管が定められています。 

２ 根拠資料等の保管期間は、その根拠を基に表示が行われている製品の 

① 賞味（消費）期限に加えて１年間 

② 賞味期限の表示を省略している製品については、製造をしてから５年間とします。 

３ 「又は表示」、「大括り表示」等には過去の使用実績が活用されることになりますので、そ

のことを見越して、現在の産地別使用割合等の書類の保管を行ってください。 

  



‐360‐ 

（原原－40）「又は表示」、「大括り表示」又は「大括り表示＋又は表示」を使用する際に過去の一

定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画は、どのような単

位で計上することができますか。 

（答） 

１ 「又は表示」、「大括り表示」又は「大括り表示＋又は表示」を使用する際の過去の一定期

間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画の計上方法は、工場

の製品ごとのほか、以下のような考え方もできることとします。 

① 包材の共通化を図って複数の工場で製造している場合は、共通で包材を使用している製

品単位での計上。 

② 製品単位でみて、原料の仕入れや処理工程が同じである場合や、原料タンクが同じであ

る場合等、複数の製品の原料の管理を共通化している場合、原料の管理を共通化している

製品単位で計上。 

２ なお、原料の管理を共通化していない製品を区別せずに集計した会社全体や工場全体等で

の過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画につ

いては、使用できません。 

※ また、当然のことながら国別重量順表示においては、製造された製品ごと に、使用した

原材料の原料原産地名を表示することが必要です。 

Ⅶ 中間加工原材料の製造地表示                       ［原－45］ 

（原原－41）原料原産地表示の対象の原材料が中間加工原材料の場合の表示方法について教えて

ください。 

（答） 

１ 原料原産地表示の対象の原材料が中間加工原材料の場合には、表示した原材料の名称に対

応して製造地を表示することを基本とします。 

２ 加工食品は、生鮮原材料を使用して製造している場合もあれば、他社工場で製造された中

間加工原材料を使用して製造する場合もあり、その中間加工原材料を生鮮原材料まで遡って

原産国を特定することは困難な場合があります。 

また、従来から原材料の名称は、生鮮原材料であるか中間加工原材料であるかを区別せず、 

最も一般的な名称で表示することとしてきたことから、表示した中間加工原材料の名称に対

応して製造地を表示します。 

その際、単に国名のみを表示すると、その中間加工原材料の元となる生鮮原材料の原産地

であると消費者が誤認する恐れがあることから、中間加工原材料の原産地を「○○製造」と

表示することとします（「○○加工」との表現は使用できません。）。 

３ 製造地表示をする国が複数ある場合は、国別重量順表示を基本とし、必ず国名ごとに「製

造」の文字を付してください。（「ドイツ、ブラジル製造」のような表示は認められません。）

また、中間加工原材料名の次に括弧をつけて「○○製造」と中間加工原材料名に対応させた

表示が必要です。すなわち、例えば「りんご（ドイツ製造）」のように、生鮮原材料名に対応

させて「○○製造」と表示することはできません。 

４ なお、中間加工原材料の原料の原産地が、生鮮原材料の状態まで遡って判明しており、客

観的に確認できる場合には、「○○製造」の表示に代えて、当該生鮮原材料名と共にその原産

地を表示することができます。 

５ その他の表示方法については、生鮮原材料と同じです。すなわち、（原原－19）で示したよ

うに、「国内製造」の表示に代えて、「○○県製造」といった都道府県での表示をすることが

できます。 

（次頁に続く） 
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《例１：中間加工原材料の製造地表示》 

（りんご果汁を購入し、使用している場合） 

名称 清涼飲料水 

原材料名 りんご果汁（ドイツ製造）、果糖ぶどう糖液糖、果糖／酸味

料、ビタミンＣ 

内容量 500ml 

賞味期限 令和２年３月 31日 

保存方法 直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください 

製造者 ××株式会社 

東京都千代田区永田町×－×－× 

 

（皮を購入し、使用している場合） 

名称      どらやき 

原材料名    皮（卵、小麦粉、砂糖）（国内製造）、つぶあん（砂糖、 

小豆、水あめ）／膨張剤内容量 １個 

消費期限令和元年 11月 24 日 

保存方法    直射日光、高温多湿の場所を避けて保存してください 

製造者○○株式会社 

東京都千代田区永田町●－●－● 

 

（小麦粉を購入し、使用している場合） 

名称 食パン 

原材料名 小麦粉（国内製造）、砂糖、マーガリン、パン酵母、食塩、

（一部に小麦・乳成分を含む） 

内容量 ６枚 

消費期限 表面に記載 

保存方法 直射日光、高温多湿を避けて保存してください 

製造者 ☆☆株式会社 

東京都千代田区霞が関★－★－★ 

《例２：中間加工原材料の製造地表示（原料原産地名の事項欄を設けて表示）》 

（りんご果汁を購入し、使用している場合） 

名称 清涼飲料水 

原材料名 りんご果汁、果糖ぶどう糖液糖、果糖／酸味料、ビタミンＣ 

原料原産地名 ドイツ製造（りんご果汁） 

内容量 500ml 

賞味期限 2020 年３月 31日 

保存方法 直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください 

製造者 ××株式会社 

東京都 

千代田区永田町×－×－× 

 

（次頁に続く） 
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《例３：中間加工原材料の生鮮原材料の原産地を遡って表示》 

名 称     清涼飲料水 

原材料名    りんご果汁（りんご（ドイツ、ハンガリー））、果糖ぶどう 

糖液糖、果糖／酸味料、ビタミンＣ内容量 500ml 

賞味期限 令和２年３月 31日 

保存方法 直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください 

製造者 ××株式会社 

東京都千代田区永田町×－×－× 

 

 

 

 

名称 清涼飲料水 

原材料名 りんご果汁（りんご（ドイツ製造、ハンガリー製造））、果糖

ぶどう糖液糖、果糖／酸味料、ビタミンＣ 

内容量 500ml 

賞味期限 令和２年３月 31日 

保存方法 直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください 

製造者 ××株式会社 

東京都千代田区永田町×－×－× 
 

《例４：中間加工原材料の生鮮原材料の原産地を遡って表示（原料原産地名の事項欄を設け 

て表示）》 

名称 清涼飲料水 

原材料名 りんご果汁、果糖ぶどう糖液糖、果糖／酸味料、ビタミン

Ｃ 

原料原産地名 ドイツ（りんご）、ハンガリー（りんご） 

内容量 500ml 

賞味期限 令和２年３月 31日 

保存方法 直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください 

製造者 ××株式会社 

東京都千代田区永田町×－×－× 

 

名 称    清涼飲料水 
原材料名   りんご果汁、果糖ぶどう糖液糖、果糖／酸味料、ビタミンＣ 
原料原産地名 ドイツ、ハンガリー（りんご） 
内容量    500ml 

賞味期限   令和２年３月 31 日 
保存方法    直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください 
製造者    ××株式会社 

東京都千代田区永田町×－×－× 

《例５：中間加工原材料の生鮮原材料の原産地を原料原産地名の事項欄を設けて表示する際、

当該生鮮原材料が複数の中間加工原材料に使用されている場合》 

※ 原産地を表示する生鮮原材料がどの中間加工原材料の生鮮原材料かが分かるように表示

する必要があります。 

 

（次頁に続く） 
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名称 清涼飲料水 

原材料名 りんご果汁、りんご果粒、果糖ぶどう糖液糖、果糖／酸味

料、ビタミンＣ 

原料原産地名 ハンガリー（りんご（りんご果汁）） 

内容量 500ml 

賞味期限 2020.3.31 

保存方法 直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください 

製造者 ××株式会社 

東京都千代田区永田町×－×－× 

 

（原原－42）中間加工原材料の製造地の決め方を教えてください。 

（答） 

１ 中間加工原材料が国産品の場合には、国内において製造された旨を「国内製造」と、輸入

品の場合には、外国において製造された旨を「○○製造」と表示します。 

２ 輸入した中間加工原材料については、通常、通関の際の輸入許可書上の産地が製造地とな

ります。 

３ また、輸入された加工食品に対し、国内他社で何らかの行為を行ったものを仕入れ、それ

を中間加工原材料として用いるような場合については、（原原－43）を参照してください。 

４ なお、「製造」又は「加工」を行ったとして、製造者、加工者等と事項名が変わることと、

国内で実質的な変更が行われ中間加工原材料が「国内製造」になることは別ですので、それ

ぞれ適切に判断してください。 

（原原－43）輸入された中間加工原材料について国内で行う行為の中で、「国内製造」とならな

い行為には、どのようなものがありますか。 

（答） 

１ 中間加工原材料が国産品の場合には、国内において製造された旨を「国内製造」と、輸入

品の場合には、外国において製造された旨を「○○製造」と表示する必要があります。 

２ そのため、輸入された中間加工原材料については、国内他社でさらに「製品の内容につい

ての実質的な変更をもたらす行為」がなされ、それを仕入れて中間加工原材料として使用

する場合は、「国内製造」となります。 

３ 「製品の内容についての実質的な変更をもたらす行為」とは、製品として輸入品であるこ

とを示す「原産国名」表示での考え方と同様です。（食品表示基準Ｑ＆ 

Ａ加工-155、156 参照） 

４ 「製品の内容についての実質的な変更をもたらす行為」とはならず「国内製造」とならな

い主な具体例は、以下のとおりです。 

「製品の内容についての実質的な変更をもたらす行為」とはならず 

「国内製造」とならない主な具体例 

容器包装へのラベルの 

添付、修正、付け替え 

容器包装に日本用の日本語ラベルを付すなど 

詰め合わせ 販売のための外装に詰め合わせるなど 

小分け バルクで仕入れたものを小分けするなど 

例：うなぎの蒲焼きをバルクで仕入れて小分けする、 

スパゲッティをバルクで仕入れて小分けする 

切断 スライスするなどの単なる切断 

例：ハムをスライスする 
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整形 形を整えるなど 

例：ブロックのベーコンの形を整える 

選別 形、大きさで選別するなど 

例：煮干を大きさで選別する 

破砕 少し砕くなど（粉末状にしたものを除く） 

例：①挽き割り大豆、②岩塩を砕く 

混合 同じ種類の食品を混合するなど 

例：グラニュー糖を混合する 

盛り合わせ 異なる種類の食品を容易に分けられるよう盛り合わせるなど 

例：個包装されている、仕切り等で分けられているなど容易に

分けられるように盛り合わせる 

骨取り 除骨のみを行うなど 

例：塩サバの骨抜き 

冷凍 輸送又は保存のための冷凍など 

解凍 自然解凍等により、単に冷凍された食品を冷蔵若しく 

は常温の状態まで解凍したもの 

例：冷凍ゆでだこを解凍する 

乾燥 輸送又は保存のための乾燥など 

塩水漬け 輸送又は保存のための塩水漬けなど 

加塩 既に塩味のついた食品を加塩など 

例：塩鮭甘口にふり塩をし塩鮭辛口にする 

調味料等の軽微な添加 少量の調味料を加えるなど 

例：水煮にごく少量のしょうゆを加える。 

薬味を少量足すなど 

例：大学芋にごまをまぶす 

希釈 濃度を下げるために、水等を追加するなど 

例：濃縮果汁の濃度を調整するために、水を加える。 

（濃縮果汁を還元果汁まで希釈することを除く。） 

添加物の添加 添加物を添加するなど 

例：①ぶどうオイルにビタミンＥを栄養強化の目的で添加する、

②干しえびを着色する、③オレンジ果汁を着香する 

殺菌 

 

容器包装前後に殺菌するなど 

例：①ちりめんじゃこを加熱殺菌、②濃縮果汁を小分けする際に

行う殺菌、③製品の固形物と充填液の両方を新たな容器に充填し

加熱殺菌、④製品から固形物を取り出し新たな充填液を加えずに

真空パック又はドライパックをして加熱殺菌 

結着防止 

 

固まらないように植物性油脂を塗布するなど 

例：レーズンへ植物性油脂を塗布する 

再加熱 揚げ直し、焼き直し、蒸し直しなど単なる加熱 
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（原原－44）何段階かの製造工程を経て製造された中間加工原材料については、どの段階の製造

地を表示するのですか。 

（答） 

原料原産地表示の対象の原材料が中間加工原材料の場合は、当該中間加工原材料の製造地又

は生鮮原材料まで遡った原産地を表示することとし、それ以外の任意の段階での製造地表示は、

原料原産地表示とは認められません。 

《適切な例》 

名称 

原材料名 

 

内容量 

消費期限 

保存方法 

製造者 

 

あんパン 

つぶあん（Ａ国製造）、小麦粉、糖類、マーガリン、卵、 

脱脂粉乳、・・・ 

１個 

令和元年 11 月 24 日 

直射日光を避けて保存してください 

○○株式会社 

東京都千代田区永田町●－●－● 

《生鮮原材料まで遡っていない不適切な例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原原－45）原料原産地表示の対象である中間加工原材料が複合原材料であって、「中間加工原

材料の製造地表示」ではなく、生鮮原材料の原産地まで遡って表示する場合、複合原材料の中

のどの原材料に原産地を表示する必要がありますか。 

（答） 

１ 複合原材料の原料原産地表示について、生鮮原材料の原産地まで遡って表示する場合、複

合原材料の原材料に占める重量割合が も高い原材料（複合原材料の重量割合上位１位の原材

料）の原産地の表示が必要です。 

２ 複合原材料の重量割合上位１位の原材料が、製品全体での重量割合上位２位の原材料より

も重量が少ない場合であっても、表示義務の対象は複合原材料の重量割合上位１位の原材料

です。 

３ この場合、複合原材料の原材料の表示は、原産地を表示する原材料名のみならず、複合原

材料の原材料の表示方法に従い、複合原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の

原材料名を当該複合原材料の原材料に占める重量割合の高いものから順に全て表示してくだ

さい。 

また、当該複合原材料の原材料が３種類以上ある場合は、当該複合原材料の原材料に占め

る重量割合の高い順が３位以下であって、かつ、当該割合が５％未満である原材料について

は、「その他」と表示することができます。（食品表示基準Ｑ＆Ａ加工－51 参照） 

名称 あんパン 

原材料名 つぶあん（砂糖（国内製造）、小豆、水飴、その他）、小麦

粉、糖類、マーガリン、卵、脱脂粉乳、・・・ 

内容量 １個 

消費期限 令和１年 11 月 24 日 

保存方法 直射日光を避けて保存してください 

製造者 ○○株式会社 

東京都千代田区永田町●－●－● 

○ 

✕ 
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４ なお、複合原材料中の重量割合上位１位の原材料だけでなく、複合原材料中の重量割合上

位２位、３位等の原材料についても、原料原産地表示することが望ましいです。 

《例１：中間加工原材料の原材料の原産地を遡って表示》 

名称 どらやき 

原材料名 皮（卵（国産）、小麦粉、砂糖）、つぶあん（砂糖、小豆、

水あめ）／膨張剤 

内容量 １個 

消費期限 2019 年 11 月 24 日 

保存方法 直射日光、高温多湿の場所を避けて保存してください 

製造者 ○○株式会社 

東京都千代田区永田町●－●－● 

《例２：中間加工原材料の原材料の原産地を遡って表示》 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原原－46）国内の自社の工場で製造した中間加工原材料について、どの段階の原産地を表示

すればよいですか。 

（答） 

１ 原料原産地表示は、「原材料名に対応させてその原料原産地名を表示する」とされているこ

とから、食品表示基準に従い適正に表示された原材料の原産地を表示してください。 

２ 例えば、食用植物油脂のように、自社で油糧種子から搾った粗油と、他事業者が搾った粗

油を混合して、精製している場合、原材料名表示が油脂名の表示でなされている限り、油脂

（中間加工原材料）の製造地を表示することが基本です。 

（原原－47）中間加工原材料の製造地表示においても、「又は表示」や「大括り表示」等は認めら

れますか。 

（答） 

１ 中間加工原材料の製造地表示においても、消費者への情報提供の観点から、国別重量順表

示が原則です。 

しかしながら、製造地表示であっても、国別重量順表示が困難な場合に限り、一定の条件

下で、「又は表示」、「大括り表示」及びそれらの併用を認めます。 

認められる条件については、生鮮原材料の場合と全く同じです。（（原原－26） 

～（原原－37）参照） 

２ なお、「大括り表示」については、「外国製造」などの表示を行いますが、意味が明確に伝

わらない「輸入製造」、「国外製造」などは認められません。 

 

（次頁に続く） 

  

名称 

原材料名 

 

原料原産地 

内容量 

消費期限 

保存方法 

製造者 

 

どらやき 

皮（卵、小麦粉、砂糖）、つぶあん（砂糖、小豆、水あめ）

／膨張剤 

国産（卵） 

１個 

2019.11.24 直射日光、高温多湿の場所を避けて保存してくだ

さい 

○○株式会社 

東京都千代田区永田町●－●－● 
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《例１：製造地表示における「又は表示」》 

名 称    清涼飲料水 

原材料名   りんご果汁（ドイツ製造又は国内製造）、果糖ぶどう糖液糖、 

果糖／酸味料、ビタミンＣ 

内容量    500ml 

賞味期限    令和２年３月 31日 

保存方法   直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください 

製造者    ××株式会社 

東京都千代田区永田町×－×－× 

※ りんご果汁の製造地は、平成 30 年の使用実績順 

《例２：製造地表示における「大括り表示」》 

名 称    

原材料名   

 

内容量 

賞味期限   

保存方法   

製造者    

 

清涼飲料水 

りんご果汁（外国製造）、果糖ぶどう糖液糖、果糖／酸味

料、ビタミンＣ 

500ml 

2020 年３月 31日 
直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください 

××株式会社 

東京都千代田区永田町×－×－× 

 

(原原－48）食品表示基準別表第４に個別の品目ごとに原材料名の表示方法の規定があるものが

ありますが、それに従い、中間加工原材料の名称に代えて生鮮食品の原材料名まで遡って表示

している場合、原料原産地表示はどのようにすればよいですか。 

（答） 

１ 原料原産地表示の対象となる原材料は、食品表示基準別表第４において個別の規定に基づ

き表示した原材料の中で重量割合上位１位のものです。 

２ 表示方法については、食品表示基準別表第 20 や別記様式１に従い、基本的には原料原産地

名の事項欄を設け、以下のいずれかを表示します。 

① 個別の規定に基づき表示した原材料名に対応させて、その原産地を表示する 

《例１：濃縮りんごを使用しており、りんごの原産地を表示する場合》 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 原材料として使用した時（製品を製造した時）の状態に対応した原材料名とその原産地を

表示する 

この場合は、個別の規定に基づき原材料名欄に表示してある原材料が指し示す全ての原

材料とそれぞれの原産地を表示してください。 

名称 りんごジュース（濃縮還元） 

原材料名 りんご／香料 

原料原産地名  ドイツ、日本 

内容量 500 ml 

賞味期限 令和２年３月 31 日 

保存方法 直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください 

製造者 ▽▽株式会社 

東京都千代田区永田町▼－▼－▼ 
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《例２：ドイツ製造の濃縮りんごと国産りんごの搾汁を使用しており、濃縮りんごの製造地

とりんごの原産地を表示する場合》 

名 称 りんごジュース（濃縮還元） 

原材料名 りんご／香料 

原料原産地名 ドイツ製造（りんご果汁）、国産（りんご） 

内容量 500ml 

賞味期限 2020 年３月 31日 

保存方法 直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください 

製造者 ▽▽株式会社 

東京都千代田区永田町▼－▼－▼ 

《例３：ドイツ製造の濃縮りんごと国産りんごの搾汁を使用しており、濃縮りんごの製造地

とりんごの原産地を表示する場合の「又は表示」》 

名称 りんごジュース（濃縮還元） 

原材料名 りんご／香料 

原料原産地名 ドイツ製造（りんご果汁）又は国産（りんご） 

内容量 500ml 

賞味期限 R2.3.31 

保存方法 直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください 

製造者 ▽▽株式会社 

東京都千代田区永田町▼－▼－▼ 

※りんご果汁の製造地及びりんごの原産地は、平成 30 年の使用実績順 

３ また、原料原産地名欄を設けずに、原材料名欄における原材料名の次に括弧を付して、当

該原材料名に対応させてその原産地を表示することも可能です。 

この場合、生鮮原材料の名称で原材料の表示をする場合に、加工食品の原材料名を併記す

ること（例えば「原材料名：りんご（りんご果汁（○○製造））」といった表示）は認められ

ません。 

《例４：ドイツ産のりんごを使用した濃縮りんごと国産のりんごを使用した濃縮りんごを使

用しており、りんごの原産地を表示する場合》 

名称 りんごジュース（濃縮還元） 

原材料名 りんご（ドイツ、日本）／香料 

内容量 500ml 

賞味期限 20.3.31 

保存方法 直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください 

製造者 ▽▽株式会社 

東京都千代田区永田町▼－▼－▼ 

 

（原原－49）中間加工原材料の製造地表示と当該中間加工原材料の生鮮原材料まで遡った産地名

の両方を表示してよいですか。 

（答） 

基本的にはどちらか一方を必ず表示しなければなりませんが、消費者が表示を見てどこまで

が中間加工原材料の製造地表示か、生鮮原材料まで遡った産地名の表示かが明確に分かる表示

であれば、両方を表示することは問題ありません。 
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（原原－50）表示した原材料名に対応して原産地又は製造地を表示することになっていますが、

対象原材料が「はちみつ」や「食塩」等の場合はどのように表示すればよいですか。 

（答） 

１ 加工食品の原料原産地表示するに当たり、 

① 対象原材料が生鮮食品の場合は、その原材料の「原産地」を表示 

② 対象原材料が加工食品の場合は、その原材料の「製造地」を表示と、原材料

名に合わせて、表示する必要があります。 

そのため、原材料名が、生鮮食品を表しているのか、加工食品を表しているのか重要とな

ります。 

２ しかしながら、食品表示基準別表第１において、加工食品に分類されている食品であって

も、一般的に生鮮食品に近い食品であると認識されていることなどにより、製造地表示にな

じまない食品等があります。 

３ したがって、消費者へ適切な情報提供を行う観点から、上記に該当する場合の取扱いを事

例として下表に整理します。 

生鮮食品として取り扱うこととなる 加工食品として取り扱うこととなる 

原材料名 原材料名 

（「○○産」等と表示） （「○○製造」と表示） 

はちみつ 精製はちみつ 

海水、岩塩、天日塩（注） 塩、食塩、食用塩 

鶏卵、卵、卵白、卵黄 液卵、乾燥卵、粉卵、凍結卵、濃縮卵 

コショウ、ブラックペッパー、ターメリ コショウ粉末、ブラックペッパー粉末、 

ック、ウコン、クミン ターメリックパウダー、ウコン粉末、クミ

ン末 

（注）「海水」にあっては採水場所を国名又は水産物の原料原産地表示（水域名の表示等）に

準じて、「岩塩」、「天日塩」にあっては採取場所等を国名又は農産物の原料原産地表示

（都道府県名等）に準じて表示してください。 

Ⅷ 業務用・・・〈省 略〉                          ［原－59］ 

（原原－51）～（原原－57） 

Ⅸ その他                                  ［原－63］ 

（原原－58）別表第 15の１～５に掲げる加工食品（いわゆる「22 食品群＋４品目」）については、

「又は表示」や「大括り表示」、「中間加工原材料の製造地表示」はできますか。 

（答） 

１ 全ての加工食品への原料原産地表示の拡大に先駆けて原料原産地表示が義務付けられてい

た、いわゆる「22 食品群＋４品目」については、従来どおり国別重量順表示とします。（食品

表示基準Ｑ＆Ａ別添 原料原産地表示（別表 15 の１～６）表示方法－10 に掲げる場合を除く。） 

２ なお、「かつお削りぶし」については、従来から「かつおのふし」の産地を原料原産地とし

て表示しており、中間加工原材料の製造地表示の導入に伴い、「○○製造」という用語への変

更を行いました。 
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（原原－59）いわゆる 22 食品群（別表第 15 の１に掲げる加工食品）の中で、原材料及び添加物

に占める重量の割合が 50％以上の生鮮食品がないものについては、どのように表示すればよい

ですか。 

（答） 

１ 別表第 15 に掲げられていないものと同様に表示してください。 

２ 具体的には、原材料に占める重量割合が も高い原材料（重量割合上位１位の原材料）に対

して、国別重量順表示を原則とし、これが困難な場合には、一定の条件下で、「又は表示」や

「大括り表示」、「中間加工原材料の製造地表示」が認められます。 

３ なお、塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実並びに塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類にあっ

ては、大量の食塩に漬けること等により保存性を高めている場合であっても、当該食塩は製

品の主要な構成要素とはみなされないことから、当該食塩以外の原材料の中で、原材料に占

める重量割合が も高い原材料に原料原産地表示を行う必要があります。 

（原原－60）個別に原料原産地表示の対象となる「おにぎりののり」の「おにぎり」の範囲と原 

料原産地の表示方法を教えてください。・・・（省 略） 

 

（原原－61）原料原産地表示が義務付けられていないものを自主的に容器包装に表示を行う場

合、どのような表示になりますか。 

（答） 

１ 加工食品の原料原産地表示は、原材料に占める重量割合が最も高い原材料（重量割合上位

１位の原材料）の原産地のみが対象となっていますが、重量割合上位２位、３位等の対象と

なっていない原材料について、自主的に原料原産地表示を行うことが、望ましいです。 

２ 自主的に原料原産地表示する場合においても、原則は、国別重量順表示となります。しか

しながら、消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保のため、少しでも多くの情報

を提供するという観点から、義務表示と同様に一定の条件下で、「又は表示」や「大括り表

示」、「中間加工原材料の製造地表示」が認められます。 

３ なお、自主的に表示を行ったものであっても、食品表示法やその他の表示に関係する法令

に抵触する事実があれば、指導・罰則などの対象となりますので、事実に基づく分かりやす

い表示に努めてください。 

（原原－62）インターネット等で自主的に原料原産地に関する情報提供を行ってもよいですか。 

（答） 

１ 原料原産地表示が義務付けられていない原材料や、容器包装に「又は表示」や「大括り表

示」、「中間加工原材料の製造地表示」を行った場合における詳細な産地情報、使用割合等に

ついて、インターネットなどにより、消費者に対して自主的かつ積極的な情報提供に努める

ことは望ましいです。 

２ なお、自主的に表示を行ったものであっても、景品表示法等の表示に関係する法令に抵触

する事実があれば、指導・罰則などの対象となることから、事実に基づく分かりやすい表示

に努めてください。 

（原原－63）自然災害や不作等による原材料の調達の急な変更の対応は、どのようにしたらよい

ですか。 

（答） 

 １ 3 年の東日本大震災や、平成 28 年の熊本地震の際は、食品表示基準に沿っていない表示に 

ついて、衛生事項を除き運用上取締りの対象としないこととする対応を行っており、今後も

このような際は、同様の対応が考えられます。 

また、同様の事例としては、家畜の伝染性疾病の発生による輸入停止措置等が考えられま

すが、あらかじめ類型的に示すことは困難であると考えています。 



‐371‐ 

ただし、消費者の誤認を招くような悪質な違反についての取締りを排除するものではあり

ません。 

２ なお、農産物の不作や為替の変動等による原材料の調達先の変更の結果、表示内容と使用

する産地が異なる場合は、産地表示を変更するよう対応してください。 

（原原－64）全ての加工食品への原料原産地表示の拡大に関して、経過措置の適用について教え

てください。 

（答） 

１ 消費者への啓発及び事業者の表示切替えの準備のため、経過措置期間を設けます。 

２ 食品表示基準の施行の日（平成 29 年９月１日）から、、令和４年３月末日までを経過措置

期間としています。この期間に製造した一般用加工食品並びに販売される業務用生鮮食品及

び業務用加工食品については、改正前後のいずれの規定によっても表示を行うことができま

すが、この期間後に製造した一般用加工食品並びに販売される業務用生鮮食品及び業務用加

工食品は、改正前の食品表示基準に基づく表示では販売できません。 

なお、業務用加工食品については、経過措置期間後も、以下のいずれかの対応を行うこと

で改正前の食品表示基準に基づく表示の製品の販売が可能です。 

① の容器包装に表示している場合は、改正後の食品表示基準に対応した表示をシール等で

作成し、それを貼り付けて販売すること 

② 書等に表示している場合は、古い規格書等を回収（又は廃棄の指示）した上で改正後の

食品表示基準に対応した規格書等を販売先に提出すること 

（食品表示基準Ｑ＆Ａ附則－４参照） 

３ （平成 29 年９月１日）後、速やかに新たな原料原産地表示に対応した表示に切り替えるよ

うお願いします。 

（原原－65）施行の際に製造所又は加工所で製造過程にあって、経過措置期間後に製造を完了す

る製品も対象になりますか。 

（答） 

１ 食品表示基準の一部を改正する内閣府令（平成 29 年９月１日内閣府令第 43 号）の施行の

際に加工食品の製造所又は加工所で製造過程にあり、令和４年４月１日以降に製造を完了、

販売する製品は対象とならず、改正前後のいずれの規定によっても表示を行うことができま

す。具体的には、酒類、果実酢等を想定しています。 

２ 例えば、施行の際に製造所で熟成しているウイスキーについては、原料原産地表示は不要

です。 

また、このウイスキーを他のウイスキーとブレンドした場合も、原料原産地表示は不要です。 

（原原－66）新たな原料原産地表示制度の導入について、消費者へどのように普及啓発していく

のですか。 

（答） 

今般、抜本的に加工食品の原料原産地表示制度が変わり、原則としては「国別重量順表示」

であることを始め、「又は表示」などの新しい表示方法についても、今後、消費者への表示方法

を理解するための啓発を行政及び関連する団体が相まって複層的に行うことが必要です。 

「国別重量順表示」、「又は表示」、「大括り表示」及び「中間加工原材料の製造地表示」によ

り原料原産地表示された同一品目の製品が店頭に並ぶ可能性が想定されます。 

新しい制度であるため、消費者が正しい理解をもって表示を見ることができるよう関係者へ

の啓発活動が重要であり、関連する団体と連携して、パンフレット作成や説明会の実施などに

より、積極的に啓発活動を行っていくこととしています。 
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事業者においても、原則である「国別重量順表示」での対応を期待し、また、消費者自身も、

新たな加工食品の原料原産地表示制度に関し理解度を向上させていくことが望まれます。 

（原原－67）新たな原料原産地表示制度に基づいた表示を行う際、参考になるマニュアル等はあ

りますか。 

（答） 

農林水産省において、新たな原料原産地表示制度に取り組む事業者が、円滑に対応する際に

参考となるマニュアルを作成しています。 

以下のＵＲＬから入手できますので、本Ｑ＆Ａと共に、参考にしてください。 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html 
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冠表示における原料原産地情報の提供に関するガイドライン 
（制定：平成 31年３月 29 日消食表第 147 号） 

 

１ 趣旨 

消費者は、表示による情報を通じて食品を選択しており、食品関連事業者等は、消費者利益

の観点から、加工食品の原材料についてもできる限り情報を提供し、食品選択に資する情報が

得やすいよう環境整備をしていくことが求められている。 

このような中、2017 年（平成 29年）９月１日に全ての加工食品を対象とした「新たな加工食

品の原料原産地表示制度」がスタートした。 

この新たな制度の下では、国内で作られた加工食品について、重量割合上位１位の原材料の

原産地等を表示することとなるが、この制度を検討する議論の中で、いわゆる「冠表示」とな

る原材料については、重量順位にかかわらず自主的に原産地等を表示することを推進すべきと

の指摘があった。 

このため、「冠表示」における原料原産地情報の提供については、国が義務を課すのではなく

「冠表示」を行う食品関連事業者による自主的な取組が推進されるよう、「冠表示における原料

原産地情報の提供に関するガイドライン」を策定する。 

２ 本ガイドラインの位置付け 

本ガイドラインは、消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保に資するよう、でき

る限り産地情報を充実させることが望ましいという観点から、食品関連事業者が「冠表示」を

している一般消費者向け商品の原材料の産地情報を、自主的に情報提供するための指針とする。 

３ 本ガイドラインにおける「冠表示」の定義 

本ガイドラインにおいて自主的に原料原産地情報を提供する「冠表示」とは、 

「商品名に特定の原材料名を冠している表示」 又は 

「商品名に近接した箇所に特定の原材料の使用を特に強調している表示」 

とする。 

ただし、特定の原材料名が表示されている場合であっても、以下に掲げる商品は対象としな

い。 

なお、商品名に特定の原材料名を冠するか、又は特定の原材料の使用を特に強調するかは、

専ら表示を行う食品関連事業者等の判断に委ねられていることから、「冠表示」の該当性の判断

は食品関連事業者に委ねられる。 

〈本ガイドラインの対象としない商品〉 

（１）「冠表示」に係る特定の原材料が、食品表示基準（平成 27年内閣府令第 10号）、米穀等

の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（平成 21 年法律第 26号）、酒

税の保全及び酒類業組合等に関する法律（昭和 28 年法律第７号）その他の法令により原産

地等の表示（情報伝達）が義務付けられている商品。 

（２）○○味、○○風味等といった表現で、その商品の味付けや風味等のバリエーションを表

しており、特定の原材料の使用を特に強調していない商品。 

（３）特定の原材料名を含む商品名が一般名称とされている（特定の原材料名が商品名に付さ

れていることが一般化されている）商品。 

（４）商品の形状等からイメージされる食材の名称を商品名の一部としている商品。 

４ 「冠表示」に係る原料原産地名の情報提供方法 

（１）「冠表示」に係る原料原産地名の情報提供は、食品表示基準に基づく原料原産地名の表示

方法により商品の容器包装の一括表示部分に表示若しくは商品の容器包装の一括表示部分

以外の場所（商品の説明文等を含む。）への表示又はウェブサイトや電話対応等により行う

こととする。 

なお、ウェブサイトや電話対応での情報提供の場合は、情報を得られる URL 又は相談窓 
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口の連絡先を商品の容器包装に表示（２次元コードその他のこれに代わるものを含む。）し、

併せて原産地の情報を得ることができる旨を表示することが望ましい。 

また、ウェブサイトでの情報提供の場合、当該ウェブサイトの分かりやすい場所への情

報掲載に努めることとする。 

（２）「冠表示」の原材料名が生鮮食品である場合は当該生鮮食品の産地を、加工食品である場

合は当該加工食品の製造地を情報提供する。したがって、原材料名欄に加工食品の名称で

表示してあったとしても、「冠表示」に係る特定の原材料名を生鮮食品名で表示している場

合は、当該生鮮食品まで遡って原産地を情報提供する。 

（３）原料原産地名の情報提供を一括表示部分以外の場所に行う場合は、以下により情報提供す

る。 

①「冠表示」に係る特定の原材料名が生鮮食品である場合、国産品にあっては国産である

旨を、輸入品にあっては原産国名を情報提供する。 

ただし、食品表示基準に掲げる表示方法に準じて情報提供することもできる（下記

（参考）を参照。）。 

②「冠表示」に係る特定の原材料名が加工食品である場合は、国産品にあっては国内で製

造された旨を、輸入品にあっては原産国名を、生鮮食品の原産地と誤認させない表現で

情報提供する。 

ただし、国産品にあっては、都道府県その他一般に知られている地名で製造された旨

を、輸入品にあっては原産国名に加え州名、省名その他一般に知られている地名を、生

鮮食品の原産地と誤認させない方法で情報提供することができる。 

（参考） 

ア農産物の場合 

(ｱ) 国産品にあっては、国産である旨に代えて都道府県名その他一般に知られている

地名 

(ｲ) 輸入品にあっては、原産国名に加え州名、省名その他一般に知られている地名 

イ畜産物の場合 

(ｱ) 国産品にあっては、国産である旨に代えて主たる飼養地が属する都道府県名その

他一般に知られている地名 

(ｲ) 輸入品にあっては、原産国名に加え州名、省名その他一般に知られている地名 

ウ水産物の場合 

(ｱ) 国産品にあっては、国産である旨に代えて生産した水域の名称、水揚げした港名、

水揚げした港又は主たる養殖場が属する都道府県名その他一般に知られている地名 

(ｲ) 輸入品にあっては、原産国名に加え生産した水域の名称 

（４）「冠表示」に係る原料原産地名の情報提供を商品の容器包装の一括表示部分以外の場所又

はウェブサイトで行う場合で、複数の原産国の原材料を使用している場合の情報提供方法 

① 国別表示（使用している原材料の原産国名を全て表示又は使用している可能性のある

原材料の原産国名を全て表示）を基本とする。 

② 国別表示が重量順でない場合は、消費者に誤認を与えないよう、重量順でない旨を表

示する。 

５留意事項 

（１）複数の原産地の原材料を使用するときに、特定の原産地のみを強調するなど、消費者に原

産地を誤認させるような表示は行わない。 

（２）原材料の原産地の情報提供に当たっては、情報提供の根拠とした製造記録や仕入伝票その

他関係書類の整理に努め、消費者の問合せに迅速かつ適正に対応する。 

（３）電話対応での情報提供を行う場合は、消費者の求める情報を的確に提供できる体制を整備

する。 
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（４）本ガイドラインでは、容器包装への表示に限らず様々な場所での情報提供を記載している

ことを踏まえ、消費者が分かりやすく、見やすい情報提供を行うという考えの下に、創意

工夫して原産地を情報提供する。 

（参考１） 

情報提供が望まれる可能性が高い例・低い例 

＜情報提供が望まれる可能性が高い例＞ 

１特定の原材料名を冠した商品名の例 

かにチャーハン、牛肉カレー、たっぷりたまねぎシチュー、えびグラタン等 

２特定の原材料の使用を特に強調している表示の例 

抹茶を贅沢に使った、ごまをふんだんに練り込んだ、こだわりの牛肉を使用した、たっぷり粒

コーン入り等 

＜情報提供が望まれる可能性が低い例＞ 

１ 特定の原材料名を冠した商品名に当たらない（原材料が特定されていない）例 

肉ぎょうざ、五目ピラフ、野菜カレー、フルーツゼリー、シーフードドリア等 

２ 特定の原材料の使用を特に強調していない表示の例 

はちみつ使用、みかん入り、生クリーム配合、粒コーン（北海道産 30％）入り等 

３ 商品の味付けや風味等のバリエーションを表しており、特定の原材料の使用を特に強調して 

いない表示の例 

しょうゆ味、りんご味、しそ風味等 

４ 特定の原材料名を含む商品名が一般名称とされている商品（特定の原材料名が商品名に付さ 

れていることが一般化されている商品）の例 

さば水煮、トマトケチャップ、コーンスープ、麦茶、いちごジャム、カレーパン等 

５ 商品の形状等からイメージされる食材の名称を商品名の一部としている商品名の例 

メロンパン、かにかま、たい焼き、柿の種等 

※ ここに示したものはあくまでも例示であり、実際の商品の配合量やパッケージデザインなど

様々な要素を勘案し、情報提供の必要性を判断してください。 

（参考２） 

複数の原産地の原材料を使用している場合で一括表示部分以外の場所に表示する際の表示例 

１ 原材料○○の原産地は、（日本、アメリカ、タイ、中国）です。なお、当該原産地は、2018 年

○月時点で使用予定がある産地を順不同で表示しています。 

２ 主な原材料の産地：アメリカ、カナダ、オーストラリア（○○） 

※原材料の原産地については、使用する可能性がある原産地を順不同でお知らせしています。 

３ 原料原産地：○○（日本、アメリカ、オーストラリア） 

※原材料の原産地は、季節により表示されている産地のものを切り替えて使用しております。 

４ 原材料の産地については、当社ウェブサイト（http://www.○○○/○○○.html）で御確認く

ださい。 

５ ○○（商品名）原産地検索（検索キーワードを表示） 

６ 原材料の原産地は、当社お客様相談センター（0120-000-000）にお問い合わせください。 
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食品表示制度に関する問い合わせ先 

 

消費者庁食品表示企画課 

〒100-8958 東京都千代田区霞が関 3－1－1（中央合同庁舎 4号館） 

電話：03-3507-8800（代表） 

ＵＲＬ http：//www.caa.go.jp 

最寄の都道府県（保健所含む）の食品表示相談窓口 

 電話番号は、「○○県食品表示相談窓口」などと入力・検索してくださ

い。 
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