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１．食品表示と関係法令
　食品の製造者が食品を容器に入れたり、包装して販売する場合、法律で定められた項目
を、商品の包装に必ず表示しなければなりません。
　この「食品表示」は、消費者にとっては、商品を選択する上で必要不可欠な情報源であ
り、製造者にとっては、自らの商品に対するすべての情報を包み隠さず提供する手段にな
ります。食品表示が不適切な場合は、行政処分や罰則が科せられることがありますので十
分注意が必要です。
　食品表示は、「食品衛生法」、「ＪＡＳ法（農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関
する法律）」、「健康増進法」の３つの法律による規制があり非常に複雑でしたが、製造者
にも消費者にもわかりやすいものとするため、これらの法律による規定を一元化した「食
品表示法」が制定され、平成27年４月１日に施行されました。

法　令 目　　的 表示関係 表示関係以外

食品衛生法 •飲食に起因する衛生上
の危害発生を防止

•販売の用に供する食品
等に関する表示につい
ての基準の策定及び当
該基準の遵守など

•食品、添加物、容器包装
等の規格基準の策定
•都道府県知事による営業
の許可など

ＪＡＳ法

•農林物資の品質の改善
•品質に関する適正な表
示により消費者の選択
に資する

•製造業者が守るべき表
示基準の策定

•品質に関する表示の基
準の遵守など

•日本農林規格（JAS規格）
の制定
•JAS規格による格付など

健康増進法 •栄養の改善その他の国
民の健康の増進を図る

•栄養表示基準の策定及
び当該基準の遵守など

•基本方針の策定
•国民健康、栄養調査の実施
•特別用途食品の許可など

⬇ ⬇
食品表示法として統合 各法律に残存

食品表示

名　　称 スナック菓子

原材料名 じゃがいも（遺伝子組換えでない）、植
物油脂、食塩、魚貝エキス粉末（かに・
えびを含む）、調味料（アミノ酸等）

内 容 量 100g

賞味期限 H27.11.11

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
岡山県○○市○○○-○○

栄養成分
（100gあたり）

エネルギー
タンパク質
脂 質
炭 水 化 物
ナトリウム

562kcal
4.7g
36.0g
54.7g

363.3mg

　　　　　　：食品衛生法
　　　　　　：JAS法
　　　　　　：健康増進法

第１章

【食品表示法施行前の法律に基づく表示例】
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第１章　食品表示

　食品表示に係る法令は、前述以外にもあります。（☞参考資料１）
　また、法律が変わることもあります。わからないことなどがあれば、所管の保健所もし
くは県民局等にご相談ください。

２．食品表示法の制定による変更点等
　食品表示法の制定により、食品表示基準は以下の点が変更されました。
　ただし、経過措置期間として、加工食品では平成32年３月31日まで、生鮮食品では平
成28年９月30日まで旧制度による表示方法が認められています。

【食品表示法の目的】

　食品表示法は、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
択の機会を確保することや、消費者の利益の増進を図り、国民の健康の保護・増進、
食品の生産・流通の円滑化、消費者の需要に即した食品の生産振興に寄与することを
目的としています。

【食品表示法施行による旧制度からの変更点等】

•原材料名の表示方法
　複合原材料の分割表示☞Ｐ5、原材料と添加物の区分☞Ｐ6、表示方法の統一☞Ｐ7
•製造所固有記号の使用方法☞Ｐ11
•栄養成分の表示方法
　栄養成分表示の義務化☞Ｐ11、ナトリウムの表示方法☞Ｐ12
•機能性の表示（新設）☞Ｐ12
•栄養強調表示
　栄養強調表示の基準☞Ｐ14、無添加強調表示☞Ｐ15
•栄養機能食品の表示
　対象成分の追加☞Ｐ15、対象食品の範囲変更☞Ｐ15、表示事項の追加☞Ｐ15
•アレルギー表示
　個別表示の原則化☞Ｐ16、特定加工食品及びその拡大表記の禁止☞Ｐ16
•表示可能面積が小さい食品の表示方法☞Ｐ17
•販売される添加物の表示方法☞Ｐ17
•加工食品と生鮮食品の区分の統一☞Ｐ17
•通知等に規定されている表示ルールの一部を表示基準に規定☞Ｐ17

【旧基準による表示が認められる期間】
食品の区分 経過措置期間

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（または加工・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
※業務用生鮮食品については、経過措置期間はなく、平成27年
４月１日から新基準に基づく表示が必要となります。
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　経過措置期間中は、旧基準による表示も認められますが、旧基準と新基準の表示方法が
混在した表示は原則認められません。

３．食品表示のポイント

（１）全般的な注意点
①わかりやすい表示
　見やすい場所に、読んですぐ理解できるよう明確に表示します。文字は８ポイント
（日本工業規格Ｚ8305（1962）規定）以上の大きさを用います。ただし、表示面積
が狭い場合（概ね150㎠以下）は、5.5ポイント以上の活字が使用できます。

②一括表示
　加工食品は、食品を入れた容器または包装に、表示しなくてはならない事項を一括
して表示します。

（２）表示が必要な項目
　必ず明記する必要がある項目は、次の７つです。

①名称
　内容を表す一般的な名称を表示します。個別の表示規則がある品目は、制限を受け
ることがあります。

②原材料名および食品添加物
ア．原材料名
　原材料に占める重量割合が高いものから順に、一般的な名称を表示します。
　２種類以上の原材料からなる「複合原材料」の場合は、複合原材料名の後に括弧を
つけて重量割合の高い順に記載します。ただし、複合原材料の原材料が３種類以上あ
り、重量割合が３番目以下で複合原材料に占める割合が５％未満の場合は「その他」
と表示できます。また、原材料に占める割合が５％未満の場合や複合原材料の名称か
ら原材料が明らかな場合は、複合原材料の表示を省略することができます。単に混合
した場合や、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、原材料
を含めて重量割合が高いものから順に表示できます。
　同種の原材料を複数種使用する場合、「野菜」、「魚介類」などの原材料の総称を表
す名称の次に括弧をつけて原材料に占める割合が高い順に表示することができます。

①名称
②原材料名および食品添加物
③内容量
④消費期限または賞味期限
⑤保存方法
⑥製造者（販売者、輸入者）の氏名と所在地
⑦栄養成分表示
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第１章　食品表示

イ．原料原産地名
　原産地に由来する原材料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映され
ると一般的に認識されている食品には、原料原産地名の表示が義務付けられています。

　原料原産地表示では、加工食品の原材料および添加物に占める重量の割合が50％以上
を占める単一の農畜水産物について、その原産地を表示します。
　それが国産品であるものは、「国産」（都道府県名やその他一般に知られている地名など
を表示することもできます）を、輸入品にあっては、「原産国名」を原材料名の後に括弧
書きで表示するか、原料原産地名欄を設けて表示します。

【原料原産地表示が必要な食品】
区　　分 食　　　　　品　　　　　群

農産加工品

①.乾燥きのこ類、乾燥野菜、乾燥果実
②.塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜、塩蔵果実
③.ゆで、または蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん
④.異種混合したカット野菜、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

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

畜産加工品

⑩.調味した食肉
⑪.ゆで、または蒸した食肉及び食用鳥卵
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
⑭.合挽肉その他異種混合した食肉

水産加工品

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

⑯.塩蔵魚介類、塩蔵海藻類
⑰.調味した魚介類及び海藻類
⑱.こんぶ巻
⑲.ゆで、または蒸した魚介類及び海藻類
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

その他 ㉒.④または⑭に掲げるもののほか、生鮮食品を異種混合したもの
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

【原料原産地の表示例】
（例1）原材料名の後に括弧書きした場合　　　（例2）原材原産地名欄を設けた場合）
名　　称 梅漬 名　　称 梅漬

原材料名 梅（岡山県）、〇〇、〇〇
原材料名 梅、〇〇、〇〇
原料原産地名 岡山県
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◎米加工品の産地情報
　米加工品を製造する場合は、「米トレーサビリティ法」により、容器・包装への原
料米の産地の記載が定められています。
　国産米の場合は、「国内産」、「国産」等と記載します。都道府県や一般に知られた
地名でも構いません。

ウ．複合原材料の分割表示【食品表示法施行により変更】
　単に混合しただけなど、性状に大きな変化がない複合原材料を使用する場合、構
成する原材料を分割して表示することができます。

【米トレーサビリティ法】

　米や米加工品では、問題が発生した際、流通ルートを速やかに特定できるよう、販売、
輸入、加工、製造または提供する事業者（生産者を含む）に、生産から販売・提供ま
での各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存（原則として３年間保存）することが
定められています。
　事業者は、原料となる米や米加工品を入荷する際は、伝票等（納品書など）を受領
するか、取引記録を作成します。また、米加工品を出荷する際は、容器・包装に原料
米の産地を記載するとともに、必要事項（品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬
出入した場所、用途）を正しく記載した伝票等（納品書など）を発行してください。
受領・発行した伝票や、作成した記録等は３年間保存してください。

　　対象品目：
米穀 もみ、玄米、精米、砕米

主要食糧に該当
するもの

米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品（もち粉
調製品を含む）、米菓生地、米こうじ等

米飯類
各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米
飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯
類（いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。）

米加工食品 もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

【例：ココア調整品について分割して表示する場合】
　　複 合 原 材 料：ココア調整品
　　構成する原材料：砂糖、ココアパウダー、アーモンドパウダー、食塩

一括表示 分割表示

原材料名

小麦粉、ココア調整品（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

※「ココア調整品」は、単に混合しただけで、原材料の性状に大きな変化がない
ため、構成する原材料を分割して表示した方がわかりやすくなることから、分
割した表示が認められます。
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第１章　食品表示

エ．食品添加物
　原則として、使用したすべての添加物の名称を、容器・包装の見やすい場所に記
載する必要があります。
　食品添加物の表示は、添加物に占める重量割合が高いものから順に物質名を表記
します。保存料や甘味料など８種類（☞参考資料２）の用途に使われるものは、物
質名及び用途を表示します。　【表示例】保存料（ソルビン酸Ｋ）
　添加物の名称に「色」や「増粘」の文字が含まれる場合は、用途の表示を省略で
きます。
　また、使用目的を表す「一括名」で表示できる14種類の添加物もあります。

（☞参考資料２）
　さらに、栄養強化の目的で使用される添加物（ビタミン類、ミネラル類、アミノ
酸類）と加工助剤、キャリーオーバーに該当する添加物は、表示が免除されていま
す。ただし、栄養強化の目的で使用する添加物であっても、個別の品質表示基準で
表示が義務づけられているものがあります。

オ．原材料と添加物の区分【食品表示法施行により変更】
　添加物と添加物以外の原材料が明確になるように、「添加物」の欄を設けるか、
改行、記号（／：スラッシュ）等により区分して表示します。

新基準

【加工助剤】

食品を作る途中で使用される食品添加物のうち、次のいずれかにあてはまるもの。
•食品が出来上がる前に取り除かれる
•その食品に通常含まれる成分に変わる
•出来上がった食品に含まれる量が少なく、食品の品質に影響を与えない

【キャリーオーバー】

次の両方にあてはまるもの。
•原材料を製造するときには使われるが、その原材料を用いて製造する食品に
は使われない
•出来上がった食品には、原材料から持ち越された食品添加物が、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

旧基準
原材料名 小麦粉、砂糖、食塩、膨張剤、香料

（例1）添加物欄による区分 （例2）改行による区分 （例3）記号による区分

原材料名 小麦粉、砂糖、
食塩 原材料名

小麦粉、砂糖、
食塩
膨張剤、香料

原材料名
小麦粉、砂糖、
食塩／膨張剤、
香料添 加 物 膨張剤、香料
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カ．表示方法の統一【食品表示法施行により変更】
　「パン類」、「食用植物油脂」、「ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料」、｢
風味調味料｣では、添加物と添加物以外の原材料を区分せず、重量順に表示するこ
とが定められていましたが、ほかの食品と同様、添加物と添加物以外の原材料を区
分し、それぞれに占める重量の割合が高いものから順に表示します。

③内容量
　計量法第13条で定める特定商品については、計量法の規定により表示し（☞参考
資料４）、それ以外の食品については、内容重量、内容体積または内容数量に単位を
明記して表示します。
　固形物に液を加え、缶または瓶に密封したものは、固形量及び内容総量を表示しま
す。ただし、固形量と内容総量が概ね同一の場合や内容物の保護を目的に液を加えた
場合は固形量を表示します。また、缶及び瓶以外の包装容器に密封したものは、固形
量のみでの表示をすることができます。

④消費期限または賞味期限
　平成６年まで、加工食品には「製造年月日」が表示されていましたが、平成７年か
ら、国際規格に合わせるなどの理由から「いつまで品質が保つのか」を表す「期限表
示」が義務化されました。
　この「期限表示」は、製造者が決めた保存方法により、開封しないで食品を保存し
た場合に、一定の品質を保つことができる期間を示します。この「期限」は、その食
品の保存試験（微生物試験、理化学試験、官能検査など）の結果など、科学的・合理
的な根拠に基づいて設定する必要があります。
　また、期限表示は、期限表示を示す語句「消費期限」、「賞味期限」及び期限となる
年月日の２つを組み合わせて行います。期限を経過した後、急速に品質が劣化し、食
品としての安全性を損なう可能性が高くなるものには「消費期限」を使用し、期限を
超えた後でも品質の劣化の程度が緩やかで、直ちに危害を及ぼすことが考えにくいも
のには「賞味期限」を使用します。

【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の
ことで、開封前の状態で定められた方法により保存すれば、食品衛生上の問題が
生じないと認められるものです。「消費期限」を過ぎた食品は食べないようにして
ください。

【賞味期限】

　定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持
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す。このため、「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
ませんので、それぞれの食品が食べられるかどうかについては、消費者が個別に
判断する必要があります。
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◎期限の設定方法
　期限表示が必要な食品は、生鮮食品から加工食品まで範囲が広く、また多くの品
目に及びます。（☞参考資料３）
　このため、それぞれの食品の性質を十分考慮し、食品の安全性や品質等を適正に
判断するための、客観的な指標を設けて期限を設定する必要があります。
「客観的な指標」とは、「理化学検査」、「微生物検査」などによって得られる、数値
によって判断することができる指標のことです。
　一方、主観的な指標と考えられる「官能検査」における色や風味等であっても、
その指標がきちんとした条件のもとで、できるだけ主観を排除した観察のもとに、
分析・整理されたものであり、その指標を用いて適切な手法で試験され、数値化さ
れるのであれば、「客観的な指標」として用いることができます。
　しかしながら、こうした指標に基づいて設定する場合でも、適正な条件下で実施
されなければ正しい期限表示とは言えません。ですから、それぞれの試験や指標の
特性を知り、それらを総合的に判断して期限設定を行ってください。

◎期限設定のための保存試験
　食品の保存性は、原材料の衛生状態や製造工程における衛生管理、加工技術、包
装技術等により大きく異なります。したがって、これらの品質保持に関する情報を
把握している製造者が、流通実態を考慮したうえで製品の保存試験を行い、経時変
化の検査等による結果に基づき、責任を持って期限を設定します。

ア．検査員の選定
　製品の基礎的知識を有し、評価方法・基準について訓練された者３～５名程度を
選定します。

イ．ロットの構成
　１ロット：製造条件が同一な製品の１日製造分
　試料の数：１ロット当たり保存試験に供する日数に見合う数を連続または等間隔
　　　　　　で無作為に抽出

ウ．試料のサンプリング方法
　・同一ロットの長期間保存サンプルによる方法
　・虐待（促進）条件下（温度：35℃、光が当たる場所等）のサンプルによる方法

エ．保存方法
　　　　その商品特性にあった条件（温度、湿度）での保存

オ．検査項目
　物理的検査：粘度、硬さ、色度等
　化学的検査：ｐＨ、糖度、水分活性、油脂の変質等
　微生物検査：一般生菌数、大腸菌群数、真菌（カビ、酵母）数等
　官 能 検 査：外観、色沢、香味、肉質等
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カ．検査日
　検査は製造日および一定間隔で定めた検査日ごとに実施する。
　いずれかの検査項目で異常が認められた場合は、その日の直前の検査日までの期
間を可食期間（その食品に期待される品質特性が十分に保持されている期間）とする。

キ．期限の設定
　前述の試験結果に基づき決定された可食期間に0.7 ～ 0.8程度の安全係数を乗じ
て算出する。

◎消費期限または賞味期限の表示方法
　品質が急速に劣化しやすい食品は、「消費期限」である旨を示した年月日を表示（必
要に応じて時間も表示することが望ましい）し、それ以外のものは「賞味期限」で
ある旨を示した年月日を、年、月、日の順で表示します。

【官能検査】

　食品の性質を人間の視覚・味覚・嗅覚などの感覚を通して、それぞれの手法に
のっとった一定の条件で評価するもの。
　測定機器を利用した試験と比べて、誤差が生じる可能性が高く、結果の再現性
も体調、時間帯などの多くの要因により影響を受けることがあります。
　しかし、指標に対して適当な機器測定法が開発されていない場合や、測定機器
よりも人間のほうが感度が高い場合等に、有効利用できます。
　得られたデータの信頼性と妥当性を高くするためには、適切にコントロールさ
れた条件下で、適切な被験者による的確な手法により実施され、統計学的手法を
用いた解析により、結果を導くように留意しなければなりません。

【期限の設定例】
保存日数 ０日 ５日 10日 15日 20日 25日 30日
微生物検査
理化学検査
官 能 検 査

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
●

●
●
●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可食期間（20日）
　　　　　　　賞味期限＝可食期間×安全係数
　　　　　　　したがって、（20日×0.75＝15日）
【安全係数】

　食品の特性に応じ、設定された期限に対して１未満の係数（安全係数）をか
けて、客観的な指標において、得られた期限よりも短い期間を設定することが
基本になります。
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第１章　食品表示

　「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が３か月を超え
るものは、「年月」で表示することが認められています。なお、保証の期間を「年月」
で表示する場合、その月の末まで保証することになり、実際より長くなってしまう
可能性があるので、「年月日」で表示したときの、その日が属する月の前の月で表
示することとしています。ただし、賞味期限が、月の末日である場合は、この限り
ではありません。

　数字の間にある「．」は、省略しても差し支えありませんが、読み間違えが起こ
らないよう、月または日が１桁の場合は２桁目に｢０｣を付して表記してください。

　また、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は、下
記のように、消費期限等を明確に記載することとし、消費期限等の表示について
「160401」と年、月、日をそれぞれ２桁とする６桁での記載を行いつつ、ロット
番号「A63」と併記するなどのように消費期限等を不明確にする表示は行わない
ように気をつけなければなりません。

【表示例】

｢消費期限　平成28年４月10日｣
｢消費期限　28. ４.10｣ 

｢賞味期限 平成28年４月10日｣
｢賞味期限　28. ４.10｣

【保存期限が３か月を超える食品の表示例】

｢賞味期限　平成28年４月10日｣ 
｢賞味期限　28. ４.10｣ 
｢賞味期限　平成28年４月30日｣
｢賞味期限　28. ４.30　｣  

→
→
→
→

｢賞味期限　平成28年３月｣
｢賞味期限　28. ３｣
｢賞味期限　平成28年４月｣
｢賞味期限　28. ４｣

【誤った表示例】

「１６０４０１Ａ６３」

【表示例】

｢消費期限　160404」 「賞味期限　1604」

【正しい表示例】

「消費期限 平成28年４月１日Ａ６３」
「賞味期限 28. ４. １ ＬＯＴ Ａ６３」
「賞味期限 16. ４. １ ／ Ａ６３」

消費期限

年月日で表示

年月日で表示 年月日または年月で表示

賞味期限

製造日 3ヶ月

品質が劣化するまでの食品の流通及び保存の期間
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⑤保存方法
　食品の特性に従って表示します。基準が定められているものに関しては、その基準
に従って表示します。

⑥製造者の氏名と所在地
　最終的に製造または加工（調整及び選別を含む）を行った製造所または加工所の所
在地及び製造者または加工者の氏名または名称を表示します。
　輸入品に関しては輸入業者の営業所の所在地及び輸入業者の氏名または名称を表示
します。
　食品関連事業者の住所または氏名や名称が、製造所または加工所の所在地や製造者
または加工者の氏名、名称と同一である場合は、製造所または加工所の所在地や製造
者または加工者の氏名、名称を省略することができます。
　また、同一の製品を２か所以上の製造所で製造している場合は、製造者または販売
者の住所や氏名、名称は、消費者庁に届け出た製造所固有の記号を表示することで代
替できます。その場合、製造所在地等の情報提供を求められた際に、回答する者の連
絡先等を表示する必要があります。

◎製造所固有記号の使用方法【食品表示法施行により変更】
　原則として、製造所固有記号を使用せず、「製造所（または加工所）の所在地」、「製
造者（または加工者）の氏名または名称」を表示します。ただし、同一製品を２か所
以上の製造所で製造する場合のみ、必要事項を表示することで例外的に製造所固有記
号を使用できます。なお、業務用食品については変更がなく、２以上の製造所で製造
するか否かに係わらず、これまでと同様に製造所固有記号が使用できます。

⑦栄養成分表示
ア．栄養成分表示の義務化【食品表示法施行により変更】
　原則として、消費者向けに包装された全ての加工食品及び添加物について、「エ
ネルギー」、「たんぱく質」、「脂質」、「炭水化物」、「食塩相当量（ナトリウム）」の
栄養成分表示が義務付けられました。
　ただし、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ている事
業者（課税売上高が1,000万円以下）、業務用食品を販売する事業者、食品関連事
業者以外の販売者、小規模企業者（製造業など：従業員20名以下、商業・サービス業：
従業員５名以下）には、表示義務がありません。また、当分の間、小規模事業者（概
ね従業員が20人以下。商業、サービス業は５人以下）についても、栄養成分表示
の省略が認められています。

【同一製品を２か所以上の製造所で製造する場合に必要な表示】

•製造所所在地などの情報提供を求められたときに回答する者の連絡先
•製造所所在地などを表示したウェブサイトのアドレスなど
•当該商品の製造を行っている全ての製造所所在地など
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第１章　食品表示

　栄養成分の量及び熱量は、食品の100ｇもしくは100mlまたは１食分、１包装
その他の１単位当たりの量を表示します。たんぱく質、脂質、炭水化物の量及び熱
量にあっては一定値または含まれる量の下限と上限の範囲を表示します。

イ．ナトリウムの表示方法【食品表示法施行により変更】
　ナトリウムの量は「食塩相当量」として表示します。ただし、食塩を添加してい
ない食品に「食塩相当量」と表示すると、誤認されることが考えられるため、ナト
リウム塩（食塩、グルタミン酸ナトリウム、アスコルビン酸ナトリウム、炭酸水素
ナトリウムなど）を添加していない場合は、「ナトリウム〇mg（食塩相当量〇g）」
として表示できます。

（３）その他の表示項目
①機能性の表示【食品表示法施行により新設】
　野菜や果物などの生鮮食品や加工食品、サプリメントなどについて、健康の維持・
増進効果等を具体的に示すこと（機能性表示）ができるようになります。特定保健用
食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受ける必要がなく、事業者の責任にお
いて表示することができます。

ア．販売するには・・・
・安全性や機能性の科学的根拠に関する情報
・生産、製造及び品質管理に関する情報
・健康被害の情報収集体制
・その他の必要事項

イ．表示項目
　基本的な表示事項に加え、機能性表示食品である旨や科学的根拠を有する機能性
関与成分及びその成分を含有する食品が有する機能性など、下記の16項目の表示
が義務付けられています。

販売日の60日前までに
消費者庁長官に届け出る

【表示が必要な栄養成分】
区　　分 項　　　　目

義務 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）

任意（推　奨） 飽和脂肪酸、食物繊維
任意（その他） 糖類、糖質、コレステロール、ビタミン・ミネラル類
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パッケージ表面 パッケージ裏面
①機能性表示食品
②届出番号○○○

○○○（商品名）
③当商品には○○が含まれています。
○○には△△の機能が報告されて
います。

④本品は、事業者の責任に於いて特
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。

⑥一日当たりの摂取目安量：100g
⑦摂取の方法：～～～～～～～～
⑧摂取場の注意：～～～～～～～～
⑨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。

⑩本品は、疾病に羅漢している者、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。

⑪疾病に羅漢している場合は医師に、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。

⑫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。

⑮お問い合せ先：××株式会社
　〒×××-××××　岡山県○○市○○○-○○
　TEL：0120-○○○-○○○○

⑯調理又は保存の方法に関し特に注を必要とするもの
にあっては当該注意事項

※⑩は加工食品の場合に表示

⑤食生活は、主食、主菜、副菜を基
本に、食事のバランスを

※③と④は同一面に表示

エネルギー ○○kcal
たんぱく質 ○g
脂質 ○g
炭水化物 ○g
食塩相当量 ○g

⑬栄養成分表示
日当たりの摂取目安量
（100g当たり）

⑭（機能性関与成分 ◇◇mg）

名称：○○○
原材料名：□□□、××
内容量：100g
賞味期限：H27.11.11
保存方法：10℃以下で保存
製造者：○○○○
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②栄養強調表示
　栄養成分または熱量（エネルギー）について、その補給ができる旨の表示やその適
切な摂取ができる旨を表示することを「強調表示」といいます。強調表示には、「絶
対表示」と「相対表示」があり、絶対表示はその食品について栄養成分の量が「多い」
または「少ない」という表示、相対表示は他の食品と比べて栄養成分の量が「どのく
らい多いか」または「少ないか」という表示です。
　強調表示は、次のように分類されます。

ア．栄養強調表示の基準【食品表示法施行により変更】
　絶対表示では、その食品の栄養成分の量が、定められた基準値（☞参考資料５）を
満たしていなければなりません。
　相対表示では、比較対象食品との栄養成分の量の差が、法律で定められた基準値以
上（☞参考資料５）であることに加え、新たに、強化もしくは低減された栄養成分の
割合が25％以上であることが求められることになりました。
　また、従来どおり、強化もしくは低減された量（割合）と比較対象食品を明記する
ことも必要です。

強
調
表
示

補給ができる旨の表示
　国民の栄養摂取の状況か
らみて、その欠乏が国民の
健康の保持増進に影響を与
えるもの

絶対表示

高い旨の表示
「高〇〇」、「〇〇豊富」、「多〇〇」など
含む旨の表示
「〇〇源」、「〇〇供給」、「〇〇含有」、「〇〇添
加」、「〇〇入り」など

相対表示 強化された旨の表示
「〇〇30％アップ」、「〇〇２倍」など

適切な摂取ができる旨の表示
　国民の栄養摂取の状況か
らみて、その過剰な摂取が
国民の健康の保持増進に影
響を与えるもの

絶対表示

含まない旨の表示
「無〇〇」、「〇〇ゼロ」、「ノン〇〇」、「〇〇フリ
ー」など

低い旨の表示
「低〇〇」、「〇〇ひかえめ」、「少〇〇」、「〇〇ラ
イト」など

相対表示
低減された旨の表示
「〇〇30％カット」、「〇〇～ｇオフ」、「〇〇ハ
ーフ」など
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イ．無添加強調表示【食品表示法施行により新設】
　食品への糖類無添加に関する強調表示、ナトリウム塩無添加に関する強調表示は、
一定の要件を満たす場合にのみ行うことができます。

③栄養機能食品の表示【食品表示法施行により変更】
ア．対象成分の追加
　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」及び「カリウム」が追加されました。

イ．対象食品の範囲変更
　鶏卵以外の生鮮食品についても、栄養機能食品の対象範囲となりました。

ウ．表示事項の追加
　次の事項の記載が新たに必要（または変更）になりました。
•栄養素等表示基準値の対象年齢、基準熱量（エネルギー）に関する文言
•特定の対象者（疾患に罹患している者、妊産婦など）に対して注意を必要と
するものは、当該注意事項
•栄養成分の量及び熱量（エネルギー）を表示する際の食品単位は、１日当た
りの摂取目安量当たりの成分値を記載
•生鮮食品に栄養成分の機能を表示する場合、保存の方法を表示（常温で保存
すること以外に保存方法に留意点がないものは省略可）

【強調表示の基準】

区分
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

絶対表示 相対表示 絶対表示 相対表示

基準

食品100ｇ（飲料100
ml）当たりまたは100
kcal当たりで規定さ
れた基準値以上

•比較対象食品との
成分量の差が、100
ｇ（飲料100m l）
当たりまたは100
kcal当たりで規定
された基準値以上
•比較対象食品との
成分割合の差が
25％以上※

•強化された量（割
合）及び比較対象
品名を明記

食品100ｇ（飲料100
ml）当たりで規定さ
れた基準値以下

•比較対象商品と
の成分量の差が
食品100ｇ（飲料
100ml）当たりで
規定された基準値
以下

•比較対象商品との
成分割合の差が
25％以上

•低減された量（割
合）及び比較対象
品名を明記

該当
成分

たんぱく質、食物繊維、ミネラル類（ナトリ
ウムを除く）、ビタミン類

エネルギー、脂質、飽和脂肪酸、コレステロ
ール、糖類、ナトリウム

※たんぱく質及び食物繊維のみに適用
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④アレルギー表示
　特定の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観点から、過去の
健康危害等の程度、頻度を考慮し、容器包装された加工食品には、特定原材料（７品
目）を使用した旨の表示が義務付けられています。また、特定原材料に準ずるもの（20
品目）については、表示が推奨されています。

　アレルギー表示では原則、原材料名の直後に括弧を付けて特定原材料等を含む旨を
表示します（個別表示）。
　原材料または添加物に、同一の特定原材料等が含まれている場合は、いずれかに特
定原材料等を含む旨または由来する旨を表示します。
　また、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（例：卵→玉子、
たまご、エッグ　小麦→こむぎ、コムギなど）に関しては、特定原材料等の表示の代
わりとすることができます（代替表記）。

◎個別表示の原則化【食品表示法施行により変更】
　アレルギー表示では、原則として個別表示を行いますが、表示面積が狭く個別表
示が困難な場合などに限り、原材料欄や添加物欄の最後に、当該食品に含まれる全
ての特定原材料等をまとめて表示することができます（一括表示）。
　なお、一括表示の場合、特定原材料の記載と同一のものであると認められる「代
替表記」がされている場合でも、一括表示欄に改めて全ての特定原材料を表示します。

◎特定加工食品及びその拡大表記の禁止【食品表示法施行により変更】
　特定原材料を含むことが名称から容易に判断できることから、アレルギー物質名
を表記しなくてもよいとされていた「特定加工食品」（例：マヨネーズ（卵）、うど
ん（小麦）など）及び、「特定加工食品」の表記を含む「拡大表記」（例：からしマ
ヨネーズ、焼きうどんなど）は廃止されました。これにより、含まれる特定原材料
は全て表示しなければなりません。

　

【特定原材料等】
区　　　分 名　　　　称

特定原材料
　→表示義務あり 卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに

特定原材料に準ずるもの
　→表示を推奨

いくら、キウイフルーツ、くるみ、大豆、バナナ、やまいも、
カシューナッツ、もも、ごま、さば、さけ、いか、鶏肉、りん
ご、まつたけ、あわび、オレンジ、牛肉、ゼラチン、豚肉

原則：個別表示 例外：一括表示

原材料名 Ａ、Ｂ（卵・豚肉を含む）、
Ｃ（大豆を含む） 原材料名 Ａ、Ｂ、Ｃ、（一部に卵・豚

肉・大豆を含む）
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⑤遺伝子組換え
　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
ヤの８つの農作物と、これを原料とし最終商品に遺伝子組換えでできたたんぱく質や
ＤＮＡが残存する加工食品33食品群（☞参考資料６）が対象で、「遺伝子組換え」や
「遺伝子組換え不分別」の原料が使用されている商品への表示が義務付けられていま
す。また、従来のものと組成、栄養価等が著しく異なる高オレイン酸遺伝子組換え大
豆などを用いた場合は、「大豆（高オレイン酸遺伝子組換え）」などと表示します。
　遺伝子組換え農産物が原材料の上位３位未満で、かつ、全重量の５％未満の場合は
表示義務がありません。

⑥表示可能面積が小さい食品の表示方法【食品表示法施行により変更】
　これまで、表示可能面積が30㎠以下だった場合に省略可能であった「保存方法」、「消
費期限または賞味期限」、「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、省略不可になりました。

⑦販売される添加物の表示方法【食品表示法施行により変更】
ア．一般消費者向けに販売される添加物
　新たに、「内容量」、「食品関連事業者の氏名または名称及び住所」の表示が義務
化されました。

イ．業務用として販売される添加物
　新たに、｢食品関連事業者の氏名または名称及び住所」の表示が義務化されました。

⑧加工食品と生鮮食品の区分の統一【食品表示法施行により変更】
　食品表示法施行前の食品衛生法とＪＡＳ法で異なっていた食品の区分について、Ｊ
ＡＳ法の考え方に基づいて区分が整理されました。
　簡単な加工（生干し、軽度の撒塩など）をしたもの（ドライフルーツなど）は、食
品衛生法では加工食品として整理されず、アレルギー表示、製造所所在地の表示は、
義務対象外でしたが、食品表示法では加工食品として整理されるため、アレルギー表
示、製造所所在地の表示が義務化されました。

⑨通知等に規定されている表示ルールの一部を表示基準に規定【食品表示法施行により変更】
　通知等に規定されている以下の表示ルールが基準に統合されます。
•安全性の確保の観点から表示義務を課すべきもの（フグ食中毒対策の表示、ボツ
リヌス食中毒対策の表示）
•わかりやすさの観点から、食品表示基準と通知等にまたがっているもの（栄養素
等表示基準値、栄養機能食品である旨及び当該栄養成分の名称の表示方法等）

【表示可能面積が30㎠以下の場合の表示項目】

名称、保存方法、消費期限または賞味期限、アレルゲン、L-フェニルアラニン
化合物を含む旨、食品関連事業者の氏名または名称及び住所
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（４）表示の確認のしかた
　次のチェック表を用いて、完成した表示を確認してみましょう。わからないことは、
保健所や県民局などに相談しましょう。

１．表示ラベル
　□ 一括表示する面積、文字の大きさは十分ですか
　□ 期限表示、原材料を変更した時その都度、簡単に直せますか
２．名称
　□ 誰にでも中身がわかるような名称を書いていますか
　□ 品質表示基準が決められていませんか
　　 （漬物、ケチャップ、ソースなど）
３．原材料
　□ 使った食材を多い順に書いていますか
　□ 自分で使った添加物はありませんか
　□ 材料自体に添加物が入っていませんか
　□ 原材料と添加物を明確に区分していますか
　　 （記号や改行、別欄により区分）
　□ アレルギー物質が入っていませんか
　　 （卵、小麦、そば、落花生、乳、えび、かになど）
　□ 遺伝子組換え食品を使っていませんか
　□ お米や、米加工品を使っていませんか
　□ 原料原産地表示をしていますか
４．製造者
　□ 製造者個人、または会社の氏名と住所を書いていますか
５．期限表示・保存方法
　□ いつまで品質（味、安全性）が保証できますか
　□ 買った後は、どうやって保存したらいいでしょうか
６．その他
　□ 漢方植物など、医薬品の成分が含まれていませんか
　□ 「体によい」という宣伝文句を書いていませんか
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