
法律等の名称 表示等の主旨 表示対象食品 表示すべき事項 担当部署

食品表示法

食品を摂取する
際の安全性及び
一般消費者の自
主的かつ合理的
な食品選択の機
会の確保

医薬品及び医
薬部外品を除
くすべての飲
食物と添加物

名称、原材料名、食品添加物、
アレルギー食品、遺伝子組換え
食品、原料原産地名、内容量、
消費期限または賞味期限、保存
方法、栄養成分の量及び熱量、
食品関連事業者の氏名または名
称及び住所、製造所または加工
所の所在地、特定保健用食品に
関する事項等
その他、個別に表示義務が定め
られている場合は、その項目

消費者庁

不当景品及び不
当表示防止法
（景品表示法）
（公正取引委員
会）

虚偽、誇大な表
示の禁止

事業者の供給
する全ての商
品（食品）

－
県庁くら
し安全安
心課

計量法
（経済産業省） 内容量等の表示

第13条 に 規
定する特定商
品（容器包装
されたもの）

内容量、表記者の氏名及び名称
及び住所

岡山県計
量管理セ
ンター

健康増進法
（厚生労働省）

栄養の改善及び
健康の増進のた
め

特別用途食品

商品名、許可を受けた表示の内
容、許可証票、栄養成分量、熱
量（エネルギー）及び原材料の
名称等

保健所
健康の保持増進
の効果等につい
て虚偽誇大広告
等の禁止

食品として販
売に供する物 －

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
（厚生労働省）

食品に対する医
薬品的な効能効
果の表示を禁止

包装容器に入
れられた加工
食品及びその
広告

－ 保健所

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）
（農林水産省）

食品としての安
全性を欠くもの
の流通を防止す
るとともに、表
示の適正化を図
り、産地情報の
提供を促進

消費者が購入
等に際して、
産地を識別こ
とが重要と認
められる米及
び米加工品

米の場合はその産地、米加工品
の場合はその原料米の産地

中国四国
農政局
県民局農
林水産事
業部
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•用途名を併記する添加物（８種類）
用　　途 添　　　　加　　　　物

甘味料 甘味料、人工甘味料または合成甘味料
着色料 着色料または合成着色料
保存料 保存料または合成保存料
増粘剤
安定剤
ゲル化剤または糊料

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または糊料
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または糊料
主としてゲル化の目的で使用する場合にあってはゲル化剤または糊料

酸化防止剤 酸化防止剤
発色剤 発色剤
漂白剤 漂白剤
防かび剤または
防ばい剤 防かび剤または防ばい剤

•一括名で表示できる添加物（14種類）
添　　加　　物 物　　質　　名

イーストフード 塩化アンモニウム、塩化マグネシウム、グルコン酸カリウ
ムほか

ガムベース エステルガム、グリセリン脂肪酸エステル、酢酸ビニル樹
脂ほか

かんすい 炭酸カリウム（無水）、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリ
ウムほか

苦味料 イソアルファー苦味酸、カフェイン（抽出物）、ホップ抽
出物ほか

酵素 アガラーゼ、アクチニジン、アクロモペプチダーゼほか

光沢剤 オウリキュウリロウ、カルナウバロウ、カンデリラロウほ
か

香料または合成香料 アセト酢酸エチル、アセトフェノンほか（及び天然香料）
酸味料 アジピン酸、クエン酸、クエン酸三ナトリウムほか
軟化剤（チューインガム軟化剤） グリセリン、プロピレングリコール、ソルビトール
調味料（その構成成分に応じて種類別を表
示）
　調味料（アミノ酸）、調味料（アミノ酸等）
　調味料（核酸）、調味料（核酸等）
　調味料（有機酸）、調味料（有機酸等）
　調味料（無機塩）、調味料（無機塩等）

アミノ酸：L-アスパラギン酸ナトリウム、DL-アラニンほか
核酸：5’ -イノシン酸二ナトリウム、5’ -ウリジル酸二ナ

トリウムほか
有機酸：クエン酸カルシウム、クエン酸三ナトリウムほか
無機塩：塩化カリウム、リン酸三カリウムほか

豆腐用凝固剤または凝固剤 塩化カルシウム、塩化マグネシウム、グルコノデルタラク
トンほか

乳化剤 グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルほか
水素イオン濃度調整剤またはｐH調整剤 アジピン酸、クエン酸、クエン酸三ナトリウムほか
膨脹剤、膨張剤、ベーキングパウダー、ふ
くらし粉 アジピン酸、L-アスコルビン酸、塩化アンモニウムほか

食品添加物関係参考資料 2
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区　　　　　　　分 一般消費者に直接
販売される場合

業者間で取引され
る場合

加 工 食 品

・塩蔵・塩干魚介類
・乾燥した野菜、果実、魚介類、海そう
類等

表示義務あり 省略可

・でん粉、チューインガム、冷菓、砂糖、
アイスクリーム類、食塩、うまみ調味料、
飲料水及び清涼飲料水（ガラス瓶入り
のもの（紙栓をつけたものを除く。）ま
たはポリエチレン製容器入りのものに限
る。）、氷

省略可 省略可

・生めん類、即席めん類、食肉製品、鶏
の液卵、ゆでガニ、魚肉ハム、魚肉ソー
セージ、魚肉練り製品、鯨肉ベーコンの
類、マーガリン、冷凍食品、容器包装詰
加圧加熱殺菌食品、弁当、調理パン、そ
うざい、生菓子類

表示義務あり 表示義務あり

・酒類 省略可 省略可
上記以外の加工食品 表示義務あり 省略可

生 鮮 食 品

・生かき、切り身またはむき身にした鮮
魚介類（生かき及びふぐを除く。）であ
って生食用のもの、切り身にしたふぐと
その精巣及び皮であって生食用のもの
・冷凍食品のうち、切り身またはむき身
にした鮮魚介類（生かきを除く。）を冷
凍させたもの
・食肉、鶏の卵

表示義務あり 表示義務あり

・あんず、おうとう、かんきつ類、キウ
イー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネク
タリン、バナナ、びわ、マルメロ、もも、
りんご

省略可 省略可

上記以外の生鮮食品 表示義務なし 表示義務なし
食品添加物 省略可 省略可

期限表示の表示対象である品目及び期限表示の省略が可能な品目参考資料 3
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区　　　　分 密封時に表記義務があるもの 特定
物象量

公差
（誤差）

内容量
の上限

1 精米及び精麦 全て 質量 表⑴ 25㎏

2

豆類（未成熟の
ものを除く。）
及びあん、煮豆
その他の豆類の
加工品

⑴加工していないもの 全て 質量 表⑴ 10㎏

⑵加工品 あん、煮豆、きなこ、ピーナッツ製品及び
はるさめ 質量 表⑴ ５㎏

3 米粉、小麦粉その他の粉類 全て 質量 表⑴ 10㎏
4 でん粉 全て 質量 表⑴ ５㎏

5

野菜（未成熟の
豆類を含む。）
及びその加工品
（漬物以外の塩
蔵野菜を除く。）

⑴生鮮のもの及び冷蔵
したもの － 質量 表⑵ 10㎏

⑵缶詰及び瓶詰、トマ
ト加工品並びに野菜ジ
ュース

全て
質量ま
たは体
積

表⑴
表⑶

５㎏
５ℓ

⑶漬物（缶詰及び瓶詰
を除く。）及び冷凍食
品（加工した野菜を凍
結させ、容器に入れ、
または包装したものに
限る。）

全て（らっきょう漬け以外の小切りまたは
細刻していない漬物を除く） 質量 表⑵ ５㎏

⑷⑵または⑶に掲げる
もの以外の加工品 きのこの加工品及び乾燥野菜 質量 表⑴ ５㎏

6
果実及びその加
工品（果実飲料
原料を除く。）

⑴生鮮のもの及び冷蔵
したもの － 質量 表⑵ 10㎏

⑵漬物（缶詰及び瓶詰
を除く。）及び冷凍食
品（加工した果実を凍
結させ、容器に入れ、
または包装したものに
限る。）

全て 質量 表⑵ ５㎏

⑶⑵に掲げるもの以外
の加工品

缶詰及び瓶詰、ジャム、マーマレード、果
実バター並びに乾燥果実 質量 表⑴ ５㎏

7 砂糖 全て（細工ものまたはすき間なく直方体状
に積み重ねて包装した角砂糖を除く） 質量 表⑴ ５㎏

8 茶、コーヒー及びココアの調整品 全て 質量 表⑴ ５㎏
9 香辛料 破砕し、または粉砕したもの 質量 表⑴ １㎏
10 めん類 全て（ゆでめんまたはむしめんを除く） 質量 表⑵ ５㎏

11 もち、オートミールその他の穀類加工品 全て 質量 表⑴ ５㎏

12 菓子類

ビスケット
類、米菓及
びキャンデ
ー

ナッツ類、クリーム、チョコレ
ート等をはさみ、入れ、または
付けたものを除くものとし、１
個の質量が３g未満のもの

質量 表⑴ ５㎏

油菓子 １個の質量が３g未満のもの

水ようかん くり、ナッツ類等を入れたもの
を除くものとし、缶入りのもの

プリン及び
ゼリー 缶入りのもの

チョコレー
ト

全て（ナッツ類、キャンディ等
を入れ、若しくは付けたものま
たは細工ものを除く）

スナック菓
子 全て（ポップコーンを除く）

内容量を表記する特定品目（食品のみ）参考資料 4
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区　　　　分 密封時に表記義務があるもの 特定
物象量

公差
（誤差）

内容量
の上限

13 食肉（鯨肉を除く。）並びにその冷凍品及び加工品 全て 質量 表⑴ ５㎏

14 はちみつ 全て 質量 表⑴ ５㎏

15

牛乳（脱脂乳を
除く。）及び加
工乳並びに乳製
品（乳酸菌飲料
を含む。）

⑴粉乳、バター及びチ
ーズ 全て 質量 表⑴ ５㎏

⑵⑴に掲げるもの以外
のもの 全て（アイスクリーム類を除く） 質量また

は体積
表⑴
表⑶

５㎏
５ℓ

16

魚（魚卵を含
む。）、貝、いか、
たこその他の水
産動物（食用の
ものに限り、ほ
乳類を除く。）
並びにその冷凍
品及び加工品

⑴生鮮のもの及び冷蔵
したもの並びに冷凍品 冷凍貝柱及び冷凍えび 質量 表⑵ ５㎏

⑵乾燥し、またはくん
製したもの、冷凍食
品（加工した水産動物
を凍結させ、容器に入
れ、または包装したも
のに限る。）及びそぼ
ろ、みりんぼしその他
の調味加工品

干しかずのこ、たづくり及び素干しえび、
煮干し、またはくん製したもの、冷凍食品
（貝、いか及びえびに限る）、調味加工品（た
らまたはたいのそぼろまたはでんぶ及びう
にの加工品に限る）

質量 表⑵ ５㎏

⑶⑵に掲げるもの以外
の加工品

塩かずのこ、塩たらこ、すじこ、いくら及
びキャビア、缶詰、魚肉ハム及び魚肉ソー
セージ、節類及び削節類、塩辛製品並びに
ぬか、かす等に漬けたもの

質量 表⑴ ５㎏

17 海藻及びその加工品 全て（生鮮のもの、冷蔵したもの、干しの
りまたはのりの加工品を除く） 質量 表⑵ ５㎏

18
食塩、みそ、うまみ調味料、風味調味料、
カレールウ、食用植物油脂、ショート
ニング及びマーガリン類

全て 質量 表⑴ ５㎏

19 ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ 全て 質量また
は体積

表⑴
表⑶

５㎏
５ℓ

20 しょうゆ及び食酢 全て 体積 表⑶ ５ℓ

21 調理食品

⑴即席しるこ及び即席
ぜんざい 全て 質量 表⑴ １㎏

⑵⑴に掲げるもの以外
のもの

冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食
品並びに缶詰及び瓶詰 質量 表⑵ ５㎏

22 清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並びにごま塩、洗いごま、すりごま 全て 質量 表⑴ １㎏

23 飲料（医薬用のものを除く）

⑴アルコールを含まな
いもの 全て 質量また

は体積
表⑴
表⑶

５㎏
５ℓ

⑵アルコールを含むも
の 全て 体積 表⑶ ５ℓ

【量目公差表】
表（１） 表（２） 表（３）

表　示　量 誤差 表　示　量 誤差 表　示　量 誤差
5g以上50g以下 4% 5g以上50g以下 6% 5ml以上50ml以下 4%
50gを超え100g以下 2g 50gを超え100g以下 3g 50mlを超え100ml以下 2ml
100gを超え500g以下 2% 100gを超え500g以下 3% 100ml超え500ml以下 2%
500gを超え1kg以下 10g 500gを超え1.5kg以下 15g 500mlを超え1ℓ以下 10ml
1kgを超え25kg以下 1% 1.5kgを超え10kg以下 1% 1ℓを超え25 ℓ以下 1%
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栄養成分

高い旨の表示の基準値 含む旨の表示の基準値 強化された旨の表示の基準値
食品100g当たり（括
弧内は、一般に飲用
に供する液状の食品
100ml当たりの場合）

100kcal
当たり

食品100g当たり（括
弧内は、一般に飲用
に供する液状の食品
100ml当たりの場合）

100kcal
当たり

食品100g当たり（括弧内は、
一般に飲用に供する液状の食
品100ml当たりの場合）

たんぱく質 16.2g（8.1g） 8.1g 8.1g（4.1g） 4.1g 8.1g（4.1g）
食物繊維 6g（3g） 3g 3g（1.5g） 1.5g 3g（1.5g）
亜鉛 2.64mg（1.32mg） 0.88mg 1.32mg（0.66mg） 0.44mg 0.88mg（0.88mg）
カリウム 840mg（420mg） 280mg 420mg（210mg） 140mg 280mg（280mg）
カルシウム 204mg（102mg） 68mg 102mg（51mg） 34mg 68mg（68mg）
鉄 2.04mg（1.02mg） 0.68mg 1.02mg（0.51mg） 0.34mg 0.68mg（0.68mg）
銅 0.27mg（0.14mg） 0.09mg 0.14mg（0.07mg） 0.05mg 0.09mg（0.09mg）
マグネシウム 96mg（48mg） 32mg 48mg（24mg） 16mg 32mg（32mg）
ナイアシン 3.9mg（1.95mg） 1.3mg 1.95mg（0.98mg） 0.65mg 1.3mg（1.3mg）
パントテン酸 1.44mg（0.72mg） 0.48mg 0.72mg（0.36mg） 0.24mg 0.48mg（0.48mg）
ビオチン 15μg（7.5㎍） 5μg 7.5μg（3.8μg） 2.5μg 5μg（5μg）
ビタミンA 231μg（116μg） 77μg 116μg（58μg） 39μg 77μg（77μg）
ビタミンB1 0.36mg（0.18mg） 0.12mg 0.18mg（0.09mg） 0.06mg 0.12mg（0.12mg）
ビタミンB2 0.42mg（0.21mg） 0.14mg 0.21mg（0.11mg） 0.07mg 0.14mg（0.14mg）
ビタミンB6 0.39mg（0.20mg） 0.13mg 0.20mg（0.10mg） 0.07mg 0.13mg（0.13mg）
ビタミンB12 0.72μg（0.36μg） 0.24μg 0.36μg（0.18μg） 0.12μg 0.24μg（0.24μg）
ビタミンC 30mg（15mg） 10mg 15mg（7.5mg） 5mg 10mg（10mg）
ビタミンD 1.65μg（0.83μg） 0.55μg 0.83μg（0.41μg） 0.28μg 0.55μg（0.55μg）
ビタミンE 1.89mg（0.95mg） 0.63mg 0.95mg（0.47mg） 0.32mg 0.63mg（0.63mg）
ビタミンK 45μg（22.5μg） 30μg 22.5μg（11.3μg） 7.5μg 15μg（15μg）
葉酸 72μg（36μg） 24μg 36μg（18μg） 12μg 24μg（24μg）

栄養成分及び
熱量

含まない旨の表示の基準値 低い旨の表示の基準値 低減された旨の表示の基準値
食品100g当たり（括弧内は、
一般に飲用に供する液状の食
品100ml当たりの場合）

食品100g当たり（括弧内は、
一般に飲用に供する液状の食
品100ml当たりの場合）

食品100g当たり（括弧内は、
一般に飲用に供する液状の食
品100ml当たりの場合）

熱量 5kcal（5kcal） 40kcal（20kcal） 40kcal（20kcal）
脂質 0.5ｇ（0.5g） 3g（0.5g） 3g（0.5g）

飽和脂肪酸 0.1g（0.1g）

1.5g（0.75g）。ただし、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%以下であるものに
限る。

1.5g（0.75g）

コレステロール

5mg（5mg）。ただし、飽和脂
肪酸の量が1.5g（0.75g）未満
であって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%未
満のものに限る。

20mg（10mg）。ただし、飽和
脂肪酸の量が1.5g（0.75g）以
下であって当該食品の熱量の
うち飽和脂肪酸に由来するも
のが当該食品の熱量の10%
以下のものに限る。

20mg（10mg）。ただし、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0.5g
（0.75g）以上のものに限る。

糖類 0.5g（0.5g） 5g（2.5g） 5g（2.5g）
ナトリウム 5mg（5mg） 120mg（120mg） 120mg（120mg）
備考
１　ドレッシングタイプ調味料（いわゆるノンオイルドレッシング）について、脂質の「含まない旨の表示」
については「0.5ｇ」を、「3ｇ」とする。

２　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、コレステロールに係る含まない旨の表示及び低い旨の表示のただし書
きの規定は、適用しない。

栄養強調表示の基準値参考資料 5
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加工食品 対象農産物
１ 豆腐・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 味噌 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 大豆（調理用）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 大豆たん白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－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 とうもろこし（調理用）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 冷凍ばれいしょ ばれいしょ
26 乾燥ばれいしょ ばれいしょ
27 ばれいしょでん粉 ばれいしょ
28 ポテトスナック菓子 ばれいしょ
29 25から28に掲げるものを主な原材料とするもの ばれいしょ
30 ばれいしょ（調理用）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料とするもの アルファルファ
32 てん菜（調理用）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

遺伝子組換え表示が必要な加工食品（33品目）参考資料 6
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関連法規等 関連分野 内容 窓口 電話番号
食品衛生法 営業許可

食品表示
施設基準
衛生管理

•食品、添加物、容器包
装の規格基準

•食品等の表示
•食品の製造、加工にか
かる営業許可

　（営業施設基準、管理
運営基準）

•食品監視、衛生管理

美作保健所
衛生課食品衛生班
（管轄：津山市、美作
市、鏡野町、勝央町、奈
義町、西粟倉村、久米南
町、美咲町）

真庭保健所衛生課
（管轄：真庭市、新庄村）

0868-23-0115

0867-44-2918

食品表示法 品質事項
（JAS法由来）

•名称、原材料名、内容
量、原料原産地名等の
表示など

美作県民局
農林水産事業部
農畜産物生産課農産班 0868-23-1305

衛生事項
（食品衛生法
由来）

•名称、アレルゲン、消
費（賞味）期限、保存
方法、食品添加物等の
表示など

美作保健所
衛生課食品衛生班
（管轄：津山市、美作
市、鏡野町、勝央町、奈
義町、西粟倉村、久米南
町、美咲町）

真庭保健所衛生課
（管轄：真庭市、新庄村）

0868-23-0115

0867-44-2918

保健事項
（健康増進法
由来）

•加工食品等の栄養表示
（栄養成分、エネルギ
ーの表示など）

•栄養機能食品の表示

•機能性表示食品制度
•製造所固有記号の届出

消費者庁
食品表示企画課 03-3507-8800

ＪＡＳ法 食品表示 •ＪＡＳ規格（日本農林
規格）制度

•飲食料品の品質表示制度

中国四国農政局
消費･安全部表示･規格課 086-224-9409

薬事法 食品表示 •医薬品製造許可、販売
許可

岡山県保健福祉部
医薬安全課薬事衛生班 086-226-7340

特定商取引法 インターネット販売 中国経済産業局
消費経済課 082-224-5671

健康増進法 食品表示 •保健機能食品
　（栄養機能食品、特定
保健用食品）

•特別用途食品
•栄養表示基準

岡山県保健福祉部
健康推進課健康づくり班 086-226-7328

景品表示法
（不当景品類
及び不当表示
防止法）

食品表示 •不当な表示の禁止
　（品質、規格等の優良
誤認表示、価格等の有
利誤認表示等）

岡山県県民生活部
暮らし安全安心課

公正取引委員会
近畿中国四国事務所
中国支所取引課

086-226-9330

082-228-1501
計量法 食品表示 •正確な計量、特定商品

の量目誤差、はかりの
定期点検

岡山県産業労働部
産業企画課計量管理班 086-241-0561

問い合わせ先一覧＜関連法規別相談窓口＞参考資料 7
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関連法規等 関連分野 内容 窓口 電話番号
酒税法 商品化 •酒類の製造（試験を含

む）、販売許可
岡山東税務署
酒類指導官 086-225-3141

特許法

実用新案法

商標法

意匠法

商品化 •特許、実用新案登録（製
造、加工方法、食品、
包装等）

•商標登録（社名、特徴
のある商品、マーク等）

•意匠登録（パッケージ
デザイン等）

一般社団法人
岡山県発明協会
知財総合支援窓口 086-286-9711

容器包装
リサイクル法

商品化 •容器包装ゴミの再資源 岡山県環境文化部
循環型社会推進課
資源循環推進班 086-226-7306

その他 食品表示 •賞味期限設定等に関す
る検査の相談

公益財団法人
岡山県健康づくり財団
環境部

一般財団法人
日本食品分析センター
東京本部
大阪支所

086-246-6257

03-3469-7131
06-6386-1851

商品化 •ＰＬ保険（生産物責任
賠償保険）等に関する
相談

一般社団法人
岡山県食品衛生協会

岡山県商工会議所連合会

岡山県商工会連合会

086-273-9044

086-232-2266

086-224-4341
商品化 •ＪＡＮコード等に関す

る相談
岡山県商工会議所連合会

岡山県商工会連合会

086-232-2266

086-224-4341
衛生管理 •食品衛生責任者講習会 一般社団法人

岡山県食品衛生協会 086-273-9044
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＜参考文献等＞
•岡山県美作県民局保健福祉部ホームページ飲食店等食品関係の営業許可
•農産加工起業化ガイドブック（山形県農林水産部農業技術課）
•農林水産省、厚生労働省監修の労務管理のポイント
•農林水産省ホームページＪＡＳ法および食品衛生法に基づく期限表示について
•岡山県農業開発研究所農産加工食品製造の手引き｢賞味期限設定法｣
•農林水産省ホームページ食品の期限表示について
•表示の学習会食品表示のルールをもう一度勉強しよう！（味の素㈱天明英之作成）
•日本加工食品卸協会ホームページ表示項目の説明
•一般財団法人流通システム開発センターホームページＪＡＮコード登録
•６次化推進のための食品づくりマニュアル（岡山県美作県民局農林水産事業部）
•食品表示法ができました～食品の表示についての新しい法律～

（東京都福祉保健局健康安全部食品監視課）
•「機能性表示食品」って何？（消費者庁食品表示企画課）
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