
栄養表示基準 

 

平成 15 年４月 24 日 厚生労働省告示第百七十六号 

 一部改正 平成 16 年２月 26 日 厚生労働省告示第三十八号 

一部改正 平成 16 年 3 月 25 日 厚生労働省告示第百二十六号 
          一部改正 平成 17 年 1 月 31 日 厚生労働省告示第十六号 

一部改正 平成 17 年 7 月 1 日 厚生労働省告示第三百十号 

 

（適用の範囲） 

第１条 この基準は、販売に供する食品（専ら食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第４

条第８項に規定する営業者が購入し、又は使用するもの及び生鮮食品（鶏卵を除く。）

を除く。以下単に「販売に供する食品」という。）につき、邦文により栄養表示をしよ

うとする場合及び本邦において販売に供する食品であって邦文により栄養表示がなされ

たもの（以下「栄養表示食品」という。）を輸入する場合について適用する。 

 

（表示事項） 

第２条 健康増進法（平成１４年法律第 103 号。以下「法」という。）第 31 条第２項第１

号の食品の栄養成分量及び熱量に関し表示すべき事項は、次に掲げる事項とする。 

 一 当該食品の 100g 若しくは 100ml 又は１食分、１包装その他の１単位（以下この条に

おいて「食品単位」という。）当たりのたんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム

の量並びに熱量 

 二 販売に供する食品につき表示しようとする栄養成分（栄養表示食品を輸入する場合

にあっては当該栄養表示食品に表示がなされた栄養成分）の当該食品単位当たりの量

（前号に掲げる事項を除く。次条において「表示栄養成分の量」という。） 

 三 当該食品単位 

  四 当該食品単位が１食分である場合にあっては、当該１食分の量 

２ 食生活において別表第１の第１欄に掲げる栄養成分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事情の定めるところにより当該栄養成分の機能

の表示をするもの（以下「栄養機能食品」という。）にあっては、栄養機能食品である

旨、当該栄養成分の名称及び機能、１日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取をする

上での注意事項、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言並びに厚生労働大臣の

個別の審査を受けたものではない旨のほか、次に掲げる事項を表示するものとする。 

 一 機能に関する表示を行っている栄養成分について国民の健康の維持増進等を図るた

めに性別及び年齢階級別の摂取量の基準が示されている場合にあっては、１日当たり

の摂取目安量に含まれる当該栄養成分の、当該基準における摂取量を性及び年齢階級

（六歳以上に限る。）ごとの人口により加重平均した値に対する割合 

 二 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては、当該注意事項 

 

（表示の方法） 

第３条 前条に規定する事項は、次の方法により表示しなければならない。 

 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記載すること。 

  二 容器包装（容器包装が包装されている場合は、当該包装を含む。）の見やすい場所

又は当該食品に添付する文書に記載すること。 



 三 容器包装（容器包装が包装されている場合は、当該包装を含む。）に記載する場合

にあっては、容器包装（容器包装が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記載すること。 

 四 前条第１項第１号に掲げる事項及び表示栄養成分の量は、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、熱量、たんぱく質の量、

脂質の量、炭水化物の量、ナトリウムの量及び表示栄養成分の量の順に記載すること。 

 五 前号の一定の値又は下限値及び上限値（表示栄養成分の量にあっては、別表第２の

第１欄に掲げるものに限る。次号において同じ。）は、同表の第１欄の区分に応じ、

同表の第２欄に掲げる単位で記載すること。 

 六 第４号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２の

第１欄の区分に応じ、同表の第３欄に掲げる方法によって得られた値を基準として同

表の第４欄に掲げる誤差の許容範囲内にある値、当該下限値及び上限値にあっては、

同表の第１欄の区分に応じ、同表の第３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あること。ただし、当該一定の値のうち前条第１項第１号

に掲げる事項並びに飽和脂肪酸、コレステロール及び糖類（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。以下同じ。）に係るものにあっては、同表の第

１欄の区分に応じ、同表の第３欄に掲げる方法によって得られた当該食品 100g 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（以

下「清涼飲料水等」という。）にあっては、当該食品 100ml 当たりの当該栄養成分の

量又は熱量）が同表の第５欄に掲げる量に満たない場合は、０とすることができる。 

 七 前条第２項の栄養成分の機能の表示は、別表第１の第１欄に掲げる栄養成分を含む

食品であって、当該食品の１日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量がそ

れぞれ同表の第２欄に掲げる量以上であるものについて、それぞれ同表の第３欄に掲

げる事項を記載して行うこと。 

 八 前条第２項の規定により表示する１日当たりの摂取目安量は、当該摂取目安量に含

まれる別表第１の第１欄に掲げる栄養成分の量が、それぞれ同表の第４欄に掲げる量

を超えるものであってはならないこと。 

 九 前条第２項の摂取をする上での注意事項の表示は、別表第１の第１欄に掲げる栄養

成分の区分に応じ、同表の第５欄に掲げる事項を記載してこれを行わなければならな

いこと。 

２ 前項第４号の規定にかかわらず、前条第１項第１号に掲げる事項又は表示栄養成分の

量であって当該事項に係る前項第４号の一定の値を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記載することができる。 

３ 栄養成分の機能の表示をする場合にあっては、次に掲げる表示をしてはならない。 

 一 別表第１の第１欄に掲げる栄養成分以外の成分の機能の表示 

 ニ 特定の保健の目的が期待できる旨の表示 

 

（炭水化物の量の表示に関する特例） 

第４条 第２条第１項第１号の規定にかかわらず、同号に規定する炭水化物の量の表示に

ついては、糖質及び食物繊維の量の表示をもって代えることができる。この場合におけ

る前条の適用については、同条第１項第４号中「炭水化物」とあるのは、「糖質及び食

物繊維」とする。 

 

（高い旨の表示について遵守すべき事項） 

第５条 別表第３の第１欄に掲げる栄養成分の補給ができる旨の表示（次条第１項に規定



する含む旨の表示及び第７条第１項に規定する強化された旨の表示を除く。第３項にお

いて「高い旨の表示」という。）は、当該食品 100g 当たりの当該栄養成分の量（清涼飲

料水等にあっては、当該食品 100ml 当たりの当該栄養成分の量）が同表の第２欄に掲げ

る量（清涼飲料水等にあっては、同表の第３欄に掲げる量）に満たず、かつ、当該食品

100kcal 当たりの当該栄養成分の量が同表の第４欄に掲げる量に満たない場合はしては

ならない。 

２ 前項の栄養成分の量は、別表第２の第１欄の区分に応じ、同表の第３欄に掲げる方法

によって得るものとする。 

３ 高い旨の表示がなされた輸入に係る栄養表示食品を販売するに際しては、第１項に規

定する場合は、当該高い旨の表示を消さなければならない。 

 

（含む旨の表示について遵守すべき事項） 

第６条 別表第４の第１欄に掲げる栄養成分の補給ができる旨の表示のうち当該栄養成分

を含む旨のもの（第３項において「含む旨の表示」という。）は、当該食品 100g 当たり

の当該栄養成分の量（清涼飲料水等にあっては、当該食品 100ml 当たりの当該栄養成分

の量）が同表の第２欄に掲げる量（清涼飲料水等にあっては、同表の第３欄に掲げる量）

に満たず、かつ、当該食品 100kcal 当たりの当該栄養成分の量が同表の第４欄に掲げる

量に満たない場合はしてはならない。 

２ 前条第２項の規定は、前項の栄養成分の量について準用する。 

３ 含む旨の表示がなされた輸入に係る栄養表示食品を販売するに際しては、第１項に規

定する場合は、当該含む旨の表示を消さなければならない。 

 

（強化された旨の表示について遵守すべき事項） 

第７条 別表第４の第１欄に掲げる栄養成分の補給ができる旨の表示のうち他の食品に比

べて当該栄養成分の量が強化された旨のもの（以下この条において「強化された旨の表

示」という。）は、当該食品 100g 当たりの当該栄養成分の量（清涼飲料水等にあっては、

当該食品 100ml 当たりの当該栄養成分の量）が当該他の食品に比べて強化された量が同

表の第２欄に掲げる量（清涼飲料水等にあっては、同表の第３欄に掲げる量）に満たず、

かつ、当該食品 100kcal 当たりの当該栄養成分の量が当該他の食品に比べて強化された

量が同表の第４欄に掲げる量に満たない場合はしてはならない。 

２ 第５条第２項の規定は、前項の栄養成分の量について準用する。 

３ 強化された旨の表示をするに際しては、次の事項を表示しなければならない。 

 一 当該他の食品を特定するために必要な事項 

 二 当該栄養成分の量が当該他の食品に比べて強化された量又は割合 

４ 前項に規定する事項は、第３条第１項第１号から第３号までに規定する方法のほか、

次の方法により表示しなければならない。 

 一 前項第２号の栄養成分の量は、別表第２の第１欄の区分に応じ、同表の第２欄に掲

げる単位で記載すること。 

 二 前項第２号の栄養成分の量又は割合は、別表第２の第１欄の区分に応じ、同表の第

３欄に掲げる方法によって得られた量に基づき計算して得られた当該量又は割合以下

であること。 

５ 強化された旨の表示がなされた輸入に係る栄養表示食品を販売するに際しては、第１

項に規定する場合は、当該強化された旨の表示を消さなければならない。 

６ 強化された旨の表示がなされた輸入に係る栄養表示食品を販売するに際しては、第３

項に規定する事項を第４項に規定する方法により表示しなければならない。ただし、当



該強化された旨の表示を消した場合は、この限りではない。 

 

（含まない旨の表示について遵守すべき事項） 

第８条 別表第５の第１欄に掲げる栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示のう

ち当該栄養成分又は熱量を含まない旨のもの（以下この条において「含まない旨の表示」

という。）は、当該食品 100g 当たりの当該栄養成分の量又は熱量（清涼飲料水等にあっ

ては、当該食品 100ml 当たりの当該栄養成分の量又は熱量）が同表の第２欄に掲げる量

以上である場合はしてはならない。 

２ 前項に定めるもののほか、コレステロールに係る含まない旨の表示は、当該食品 100g

当たりの飽和脂肪酸の量が 1.5g（清涼飲料水等にあっては、当該食品 100ml 当たりの飽

和脂肪酸の量が 0.75g）以上であり、かつ、当該食品の熱量のうち飽和脂肪酸に由来す

るものが当該食品の熱量の 10％以上である場合はしてはならない。ただし、当該食品１

食分の量を 15g 以下である旨を表示し、かつ、当該食品中の脂肪酸の量のうち飽和脂肪

酸の量の占める割合が 15％以下である場合は、この限りではない。 

３ 第５条第２項の規定は、前２項の栄養成分の量及び熱量について準用する。 

４ 含まない旨の表示がなされた輸入に係る栄養表示食品を販売するに際しては、第１項

および第２項に規定する場合は、当該含まない旨の表示を消さなければならない。 

 

（低い旨の表示について遵守すべき事項） 

第９条 別表第６の第１欄に掲げる栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示（前

条第１項に規定する含まない旨の表示及び次条第１項に規定する低減された旨の表示を

除く。以下この条において「低い旨の表示」という。）は、当該食品 100g 当たりの当該

栄養成分の量又は熱量（清涼飲料水等にあっては、当該食品 100ml 当たりの当該栄養成

分の量又は熱量）が同表の第２欄に掲げる量（清涼飲料水等にあっては、同表の第３欄

に掲げる量）を超える場合はしてはならない。 

２ 前項に定めるもののほか、飽和脂肪酸に係る低い旨の表示は、当該食品の熱量のうち

飽和脂肪酸に由来するものが当該食品の熱量の 10％を超える場合はしてはならない。 

３ 第１項に定めるもののほか、コレステロールに係る低い旨の表示は、当該食品 100g

当たりの飽和脂肪酸の量が 1.5g（清涼飲料水等にあっては、当該食品 100ml 当たりの飽

和脂肪酸の量が 0.75g）を超え、かつ、当該食品の熱量のうち飽和脂肪酸に由来するも

のが当該食品の熱量の 10％を超える場合はしてはならない。ただし、当該食品１食分の

量を 15g 以下である旨を表示し、かつ、当該食品中の脂肪酸の量のうち飽和脂肪酸の量

の占める割合が 15％以下である場合は、この限りではない。 

４ 第５条第２項の規定は、前３項の栄養成分の量及び熱量について準用する。 

５ 低い旨の表示がなされた輸入に係る栄養表示食品を販売するに際しては、第１項から

第３項までに規定する場合は、当該低い旨の表示を消さなければならない。 

 

（低減された旨の表示について遵守すべき事項） 

第 10 条 別表第６の第１欄に掲げる栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示の

うち他の食品に比べて当該栄養成分の量又は熱量が低減された旨のもの（以下この条及

び次条において「低減された旨の表示」という。）は、当該食品 100g 当たりの当該栄養

成分の量又は熱量（清涼飲料水等にあっては、当該食品 100ml 当たりの当該栄養成分の

量又は熱量）が当該他の食品に比べて低減された量が同表の第２欄に掲げる量（清涼飲

料水等にあっては、同表の第３欄に掲げる量）に満たない場合はしてはならない。 

２ 前項に定めるもののほか、コレステロールに係る低減された旨の表示は、当該食品



100g 当たりの飽和脂肪酸の量が当該他の食品に比べて低減された量が 1.5g（清涼飲料水

等にあっては、当該食品 100ml 当たりの飽和脂肪酸の量が 0.75g）に満たない場合はし

てはならない。 

３ 第５条第２項の規定は、前２項の栄養成分の量及び熱量について準用する。 

４ 低減された旨の表示をするに際しては、次の事項を表示しなければならない。 

 一 当該他の食品を特定するために必要な事項 

 二 当該栄養成分の量又は熱量が当該他の食品に比べて低減された量又は割合 

５ 第７条第４項の規定は、前項に規定する事項の表示の方法について準用する。 

６ 低減された旨の表示がなされた輸入に係る栄養表示食品を販売するに際しては、第１

項及び第２項に規定する場合は、当該低減された旨の表示を消さなければならない。 

７ 低減された旨の表示がなされた輸入に係る栄養表示食品を販売するに際しては、第４

項に規定する事項を第５項に規定する方法により表示しなければならない。ただし、当

該低減された旨の表示を消した場合は、この限りではない。 

 

（しょうゆに係る特例） 

第 11 条 しょうゆのナトリウムに係る低減された旨の表示についての前条の適用につい

ては、同条第１項中「他の食品」とあるのは「同種の標準的なしょうゆ」と「満たない

場合」とあるのは「満たず、又は当該しょうゆのナトリウムの量が当該同種の標準的な

しょうゆに比べて低減された割合が２割に満たない場合」と、同条第 4 項中「他の食品」

とあるのは「同種の標準的なしょうゆ」とする。 


