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講習内容 

1. 食品表示法と食品表示基準（ＤＶＤ） 

i. 法の目的と基準 

ii. 従来の制度からの主な変更点 

 

2. 一般用加工食品の表示 

i. 各表示事項について 

 



(例：主要な原材料が「Ａ」である場合 

      ⇒ 名称を「Ａ加工食品」「Ａ含有加工食品」などとする。） 

品 質 ・ 衛 生 

・主要な原材料名を名称に用いることで、商品の内容を表す
一般的な名称とみなせる。 

（※ 商品名が一般的な名称であれば、名称とすることは可能。） 

・その内容を表す一般的な名称を記載する。 

・商品名を名称として記載するのは原則認められていない。 

（１）名称 

・別表第5の上欄に掲げる食品以外のものは、各々の下欄に掲
げる名称を表示してはならない。【名称制限】 



• 原材料に占める重量割合の高いものから順に、最も
一般的な名称を記載する。 

• 使用した原材料は全て記載する。 

 

原材料名：いちご、砂糖、ゲル化剤 

       （ペクチン）、酸化防止剤 

       （Ｖ．Ｃ） 

添加物以外 

品 質 

原材料名：いちご、砂糖、 
添 加 物 ：ゲル化剤（ペクチン）、 
       酸化防止剤（Ｖ．Ｃ） 

原材料名：いちご、砂糖 ／ ゲル化剤 
     （ペクチン）、酸化防止剤 
     （Ｖ．Ｃ） 

旧ＪＡＳ法 

食品表示法 

添加物 

【例１】添加物を、項目を設けて記載 

【例２】スラッシュ（／）等で区分 

「原材料名」と「添加物」を
区分して表示 

「原材料名」と「添加物」を
明確に区分して表示 

（２）原材料名   



（２）原材料名  
        複合原材料（２種類以上の原材料からなる原材料）の表示 
例：以下の原材料からなる「煮物」を使用した場合 

原材料名 …、煮物（里芋、にんじん、たけのこ、しょうゆ、みりん、
砂糖）（小麦・大豆を含む）、…／…、調味料（アミノ酸
等）、… 

複合原材料名の次に   
カッコ書きで、重量割合の
高い順に、その原材料を
記載。 

添加物は別途記載 



煮物の原材料に占める重量割合が

３位以下かつ５％未満の原材料は

「その他」と表示可。ただし、添加物

は別途記載が必要。 

（２）原材料名 複合原材料中の原材料の一部省略 

原材料名 …、煮物（里芋、にんじん、たけのこ、その他）（小麦・
大豆を含む）、…／…、調味料（アミノ酸等）、… 

例：以下の原材料からなる「煮物」を使用した場合 



◆条件 

・製品の原材料全体に占める複合原材料の重量の割合が５％未満のとき 

・又は、複合原材料の名称からその原材料が明らかなとき  

例：鶏唐揚げ、鯖の味噌煮 

 

例：ミートボール、魚介エキス 
 

例：ソーセージ、マヨネーズ 
 

例：豆腐、かまぼこ 

① 複合原材料の名称に主要原材料が明示
されている場合 

② 複合原材料の名称に主要原材料を総称
する名称が明示されている場合 

③ 食品表示基準別表第3、JAS規格、   
公正競争規約で定義されている場合 

④ その他、一般的に原材料が明らかな場合  

…、ポテトサラダ（じゃがいも、にんじん、

玉ねぎ、きゅうり、マヨネーズ（卵を含む））、

…/…調味料（アミノ酸等）、…  

…、ポテトサラダ（卵を

含む）、…/…調味料

（アミノ酸等）、… 

※添加物やアレルゲンの表示まで省略しないよう注意 

（２）原材料名 複合原材料中の原材料の全部省略 



（２）原材料名 複合原材料の分割表示（条件あり） 

 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は、
当該複合原材料の原材料を分割して表示する
ことが可能となった。 

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 



名称 

原 材 料 名 

こいくちしょうゆ（本醸造） 

大豆 （国産８０％）、小麦、～ 

（使用割合が１００％の場合、割合表示は省略可。） 

国産大豆使用 

【うたい文句】 【一括表示】 
表
示
例 

（３）特色のある原材料等に関する事項 

その表示に近接した箇所又は義務表示の原材料名の次に 
括弧を付して使用割合を併記する。 

【例】特定の原産地のもの  （国産大豆使用） 

   特定の製造地のもの  （北海道で製造されたバター使用）     

   有機農産物等      （有機小麦粉使用） 

   品種名等         （コシヒカリ入り） 

特色のあることを示す用語を冠する等により、差別化が図られた表示 

品 質 



（４）添加物 表示の方法 

1. 使用した全ての添加物（複合原材料に使用され

たものを含む。）の物質名を重量割合の高い順
に記載する。 

（ただし、栄養強化の目的で使用されるもの、加工 
助剤、キャリーオーバーについては省略規定あり。） 

2. 用途名併記が必要な場合がある。 

3. 物質名に代えて、次の表示ができる場合が 
ある。 

i. 簡略名等による表示 

ii. 一括名による表示 

衛 生 



（食品表示基準別表第6、食品表示基準について別添添加物1-3） 

用途名 表示例 

１ 甘味料 甘味料（サッカリンNa ） 

２ 着色料 着色料（黄４） 

３ 保存料 保存料（ソルビン酸K） 

４ 
増粘剤、安定剤、 
ゲル化剤又は糊料 

増粘剤（CMC-Ca） 
ゲル化剤（ペクチン） 

５ 酸化防止剤 酸化防止剤（クエン酸） 

６ 発色剤 発色剤（亜硝酸Na） 

７ 漂白剤 漂白剤（二酸化硫黄） 

８ 防かび剤又は防ばい剤 防かび剤（イマザリル） 

（４）添加物 用途名併記が必要な場合 



名称 別名 簡略名又は類別名 

Ｌ-アスコルビン酸 ビタミンＣ アスコルビン酸、Ｖ．Ｃ 

亜硫酸ナトリウム 亜硫酸ソーダ 亜硫酸塩、亜硫酸Na 

エタノール 
エチルアル
コール 

アルコール、酒精 

【簡略名等の例】 

（４）添加物 簡略名等による表示① 

（食品衛生法施行規則別表第１、食品表示基準について別添添加物1-1及び2-3） 



物質名 簡略名 

同種の添加物
の酸及び塩を
併用 

安息香酸及び 

安息香酸ナトリウム 
安息香酸（Na） 

同種の添加物
の塩を併用 

炭酸ナトリウム及び 

炭酸マグネシウム 
炭酸塩（Na，Mg） 

【簡略名の例】 

（４）添加物 簡略名等による表示② 

 同種の機能の添加物を併用した場合、
簡略化表示できる。 

（食品表示基準について別添添加物1-2） 



イーストフード 軟化剤 

ガムベース 
調味料（アミノ酸等）、調味料
（核酸等）など 

かんすい 豆腐用凝固剤又は凝固剤 

酵素 苦味料 

光沢剤 乳化剤 

香料又は合成香料 
水素イオン濃度調整剤 
又はpH調整剤 

酸味料 
膨張剤、膨脹剤、ベーキングパ
ウダー又はふくらし粉 

 各一括名の定義及びその添加物の範囲に該当すれば下記の
一括名で表示することができる。 

（４）添加物 一括名による表示 

（食品表示基準別表第７、食品表示基準について別添添加物1-４） 



（参考） 食品表示基準について 別添 添加物１－４ 
 

各一括名の定義及びその添加物の範囲 
 
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・・・  



＜特定加工食品＞ 
特定原材料の名称又は代替表記を含まないが、一般的に特定
原材料を使った食品であることが予測できる表記 

「乳」については「ミルク、バター、バターオイル、チーズ、アイスク
リーム」が代替表記とされ、種類別、特定加工食品及び特定加工
食品の拡大表記は廃止された。 

特定原材料 代替表記 特定加工食品 
特定加工食品の 

拡大表記 

小麦 こむぎ 
うどん 
パン 

焼きうどん 
ロールパン 

卵 
エッグ 
タマゴ 

マヨネーズ 
オムレツ 

からしマヨネーズ 
チーズオムレツ 

（５）アレルゲン 特定加工食品及び 
            特定加工食品の拡大表記を廃止   

衛 生 



原材料
名 

牛乳、乳製品、
卵黄、水あめ、
砂糖、乳化剤
（大豆由来）、安
定剤（増粘多糖
類）、香料 

新基準 旧基準 

原材料
名 

牛乳、乳製品、
卵黄（卵を含む）、
水あめ、砂糖、
／乳化剤（大豆
由来）、安定剤
（増粘多糖類）、
香料 

（５）アレルゲン 代替表記の拡大表記から、 

            「卵黄」「卵白」が削除   



（５）アレルゲン 「乳」の表示方法の変更 

旧基準 新基準 

添加物以外
の原材料 

 
 

• 乳を含む 
• 乳製品を含む 
• 乳成分を含む 

• 乳又は乳製品を主要原
料とする食品を含む 

 

 
 
 
• 乳成分を含む 

添加物 
（個別表示）  

• 乳由来 
 

• 乳由来 

表示方法を統一 表示方法が複数存在 

変更なし 



原材料名 白いんげん豆、小麦粉、
砂糖、栗甘露煮、卵黄、
炭酸水素Na、カゼイン
Na、着色料（黄4）、 
（原材料の一部に乳成
分を含む） 

原材料
名 

白いんげん豆、小麦粉、
砂糖、栗甘露煮、卵黄
（卵を含む）／炭酸水
素Na、カゼインNa（乳
由来）、着色料（黄4） 

原材料名 白いんげん豆、小麦粉、
砂糖、栗甘露煮、卵黄 
／炭酸水素Na、カゼイ
ンNa、着色料（黄4）、 
（一部に小麦・卵・乳
成分を含む） 

個別表示 

（５）アレルゲン 個別表示と一括表示の新旧比較   

原材料名 白いんげん豆、小麦粉、
砂糖、栗甘露煮、卵黄、 
炭酸水素Na、カゼイン
Na（乳由来）、着色料
（黄4） 

一括表示 

新基準 旧基準 

個別表示（原則） 

一括表示 



 加工食品の原料に使われた生鮮食品の原産地
に関する表示 

◆対象となる加工食品 

 食品表示基準の別表第１５で規定された2６の食品 

                        ※輸入品を除く。 

（例）乾燥野菜、異種混合したカット野菜、調味した食肉、合挽肉、 
塩蔵魚介類、うなぎ加工品、かつお削りぶし、農産物漬物、野菜
冷凍食品 など （旧JAS法の２２食品群、個別４品目） 

【例１】 【例２】 

原材料名 大豆（国産）、… 原材料名 

原料原産地名 

大豆、… 

国産 

（６）原料原産地名  品 質 



• 内容重量、内容体積又は内容数量を、単位を明記
して記載する。 

６００ｇ（２０ｇ×３０袋） 

※計量法の「特定商品」は、同法の規定に従い表示する。 

グラム、ｇ、ミリリットル、ｍℓ、個数 等 

【表示例】 

 １袋２０ｇ入りの袋を、 

 ３０袋入れた場合 

（７）内容量  

• 固形物に充てん液を加え缶又は瓶に密封したもの   

 →固形量及び内容総量を記載する。 

品 質 



（８）賞味期限又は消費期限  衛 生 

平成28年12月8日     281208  2016.12.8    20161208      

平成28年11月 28.11 2016.11 16.11     2016年11月末日
までを意味する。 

【年月日、年月の表示例】 

 「賞味期限」又は「消費期限」の文字を冠したその年
月日を、年月日の順に記載する。 



 製品の特性に従って、流通、家庭等で可能な方法を
記載する。 

“常温で保存”以外に、留意すべき特段の事項がない
場合は、保存方法を省略できる。 

（注）「保存方法」欄の記載は、開封前のことのみ。 

   →開封後のことは、記載しない。 

 食品衛生法で保存基準が定められている食品は、
保存基準に沿った保存方法を記載する。 

（９）保存方法  衛 生 



輸入品にあっては、原産国名を記載する。 

 
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（個包装されずに大袋に入って
いる状態）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 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 

輸入品の 
形態 

国内での
販売形態 

① 

そのまま販売 

単なる小分け 

詰め合わせ 

③ 

1kg 1kg 

1kg 1kg 

② 
10kg 

品 質 （１０）原産国名  



◆実質的な変更をもたらす行為 

 加熱調理、味付け（米菓を除く。）、異種混合など 

 

◆実質的な変更をもたらさない行為 

i. 商品にラベルを付け、その他表示を施すこと。 

ii. 商品を容器に詰め、又は包装すること。 

iii. 商品を単に詰合わせ、又は組合せること。 

iv. 単なる切断 

v. 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 

vi. 単なる混合（同種混合） など 

これらの
行為を
行っても
原産国
は変わ
らない。 

これらの行為
を行った国を
「原産国」と
する。 

（１０）原産国名  



Ｃ国 

製造 

国内 

Ｄ国 国内 

カット 小分け包装 

例
２ 

例
１ 

× 実質的な変更でない 

× 実質的な 
  変更でない 

○ 実質的な変更 

漁獲・冷凍 加工・加熱調理 包装 

Ｂ国 Ｂ国 
原産国 

Ｄ国 
原産国 

（１０）原産国名  



• 表示内容に責任を持つ食品関連事業者（表示責任
者）の住所及び氏名を一括表示の枠内に記載する。 

 

• 項目名は、表示責任者が 

   製造行為を行った場合は「製造者」、 

   加工行為のみを行った場合は「加工者」、 

   輸入業者の場合は「輸入者」とする。 

 

• 製造者、加工者又は輸入者との合意等により、  
販売業者が表示責任者となる場合は、「販売者」と
する。  

品質 （１１）表示責任者（食品関連事業者） 



• 表示責任者の所在地及び氏名と製造所等の記載内
容が同一であれば、製造所等の記載を省略できる。 

 

 

• 販売者を表示責任者として記載する場合は、 最終的
に衛生状態を変化させた製造所等（又は製造所固有
記号）が必要となる。 

  ： 

保存方法 … 

販売者 A社 

    東京都… 

製造所 B社 
    ○○県… 

（１２）製造所等 表示責任者との関係  

保存方法 ○○ 

製造所  A社 東京都… 

  ： 

保存方法 … 

販売者 A社 

    東京都… 

製造所 B社 

    ○○県… 

衛 生 

枠内に２者記載する場合は、
どちらが表示責任者となる
かを合意しておく。 

  ： 

保存方法 … 

販売者 A社 ＋Z 

    東京都… 



◆製造所固有記号 使用できる要件 

 -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- 



1. 製造計画書を添付する場合 

– 固有記号の有効期間内に同一製品を別の製造所
で製造する予定がある場合 

2. 旧基準で固有記号を使用できた加工所の場合 

– 新基準では「加工所」とされるが、旧基準では固有記
号を使用することができた場所について、同一製品
を２以上の場所で加工（小分け）する場合 

– （例）バルクで仕入れたうなぎ蒲焼の小分け包装 

3. 他法令でトレース制度が確立している場合 

 

例外に該当しても、応答義務は課せられる。 

◆製造所固有記号 使用できる要件 
-「原則として」の例外- 



◆製造所固有記号 応答義務の表示方法 

1. 製造所情報を回答する者の電話番号 

2. 製造所情報を掲載したウェブアドレス等 

3. 当該品を製造している全ての製造所情報 

 

販売者 〇〇食品株式会社 ＋Bb 
   東京都新宿区西新宿２－８－１ 

製造者 〇〇食品株式会社 ＋Cc 
   東京都新宿区西新宿２－８－１ 



◆製造所固有記号  届出方法の見直し① 

        -新制度と旧制度の比較- 

旧制度 新制度 

届出の種類 新規 
新規、更新、 
変更、廃止 

届出の手段 郵送 
オンライン 

（製造所固有記号制
度届出データベース） 

その他詳細は消費者庁の「届出マニュアル」を
ご確認ください。 

 



【有効期間】届出日を起算日として５年 
（例）＜起 算 日＞ 平成28年４月15日(届出日) 
  ＜更新期限＞平成33年４月14日 
  ＜更新期間(90日前から)＞平成33年１月15日～４月14日 

届出方法の見直し② - ５年の有効期間と更新手続- 

H28.4.15 

更新可能 90日 
H33.1.15～ 
   H33.4.14 H33.4.15 H38.4.14 

記号の届出 
有効期間満了 

=更新期限 
有効期間満了 

=更新期限 



◆東京都福祉保健局ウェブサイト｢食品衛生の窓｣ 
 ◎食品の適正表示推進者向け情報サイト（食品の表示制度） 
    http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/ 

                   shokuhin/hyouji/index.html 

参考ＵＲＬ   

◆消費者庁ウェブサイト 
 ◎食品表示 食品表示一元化情報  

   http://www.caa.go.jp/foods/index18.html 

    ・食品表示法 

    ・食品表示基準 

    ・通知「食品表示基準について」 

    ・食品表示基準Q&A 等 


