
１．食品衛生法 

２．食品表示法 
（概要、品質・衛生事項） 

３．食品表示法（保健事項） 

  健康増進法（誇大表示）    

５．特定商取引法 

６．医薬品医療機器等法 

８．事例紹介、質疑応答 

本日のスケジュール 

昼休憩 

４．景品表示法 

７．「機能性表示食品」 

 適正広告自主基準について 

休憩 
休憩 

休憩 



食品表示法【保健事項】及び 
健康増進法【誇大表示の禁止】 

           について 

東京都福祉保健局健康安全部食品監視課                       



・特別用途食品 
 
・特定保健用食品 

・栄養成分表示 
 
・栄養機能食品の表示 

・健康の保持増進効果 

 に関する虚偽誇大 

 表示を禁止 

第26条 第31条 第32条の2 

特別用途表示 誇大表示 
の禁止 

栄養表示基準 

食品表示法(食品表示基準)へ移行 

第31条第1項 
に変更 

 下線 は食品表示法施行後 



本日の内容 
 

 １ 栄養表示の義務化 
 

 ２ 栄養表示の方法 
  

 ３ 栄養強調表示 
 

 ４ 保健機能食品制度の概要 
     ①栄養機能食品 
     ②機能性表示食品 
 

 ５ 経過措置期間等 
 

 ６ 誇大表示の禁止（健康増進法第31条第1項） 



１ 栄養表示の義務化               

注）資料は次のように略記しています。 
 
 

      ：栄養表示基準（旧健康増進法）に基づく表示の方法 
 

        ：食品表示基準（食品表示法）に基づく表示の方法 
 

   【新基準】：食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）記載箇所 
   

 

   【新通知】：食品表示基準について（平成27年3月30日消食表第139号） 

                                 記載箇所 

旧基準 

新基準 



栄養成分表示が義務又は任意となる食品区分

食品関連事業者に対し、原則として、全ての予め包装された 

一般用「加工食品」及び「添加物」へ栄養成分表示を義務付け                     
 

新旧区分・表示する成分等 

一般用 業務用 

加工
食品 

添加物 
生鮮 
食品 

加工食品 
添加物 
生鮮食品 

新
基
準 

基本5項目 
（熱量・たんぱく質・脂質・炭水化

物・ナトリウム[食塩相当量で表示]） 
義務 任意 任意 

その他の新基準に定める成分 
（ビタミン、ミネラルなど） 任意 任意 任意 

旧 
基 
準 

熱量・たんぱく質・脂質・ 
炭水化物・ナトリウム・その他の 

旧基準に定める成分（同上） 
任意 対象外 

鶏卵以外 

対象外 
対象外 

注）特別用途食品及び設備を設けてその場で飲食させる食品を除く 

★ 

★省略できる場合あり 



 

以下の食品は栄養表示の省略が可能です 
  
    ① 容器包装の表示可能面積がおおむね３０ｃｍ２以下 
    であるもの 
 

  ② 酒類 
 

  ③ 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの 
 

  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  
 

  ⑤ 消費税法（昭和63年法律第108号）第９条第１項により 
     消費税の納付義務が免除される事業者が販売するもの 
 

    
        

     ※ただし、任意で栄養成分表示をする場合や特定保健用食品、機能性 
    表示食品は、食品表示基準に基づき表示しなければなりません！ 



義務となる熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム（「食塩
相当量」で表示）の表示を省略できる事業者を、 

消費税法（昭和63年法律第108号）第９条第１項に規定する小
規模事業者（課税期間の基準期間における課税売上高が
1000万円以下の事業者）とする。 
 

 
＜さらに＞ 
 

 当分の間、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（おおむね常時使用する従業員の

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）以下の事業者）についても、栄養成分表示の省略

を認める。 

 

 栄養成分表示が省略できる「小規模事業者」の考え方 

栄養成分表示が省略できる対象事業者 



 

 

以下の食品は栄養表示を要しません     
 

     
      ⑥ 食品を製造し、又は加工した場所で販売するもの 
 

    ⑦ 不特定多数または多数の者に対し譲渡（販売を除く） 

      するもの 
 
   
 

  ※ ただし、任意で栄養成分表示をする場合や特定保健用食品、 
    機能性表示食品は、食品表示基準に基づき表示しなければ 
        なりません！ 



区 分 
現行の栄養表示基準に基づく
表示食品の販売（製造）期限 

加工食品（一般用・業務用） 平成32年3月31日までに 
 

・一般用：製造（加工・輸入）   
     されるもの 
・業務用：販売されるもの 添加物（一般用・業務用） 

生鮮食品（一般用） 平成28年9月30日までに 

販売されるもの 
※業務用生鮮食品には経過措置期間はありません。 

注１）表示が義務・任意に関わらず、経過措置期間は同じです！ 
注２）機能性表示食品は新基準による表示が必要です。（経過措置期間なし） 

新基準 旧基準 

既に経過措置期間 
終了しています!! 



２ 栄養表示の方法 



【新基準   別表第9】 

・熱量（エネルギー） 

・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（単糖類または 

  二糖類であって糖アル 
    コールではないもの） 

・食物繊維 

ミネラル(13種) 
・亜鉛 
・カリウム 
・カルシウム 
・クロム 
・セレン 
・鉄 
・銅 
・ナトリウム 
  (食塩相当量で表示） 

・マグネシウム 
・マンガン 
★モリブデン 
・ヨウ素 
・リン 

ビタミン(13種) 
・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 

・★は新たに規定された成分 
・下線は新たに誤差範囲や分析 
 方法を追加(変更)した成分 



 

・食品（栄養）表示基準で定められた栄養成分 
 

・総称（ミネラル、ビタミン等） 
 
・別名称（プロテイン、ファット、ファイバー等） 
 
・種類である栄養成分（脂質における不飽和脂肪酸等） 
 
・構成成分（たんぱく質におけるアミノ酸等） 
 
・前駆体（ビタミンAにおけるβ-カロテン等） 
  
・その他、これらを示唆する一切の表現 
 （DHA、オリゴ糖、果実繊維、カルシウムイオン等） 等の表示 

＜２ 栄養表示の方法＞ 

 食品表示基準が適用となる栄養表示 

DHA・EPA 
豊富！ 

コラーゲン
○mg 

ファイバー
プラス 

オリゴ糖 
配合 

栄養表示が省略できる食品や任意表示の対象食品でも 

 こんな表示をする時には栄養表示が必要です！ 



【表示区分と対象成分】＜一般用加工食品の場合＞ 
 

表示区分 対象となる栄養成分等 

義務表示 
（基本5項目） 

熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、 
 

ナトリウム（食塩相当量で表示） 

推奨表示 
※１ 

飽和脂肪酸、食物繊維 

任意表示 
※２ 

ｎ‐3系脂肪酸、ｎ‐6系脂肪酸、 
 

コレステロール、 糖質、 糖類、 
 

ミネラル類（ナトリウムを除く）、ビタミン類 

※１「義務表示」：栄養成分表示をする際に表示しなければならない成分等
※２「推奨表示」：表示を積極的に推進するよう努めなければならない成分 
※３「任意表示」：義務、推奨以外の食品表示基準で規定される成分 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

栄養成分表示（１箱120g当たり） 

エネルギー   670 kcal 
たんぱく質      11.9 ｇ   
脂質       43.2 ｇ 
炭水化物     58.3 ｇ 
食塩相当量    1.0 ｇ 
カルシウム    227 mg 

ポリフェノール    450 ｍｇ 

ア  表示場所 

イ  表示の項目及び順番 

ウ  表示する食品単位 

エ  表示文字 

オ  表示単位等 

カ  表示値の許容差の範囲 

キ  合理的な推定により 

        得られた値の表示 

ク  表示する際の文字の大きさ 

ケ  最小表示の位（数値の丸め方） 

コ  ０（ｾﾞﾛ）と表示できる基準 

この表示値は、目安です。 

＜２ 栄養表示の方法＞ 

表示例 



 イ 表示の項目及び順番 

＜２ 栄養表示の方法＞ 

 

 ア 表示場所 容器包装の見やすい場所（一部例外あり） 

ナトリウムは「食塩相当量」で表示する 

ナトリウム（㎎）

×2.54÷1000＝ 

食塩相当量(g) 

(ｱ)  基本５項目のみ表示する場合 

基本様式（別記様式２） 【留意事項】 
 

・熱量（エネルギー）から食塩相当量まで 

   は、栄養表示する場合に必ず記載しな  

 ければならない   基本の５項目 です。 

・表示は、原則として「基本様式」又は  
 次頁の「任意様式」で行います。 
 （これと同等程度に分かり易く記載すれ   
   ば良い。） 
・枠を記載することが困難な場合は、枠 
 を省略することも可能です。 

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 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 



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（ミネラル、ビタミン）  mg, μg 

 

【留意事項】 
（基本様式の事項に加えて） 

 

・糖質、食物繊維のいずれかを 
 表示しようとする時は、糖質、 
 食物繊維の両方を記載します。 
 

・義務表示となっている栄養成 
 分以外で表示しない栄養成分 
 については、この様式中の当 
 該成分を省略します。 
 

・表示単位は別表第９に従いま 
 す。 

【新基準 別記様式３】 

任意様式 
（新基準  別記様式３より抜粋） 

(ｲ)  基本５項目以外の成分も表示する場合 

栄養成分に包含
される成分に 
ついては、当該
栄養成分の内訳
として表示する。 



 ① 基本のルール       ② 任意のルール 
 （対象の食品を限定しない）       （ナトリウム塩を添加していない 
                                 場合） 

熱量 kcal 

たんぱく質 g 

脂質 g 

炭水化物 g 

食塩相当量 g 

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） 

栄養表示と
同一枠内に
記載する 

【参考】 
  ②の場合の 
  枠の取扱い 

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） 

旧基準に基づく表示方法 
⇒栄養表示と区別して記載 
 （例：枠外に記載する等） 

食品表示法施行後、
条件を満たし、ナト
リウム表示を行う場

合は②の方法で！ 

(ｳ) ナトリウムの量の表示ができる場合 



◎販売される状態の「可食部分」について表示する。 

◎100g、100ｍｌ、1袋、1個等、1食品単位当たりの 

 栄養成分の含有量について表示する。 

  → 「1食分」とする場合は、その量の記載 も必要 

 ウ 表示する食品単位 

 オ 表示単位等 
◎定められた単位で表示する。 

◎一定の値又は下限値及び上限値で記載する。 

 → 「微量」「検出せず」「5ｇ以下」等、上限値のみ、下限値のみの表示は 

   できません。 

＜２ 栄養表示の方法＞ 

栄養成分表示 
【１食分（30g）あたり】 
エネルギー 50kcal 

・・・ 

表示例 

 エ 表示文字 
◎熱量→「エネルギー」、◎たんぱく質→「蛋白質」「たん白質」「タンパク質」

「たんぱく」「タンパク」、◎ナトリウム→「Na」、◎カルシウム→「Ca」、 

◎鉄→「Fe」、◎ビタミンA→「V.A」（他のビタミンも同様）のように表示も可能 



カ 表示値の許容差の範囲 
消費期限、賞味期限の期間中、一定値で栄養成分量を表示する場合には、 

定められた許容差の範囲であること。        

栄養成分又は熱量 許容差の範囲 低含有量の場合 

たんぱく質、脂質 

炭水化物、糖質、糖類 

－20% 

～ 

＋20% 

2.5g/100g(ml)未満の
場合は±0.5g 

飽和脂肪酸 0.5g/100g(ml)未満の
場合は±0.1g 

コレステロール 

ナトリウム 
25mg/100g(ml)未満
の場合は±5mg 

熱量（エネルギー） 25kcal/100g(ml)未満
の場合は±5kcal 

ミネラル(ナトリウム以外）

ビタミンA,D,Eなど 
－20%～＋50% 

ビタミンB1,C,葉酸など －20%～＋80% 

（抜粋） 

＜２ 栄養表示の方法＞ 

【新基準    別表第9】 



キ 合理的な推定により得られた値の表示 

 表示値が誤差の許容範囲に収まることが困難な場合、合理的な推定に 
 より得られた値を、表示値として用いることができる。         

例1：食品成分表等、公的なデータベース等で算出した値 

例2：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  

・栄養成分表示の近くに、①②どちらかの文言を含む表示をする。 

   ①「推定値」  ② 「この表示値は、目安です。」  
 

・表示値の設定の根拠資料を保管する。 
  → 行政機関の求めに応じて説明できるようにすること。 

※ 栄養強調表示のある食品、栄養機能食品、機能性表示食品等は        
この方法による表示はできません！（一般用加工食品の場合） 

＜２ 栄養表示の方法＞ 

推定値で表示する場合には・・・ 



ク 表示する際の文字の大きさ 
8ポイント以上の大きさの文字で表示する。 
  → 表示可能面積が おおむね 150cm２以下  の場合は 
      5.5ポイント以上 

＜２ 栄養表示の方法＞ 

 コ ０（ｾﾞﾛ）と表示できる基準 

基準が定められている栄養成分等については、 
基準値未満の場合は０(ｾﾞﾛ)と表示することができる。 
   → 含有量が０(ｾﾞﾛ)であっても表示項目の省略はできない。 

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。（ラベルシールの大きさではありません！） 

 ケ 最小表示の位（数値の丸め方）⇒次ページ 



 ケ 最小表示の位（数値の丸め方） 【新通知   P28 】 

 たんぱく質   １の位※１  マグネシウム  １の位 

 脂質、飽和脂肪酸   １の位※１   マンガン  小数第１位 

 n‐3系、n-6系脂肪酸  小数第１位  モリブデン、ヨウ素  １の位 

 コレステロール  １の位  リン、ナイアシン  １の位 

 炭水化物、糖質、糖類  １の位※１   パントテン酸  小数第１位 

 食物繊維  １の位  ビオチン  １の位 

 亜鉛  小数第１位  ビタミンA  １の位 

 カリウム、カルシウム  １の位  ビタミンB1 ,B2 ,B6 ,B12  小数第１位 

 クロム、セレン  １の位  ビタミンC  １の位 

 鉄、銅  少数第１位  ビタミンD、E  小数第１位 

 ナトリウム  １の位  ビタミンK 、葉酸  １の位 

 食塩相当量   小数第１位※２   熱量  １の位 

※１ 1の位に満たず、０と表示できる量（別表９第5欄）以上の場合、有効数字１桁以上とする。 
※２ 小数第1位に満たずナトリウムの０と表示できる量（別表９第５欄）以上の場合は有効数字1桁以上とする。 
※３ ここに記載されている位より下の位まで表示することも可能です。 



３ 栄養強調表示  



補給ができる旨の表示 
（栄養成分が多いことを強調） 

適切な摂取ができる旨の表示 
（栄養成分等が少ないことを強調） 

添加していない
旨の表示 

（無添加を強調） 

強調表示 

の種類 

高い旨 含む旨 強化された旨 
含まない

旨 
低い旨 低減された旨 無添加 

強調表示 
絶対表示 相対表示 絶対表示 相対表示 

表現例 

高○○ 

△△豊富 

××たっぷり 

○○含有 

△△源 

××入り 

○○30％増 

△△２倍 

××アップ 

無○○ 

△△ゼロ 

ノン×× 

低○○ 

△△控えめ 

××ライト 

○○30％減 

△△～gオフ 

××ハーフ 

○○無添加 

△△不使用 

強調表示

に必要な

条件 

・含有量が基準値以上 

 であること 

･基準値以上の 

  絶対差 

･25%以上の 

  相対差※１ 

･必要事項記載 

・含有量が基準値未満 

 であること 

･基準値以上の  

  絶対差 

･25%以上の 

  相対差※２ 

･必要事項記載 

・いかなる糖類  

 （ナトリウム塩）

も添加されて 

  いないこと 等 

該当する 

栄養成分

等 

たんぱく質、食物繊維、亜鉛、カリウム、

カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、 

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 

熱量、脂質、飽和脂肪酸、 

コレステロール、糖類、ナトリウム 

糖類、 

ナトリウム塩 

 

 

※１ 強化された旨の表示で25%以上の相対差が必要な成分は、たんぱく質と食物繊維のみ。※２ 特例あり 



 

「補給ができる旨」の表示の基準値 
【新基準 別表第12（抜粋）】 

栄養成分 

高い旨の表示の 
基準値 

「たっぷり」など 

含む旨の表示の 
基準値 

「入り」など 

強化された 
旨の表示の 

基準値 
「アップ」など 

食品100ｇ
当たり 

100kcal 
当たり 

食品100ｇ
当たり 

100kcal 
当たり 

食品100ｇ 
当たり 

( )内は、一般に飲用に供する液状の食品100ml当たりの場合 

新基準 
例･

カ
ル
シ
ウ
ム 

204mg 
(102mg) 

68mg 
102mg 
(51mg) 

34mg 
68mg 

（68mg） 

【参考】

旧基準 
210mg 
(105mg) 

 70mg 
105mg 
(53mg) 

35mg 
105mg 

（53mg） 



 

「補給ができる旨」の表示の基準値 【新基準 別表第12（抜粋）】 

栄養成分 

高い旨の表示の 
基準値 

「たっぷり」など 

含む旨の表示の 
基準値 

「入り」など 

強化された旨の 
表示の基準値 
「アップ」など 

食品100ｇ
当たり 

100kcal 
当たり 

食品100ｇ
当たり 

100kcal 
当たり 

食品100ｇ 
当たり 

( )内は、一般に飲用に供する液状の食品100ml当たりの場合 

カルシウム 204mg 
(102mg) 

68mg 
102mg 
(51mg) 

34mg 
68mg 

（68mg） 

表示したい食品のカルシウムの含有量が      の基準値 

以上の場合に 「 カルシウムたっぷり 」 という栄養強調表示を 

することができます。 



 

（参考）「適切な摂取ができる旨」の表示の基準値 
【新基準 別表第1３（抜粋）】 

栄養成分 

含まない旨の 
表示の基準値 

「無」「ゼロ」など 

低い旨の表示の 
基準値 

「低」「控えめ」など 

低減された旨の
表示の基準値 
「カット」など 

食品100ｇ当たり 食品100ｇ当たり 
食品100ｇ 

当たり 

( )内は、一般に飲用に供する液状の食品100ml当たりの場合 

新基準 
例･

熱
量 

５kcal 
(５kcal) 

40kcal 
 (20kcal) 

40kcal 
（20kcal） 

※ 表示の基準となる値は旧基準と変更ありませんが、「低い旨」の表示は旧基準では 
  「基準値 以下 」、新基準では「基準値 未満 」に変更になっています。 



１）「強化された旨」（他より多いことを強調）を表示する場合 

    対象成分：たんぱく質・食物繊維 
 

２）「低減された旨」（他より少ないことを強調）を表示する場合 

    対象成分：熱量、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、 

         糖類、ナトリウム（食塩相当量で表示） 

【新基準  別表第12、13】 

① 比較対象品との対象成分の絶対差が「強化された旨」又は「低減さ  
  れた旨」の表示基準値以上あること 
 

② 比較対象食品との25％以上の相対差があること（ナトリウムの特例あり） 

③ 他の食品と比べて増加した（低減した）量又は割合を記載すること 
④ ③で比較した他の食品を特定するために必要な事項（比較対象品名 
  など）を容器包装の③と近接した箇所に表示すること 

必要条件 

※別表第12の、たんぱく質・食物繊維以外の成分（ビタミン、ミネラル）について強化された 
 旨の表示を行う際は①③④の条件を満たす必要がありますが、②の条件は課されていません。 



＜糖類★を添加していない旨＞が表示できる基準 
 
 

①いかなる糖類も添加されていないこと 
 （例：ショ糖、ブドウ糖、ハチミツ、糖蜜、コーンシロップ等） 
 

②糖類（添加されたものに限る）に代わる原材料（複合原材料含む） 

 または添加物を使用していないこと 
 （例：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等） 
 

③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（例：デンプンを加水分解して糖類を放出させる酵素の使用） 
 

④当該食品の100g若しくは100mlまたは1食分、1包装 
 その他の１単位当たりの糖類の含有量を表示している 
 こと 

★ 単糖類または二糖類であって、糖アルコールでないものに限る 

「糖類無添加」「砂糖不使用」など 



＜ナトリウム塩※ を添加していない旨＞ 

が表示できる基準 
 

 

①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１３ 

 の第３欄★ に定める基準値以下である時は、この限りではない）   

            ★別表第１３の第３欄：低い旨の表示の基準値 
 

②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）または添加物を使用していないこと 

※これには塩化ナトリウム、リン酸三ナトリウムを含むがこれらに限定されない 

「食塩無添加」など 



４ 保健機能食品制度の概要 
     

   ①栄養機能食品 
     ②機能性表示食品 



医薬品 

医薬部外品 
栄養機能 

食品 特定保健用 

食品 

栄養機能
食品 

医薬品 食 品 

機能性 

表示食品 

一般食品 
（いわゆる健康 

 食品を含む） 

一定の要件を満たせば、事業者責任
で機能性表示を可能とする。 

＜４ 保健機能食品制度の概要＞ 

 食品・医薬品の分類と保健機能食品の位置付け 

【口から摂取するものの分類】 

 

(機能性表示ができる) 
保 健 機 能 食 品 

再生医療等製品 

食品の名を
借りた無承
認医薬品 

保健機能食品 
以外の食品 

（機能性表示
できない） 



特定保健用食品 機能性表示食品 栄養機能食品 

認証等の 
方式 

個別許可型 事前届出制 自己認証 
（国への届出不要） 

機能性表示 
できる成分 

体の中で成分がどのよ
うに働いているか、 

という仕組みが明らか
な成分 

体の中で成分がどのよう
に働いているか、という
仕組みが明らかな成分
（栄養成分を除く） 

脂肪酸１種類 
ミネラル６種類 
ビタミン13種類 

可能な 
機能性表示 

健康の維持、増進に役
立つ、又は適する旨を
表示（疾病リスクの低減
に資する旨を含む。） 

 
例：糖の吸収を穏やか

にします。 

健康の維持、増進に役立
つ、又は適する旨を表示
（疾病リスクの低減に資す

る旨を除く。） 
 

例：Ａが含まれ、Ｂの機
能があることが報告され

ています。 

栄養成分の機能の表示
（国が定める定型文） 

 
例：カルシウムは、骨や
歯の形成に必要な栄養素

です。 

判別 
ポイント 

トクホマークがある 「機能性表示食品 
 届出番号△△」 

の表示がある 
 

※△△は消費者庁長官より
与えられた番号 

「栄養機能食品（◎◎）」
の表示がある 

 
※◎◎は栄養成分名 



    

４ 保健機能食品制度の概要 
 ① 栄養機能食品 

栄養機能食品（カルシウム） 

●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁  
 長官による個別審査を受けたものではありま 
 せん。 

●カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素 
   です。 
 

●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、 
 より健康が増進するものではありません。  
 一日の摂取目安量を守ってください。 



＜４ 保健機能食品制度の概要＞ 

【新基準 別表第11】 

ミネラル(6種) 
・亜鉛 
★カリウム 
・カルシウム 
・鉄 
・銅 
・マグネシウム 

ビタミン(13種) 
・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 

★は新たに規定された成分 

脂肪酸（1種） 
 

★ｎ‐３系脂肪酸 

１日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基

準に適合している場合に、その栄養成分の機能表示ができます。 

国への許可申請や届出の必要がない、自己認証制度です。 

※カリウムは過剰  
 摂取のリスク回 
 避のため、錠剤、 
 カプセル剤等の  
 食品は対象外 

新基準 



＜４ 保健機能食品制度の概要＞ 

１）栄養成分表示（機能表示を行う成分も含めて） 

    → 「1日あたりの摂取目安量」あたりの成分値で記載★ 
 

２）栄養機能食品である旨 →「栄養機能食品（栄養成分名）」 
 

３）栄養成分の機能 → 新基準 別表第11 
 

４）1日あたりの摂取目安量 
 

５）摂取方法 
 

６）摂取上の注意事項 → 新基準 別表第11 
 

７）バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言 
  「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」 

   と表示する。 
 

★は新たに規定（または変更）された事項 

新基準 



＜４ 保健機能食品制度の概要＞ 

8）消費者庁長官の個別審査を受けたものではない旨 
  「本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査 

   を受けたものではありません。」と表示する。 
 

9）1日あたりの摂取目安量に含まれる 機能に関する表示を行って 
     いる栄養成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合★                 
                                                →新基準 別表第10  
 

10)栄養素等表示基準値の対象年齢及び基準熱量に関する文言★ 
  →表示例）「栄養素等表示基準値（18歳以上、基準熱量2,200kcal）」 
 

11)調理又は保存の方法に注意を必要とするものは、当該注意事項 
 

12)特定の対象者に対し注意を必要とするものは、当該注意事項★ 
 

13)保存の方法（※生鮮食品のみ）★ 
  →常温で保存する以外に保存方法で留意すべきことがない場合は省略可 

★は新たに規定（または変更）された事項 

新基準 



 
 

 ● 食品表示基準別表第11の第１欄に掲げ   
     る栄養成分(スライド3つ前のページの「栄養機能表示が 

        できる成分」） 以外の成分の機能の表示 
 
 

 ● 特定の保健の目的が期待できる旨の表示 
   「お腹の調子をととのえます」等 

 
 
 

＜４ 保健機能食品制度の概要＞ 

栄養機能食品に以下の表示をすることはできません。 

新基準 



    

４ 保健機能制度の概要 
     

   ②機能性表示食品 

機能性表示食品 
 

届出番号▲▲ 

[届出表示] 
本品には◇◇が含まれるので、□□の機能
があります。 

 本品は、事業者の責任において特定の保健の目
的が期待できる旨を表示するものとして消費者庁
長官に届出されたものです。ただし、特定保健用
食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受
けたものではありません。 



＜４ 保健機能食品制度の概要＞ 

 ①～④の要件を全て満たしているものをいう 

① 疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦（妊娠を計画している者を 

  含む）及び授乳婦を除く）を対象としているものであること。 
  

② 機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健  
  の目的（疾病リスクの低減に係るものを除く）が期待できる旨を   
    科学的根拠に基づいて容器包装に表示したものであること。 
 

③ 食品全般が対象であるが、以下のものではないこと。 
   ・特別用途食品及び栄養機能食品 
   ・アルコールを含有する飲料 
   ・脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類（単糖類又は二糖類で 

    あって糖アルコールではないものに限る）、ナトリウムの過剰摂取   
    につながるもの 
 

④ 当該食品の表示内容、安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康 
  被害の情報収集体制、その他必要事項を 販売日の６０日前 までに 
  届出たものであること。【平成28年4月1日より、消費者庁への届出は 
               オンライン化されています（郵送不可）。】 

新基準 



＜４ 保健機能食品制度の概要＞ 

１ ２ ３ 

サプリメント形
状の加工食品※ 

１以外の加工食品 
（その他の加工食品） 

生鮮食品 

【対象区分】 
 ⇒区分により安全性や機能性評価など、求められるレベルに差があります 

※サプリメント形状の加工食品とは、天然由来の抽出物であって分画、精製、化  
 学的反応等により本来天然に存在するものと成分割合が異なっているもの又は 
 化学的合成品を原材料とする錠剤、カプセル剤、粉末剤、液剤等の形状の食品 
 のこと。 
 

※錠剤、粉末剤、液剤については、一日当たりの摂取目安量に鑑み過剰摂取が 
 通常考えにくく、健康被害発生の恐れがない合理的な理由のある場合は 
 「②その他の加工食品」として取り扱っても良い。ただし、カプセル剤形状の 
 ものは「①サプリメント形状の加工食品」として取り扱う。 

新基準 



＜４ 保健機能食品制度の概要＞ 

【可能な機能性表示の範囲】 

疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦（妊娠を計画している者を含

む）及び授乳婦を除く）の健康の維持、増進に役立つ旨又は適する旨
（疾病リスクの低減につながるものを除く。）を表現するもの。 
 

 例１）容易に測定可能な体調の指標の維持に適する（又は改善に役立つ）旨 
 例２）身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する（又は改善に役立  

     つ）旨 
 例３）身体の状態を本人が自覚でき、一般的な体調の変化（横断的、 

      慢性的でないもの）の改善に役立つ旨 
 

※健康の維持・増進の範囲内であれば、身体の特定の部位に言及した 
 表現も可能。 
 

※可能な機能性表示の範囲の例として、特定保健用食品で認められて 
 いる表現が挙げられる。（ただし疾病リスクの低減に係るものを除く） 
 

※医学的及び栄養学的な観点から十分に評価され、広く受け入れられて 
 いる評価指標を用いる。 

新基準 



＜４ 保健機能食品制度の概要＞ 

１）機能性表示食品である旨 →「機能性表示食品」と記載 
 

２）科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は 
  当該成分を有する食品が有する機能性◆♣ 
 

３）栄養成分表示 
    → 「1日あたりの摂取目安量」あたりの成分値で記載 
 

４）1日の摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量◆ 
   → 消費者庁長官に届出た内容を別記様式２(基本様式）又は 

    別記様式３（任意様式）の次に記載する 
 

５）1日当たりの摂取目安量◆ 
 

６）届出番号 →消費者庁から付与された番号を記載   
 

７）食品関連事業者の連絡先（※加工食品のみ） 
 

７‘）食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先 
                                                                        （※生鮮食品のみ） 

新基準 

◆は消費者庁長官への届出  

 内容を表示する 

♣ 2）、8）は容器包装の 

 同一面に表示する 

「届出表示」として記載 



＜４ 保健機能食品制度の概要＞ 

８）機能性及び安全性について国の評価を受けたものではない旨 ♣ 
  「本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示 
   するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健 
   用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を 
   受けたものではありません。」と表示する。 
  

９）摂取の方法◆ 
 

10）摂取をする上での注意事項◆ 
 
 
 

11）バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言♠ 
  「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」 

   と表示する。 
 

12) 調理又は保存の方法に注意を必要とするものは、当該注意事項◆ 
 

13）疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨♠ 
  「本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません」 

   と表示する。 
 

新基準 

♣ 2）、8）は容器包装の 
 同一面に表示する 

◆は消費者庁長官への届出  
 内容を表示する 

♠は確実に消費者の目に留 
 まるよう配慮して表示する 



＜４ 保健機能食品制度の概要＞ 

14）疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦（妊娠を計画している 
   者を含む。）及び授乳婦に対し訴求したものではない旨♠ 

（※加工食品のみ） 

  「本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦（妊娠を計画  

    している者を含む。）及び授乳婦を対象に開発された食品ではあ 
    りません。」と表示する。 
 

15）疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、 

        薬剤師に相談した上で摂取すべき旨♠ 

  「疾病に罹患している場合は医師、医薬品を服用している場合は医  

    師、薬剤師に相談してください。」と表示する。 
 

16) 体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨♠ 

      「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談し 
    てください。」と表示する。 
 

17）保存の方法（※生鮮食品のみ） 

   →常温で保存する以外に保存方法で留意すべきことがない場合は省略可 

 

新基準 

♠は確実に消費者の目に留まる 
 よう配慮して表示する 



 ※「届出表示」：科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を 

          有する食品が有する機能性 

新基準 

[届出表示] 
本品には◇◇が含まれるの
で、□□の機能があります。 

機能性を裏付ける科学的根拠の 
説明方法 

具体的な表現例 

① 最終製品を用いた臨床試験 に  
  より説明する場合 

① 本品には難消化性デキストリンが含  
    まれるので、お腹の調子を整える働 
    きがあります。 

② 最終製品に関する研究レビュー 
  により説明する場合 

② 本品には難消化性デキストリンが含 
    まれ、お腹の調子を整える働きがあ 
    ることが報告されています。 

③ 機能性関与成分に関する研究 
    レビュー により説明する場合 

③ 本品には難消化性デキストリンが含 
    まれます。難消化性デキストリンに 
    は、お腹の調子を整える働きがある 
    ことが報告されています。 

●商品例：難消化性デキストリン（A)を含む食品 
 

●科学的根拠に基づき表示したい（A）の機能性 
         の例：おなかの調子を整える 

表示例 

注）生鮮食品についても同様の扱いとなります 



 

● 疾病の治療効果又は予防効果を暗示する用語 
 

● 第7条及び第21条の規定に基づき、栄養成分の補給 
    ができる旨及び適切な摂取ができる旨の表示をする 
    場合を除き、消費者庁長官に届け出た機能性関与成 
    分以外の成分（別表第九の第一欄に掲げる栄養成分を含 

   む。）を強調する用語 
 

● 消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させる 
    ような用語 
 

● 別表第九の第一欄に掲げる栄養成分の機能を示す用語 

＜４ 保健機能食品制度の概要＞ 

機能性表示食品に以下の表示をすることはできません。 

新基準 



５ 誇大表示の禁止について  
    （健康増進法第31条第1項） 



健康増進法 第31条第1項（旧 第32条の２）  

 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の

表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令

で定める事項（以下「健康保持増進効果等」という。）に

ついて、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を

誤認させるような表示をしてはならない。 

例えば、「機能○○食品」等と表示することにより 
健康保持増進効果等について著しく事実に相違する 
表示又は著しく人を誤認させるような表示に該当す 
る場合、健康増進法上問題となるおそれがあります。 



 

 １．消費者に誤認を与えやすい文章表示の例  
 
 

  ①疾病の治療又は予防を目的とする表示  
   *例→ ｢糖尿病、高血圧の人に｣、｢ガンが治る｣、「風邪の予防」等  
 

  ②身体の組織機能の増強、増進を主たる目的とする効果  
   *例→「疲労回復」、「免疫機能の向上」等  
 

  ③特定の保健の用途に適する旨の効果  
   *例→「この製品は血圧が高めの方に適する」等  
 

  ④人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しく 
    は毛髪をすこやかに保つことに資する表示 
 *例→「皮膚にうるおいを与えます 」、「美しい理想の体形に」等  
 

  ⑤その他 
 *例→「試験管等による実験結果と同様の効果が経口摂取でも得られる 
    ことを暗示する」、「体験談」、「起源や由来」等 

上記は、あくまでも虚偽誇大広告等を行うことが禁止されるものの例であり、 
実際に虚偽誇大広告等に該当するかは個別に判断されることとなります。  

 虚偽・誇大な広告とはどのようなもの？



  ２．どのような表示媒体が規制対象となる？ 

 販売されている全ての食品の「広告その他の表示」が 
 法規制の対象となります。 
 

 具体的には  
 

  ア）商品、容器又は包装及びこれらに添付した物  
 

  イ）見本、チラシ、パンフレット、説明書面 
   （ダイレクトメール、ファクシミリ等を含む。） 
  

  ウ）ポスター、看板、ネオンサイン、アドバルーン、陳列物  
 

  エ）新聞紙、雑誌その他の出版物、放送、映写又は電光 
  

  オ）インターネット等  
 

 による広告等が該当します。 

 虚偽・誇大な広告とはどのようなもの？

店頭POPも 
含まれます！ 



 

          （表示例） 

       ○○(成分名)は血液をサラサラにし、 

       動脈硬化を防止すると言われて  

       います！ 
  
 

 （考え方） 

  通常、動脈硬化のような重篤な疾患は、医師による診断や
治療が必要です。こうした表示は、医師による診断や治療が
なくても病気にかからないとの誤解を与え、診断の遅れや病
気を悪化させる恐れがあるため、禁止されています。 

 （「～と言われています。」等の表現でも×です。） 

   広告やPOP等への不適切な表示例・１  



 

             （表示例） 

                           最高のダイエット食品 
       です！ 
 
 

 

（考え方） 
  健康の保持増進の効果は、個々の健康状態や生活習慣等

多くの要因により異なります。現存する食品の中で最高
の効果を発揮することは立証できないため、最上級の表
現を用いる広告等は適切ではありません。 

 

  最上級の表現の例…「最高」、「絶対」、「最高級」、「日本一」、 
           「抜群」、「無類」など 

広告やPOP等への不適切な表示例・２ 



広告やPOP等への不適切な表示例・３ 

広告表示 

（考え方） 
 健康の保持増進の効果は、「届出表示」として科学的根拠を基にした機能性
について消費者庁長官に届出た内容を超えて表示することはできません。 
 この場合、機能性関与成分の研究レビュー等を基にした根拠であるにもかか
わらず、この製品自体に同様の効果があることが実証されているかのような誤
認を与える恐れがあるため適切ではありません。 

機能性表示食品 
届出番号▲▲ 

○○茶（商品名） 

[届出表示] 
本品には難消化性デキストリ
ンが含まれています。難消化
性デキストリンは食後の血糖
値の上昇をおだやかにする機
能があることが報告されてい
ます。 

パッケージ 

機能性表示食品 

○○茶!! 

食事と一緒に飲むだけで 
   血糖値が下がる！！ 



● 食品表示基準に基づいた表示を行っていない場合、食品 

  表示法違反として、食品表示法の指示や命令のほか、罰 

  則の対象となる可能性があります。 
 

● 科学的根拠情報の範囲を超えた表示事項は、不当景品類 

  及び不当表示防止法（景品表示法）の不当表示又は健康 

    増進法の虚偽誇大広告に該当するおそれがあります。 

 虚偽・誇大な広告とはどのようなもの？

  ３．表示事項に問題がある場合、 
             罰則の対象にも… 

 消費者庁は平成27年3月31日、保健機能食品以外の食品における「機能
○○食品」等の表示を行っている事業者に対し、改善要請等を行いました。 
 また、食品表示に関係する団体に対し、表示の適正化について協力要請
を行いました。 



 ○ 食品表示法に基づく基準・通知・Q&Aなど 
     http://www.caa.go.jp/foods/index18.html#m01-4 
 

 ○ 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 
   http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150331_GL-nutrition.pdf 
 

 ○ 機能性表示食品に関する情報 
     http://www.caa.go.jp/foods/index23.html 
    

 ○ 虚偽誇大広告の禁止（健康増進法） 
     http://www.caa.go.jp/foods/index4.html#m06 
 

 ○ 東京都作成のパンフレット類（都HP「食品衛生の窓」に掲載） 

  ・栄養成分表示ハンドブック 
 

    ・大切です！食品表示 食品表示基準手引編 など 
 
 
  

    

本日の内容ついて記載されているホームページ、 
パンフレット等 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/h
youji/kyouzai/index.html 
 

http://www.caa.go.jp/foods/index18.html#m01-4
http://www.caa.go.jp/foods/index18.html#m01-4
http://www.caa.go.jp/foods/index18.html#m01-4
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150331_GL-nutrition.pdf
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150331_GL-nutrition.pdf
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150331_GL-nutrition.pdf
http://www.caa.go.jp/foods/index23.html
http://www.caa.go.jp/foods/index4.html#m06
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/kyouzai/index.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/kyouzai/index.html


※ 特別用途食品・特定保健用食品の申請窓口も、上記と同様、本社等の所在地
を所管する保健所です。 

 

※ 広告媒体等の作成を他の事業者に委託する際も、相談窓口は、委託元である
食品関連事業者の本社等を所管する保健所となります。（広告媒体作成者の
所在地を所管する保健所ではありません。） 

栄養表示・虚偽誇大広告に関する相談窓口

東京都内にある場合 
他の道府県に 
ある場合 

『多摩地域』『島しょ』 

にある場合 

『特別区』『八王子市』 
『町田市』にある場合 

本社等の所在地を 
所管する 

東京都保健所の栄養担当 

本社等の所在地を所管する 
各区市保健所の栄養・食品衛生担当 

(各区市により異なります。) 

本社等の所在地
を所管する道府

県の保健所 

表示内容に責任をもつ本社等の所在地が… 
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ご清聴ありがとうございました 


