
平成⼆⼗七年内閣府令第⼗号
⾷品表⽰基準
第⼆章 加⼯⾷品

第⼀節 ⾷品関連事業者に係る基準

第⼀款 ⼀般⽤加⼯⾷品

（横断的義務表⽰）
第三条 ⾷品関連事業者が容器包装に⼊れられた加⼯⾷品（業務⽤加⼯⾷品を除く。以下この節において「⼀般⽤加⼯⾷品」と

いう。）を販売する際（設備を設けて飲⾷させる場合を除く。第六条及び第七条において同じ。）には、次の表の上欄に掲げ
る表⽰事項が同表の下欄に定める表⽰の⽅法に従い表⽰されなければならない。ただし、別表第四の上欄に掲げる⾷品にあっ
ては、同表の中欄に掲げる表⽰事項については、同表の下欄に定める表⽰の⽅法に従い表⽰されなければならない。

名称 １ その内容を表す⼀般的な名称を表⽰する。ただし、乳（⽣乳、⽣⼭⽺乳、⽣
めん⽺乳及び⽣⽔⽜乳を除く。以下同じ。）及び乳製品にあっては、この限りで
ない。
２ 1の規定にかかわらず、別表第五の上欄に掲げる⾷品以外のものにあって
は、それぞれ同表の下欄に掲げる名称を表⽰してはならない。

保存の⽅法 ⾷品の特性に従って表⽰する。ただし、⾷品衛⽣法第⼗三条第⼀項の規定により
保存の⽅法の基準が定められたものにあっては、その基準に従って表⽰する。

消費期限⼜は賞味期限 １ 品質が急速に劣化しやすい⾷品にあっては消費期限である旨の⽂字を冠した
その年⽉⽇を、それ以外の⾷品にあっては賞味期限である旨の⽂字を冠したその
年⽉⽇を年⽉⽇の順で表⽰する。ただし、製造⼜は加⼯の⽇から賞味期限までの
期間が三⽉を超える場合にあっては、賞味期限である旨の⽂字を冠したその年⽉
を年⽉の順で表⽰することをもって賞味期限である旨の⽂字を冠したその年⽉⽇
の表⽰に代えることができる。
２ 1の規定にかかわらず、乳、乳飲料、発酵乳、乳酸菌飲料及びクリームのう
ち紙、アルミニウム箔その他これに準ずるもので密栓した容器に収められたもの
にあっては、消費期限⼜は賞味期限の⽂字を冠したその⽇の表⽰をもってその年
⽉⽇の表⽰に代えることができる。

原材料名 １ 使⽤した原材料を次に定めるところにより表⽰する。
⼀ 原材料に占める重量の割合の⾼いものから順に、その最も⼀般的な名称をも
って表⽰する。
⼆ ⼆種類以上の原材料からなる原材料（以下「複合原材料」という。）を使⽤
する場合については、当該原材料を次に定めるところにより表⽰する。
イ 複合原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料を当該複合
原材料の原材料に占める重量の割合の⾼いものから順に、その最も⼀般的な名称
をもって表⽰する。ただし、当該複合原材料の原材料が三種類以上ある場合にあ
っては、当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の⾼い順が三位以下であっ
て、かつ、当該割合が五パーセント未満である原材料について、「その他」と表
⽰することができる。
ロ 複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が五パーセント未満である場
合⼜は複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合には、当該複合原材
料の原材料の表⽰を省略することができる。
三 ⼀及び⼆の規定にかかわらず、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については、当該複合原材料の全ての原
材料及びそれ以外の使⽤した原材料について、原材料に占める重量の割合の⾼い
ものから順に、その最も⼀般的な名称をもって表⽰することができる。
２ 1の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、それぞれに定めるとこ
ろにより表⽰することができる。
⼀ 同種の原材料を複数種類使⽤する場合 原材料に占める重量の割合の⾼い順
に表⽰した「野菜」、「⾷⾁」、「⿂介類」などの原材料の総称を表す⼀般的な
名称の次に括弧を付して、それぞれの原材料に占める割合の⾼いものから順にそ
の最も⼀般的な名称をもって表⽰する。
⼆ 複数の加⼯⾷品により構成される場合 原材料に占める重量の割合の⾼い順
に表⽰した各構成要素を表す⼀般的な名称の次に括弧を付して、それぞれの原材
料に占める割合の⾼いものから順にその最も⼀般的な名称をもって表⽰する。
３ 1及び2に定める表⽰の際には、次の表の上欄に掲げる区分に該当する原材
料にあっては、同表の下欄に掲げる名称をもって表⽰することができる。



   

 ⾷⽤油脂 植物油、植物脂若しくは
植物油脂、動物油、動物
脂若しくは動物油脂⼜は
加⼯油、加⼯脂若しくは
加⼯油脂

 

でん粉 でん粉

⿂類及び⿂⾁（特定の種類の⿂類を表⽰して
いない場合に限る。）

⿂⼜は⿂⾁

家きん⾁（⾷⾁製品を除き、特定の種類の家
きんの名称を表⽰していない場合に限る。）

⿃⾁

無⽔結晶ぶどう糖、含⽔結晶ぶどう糖及び全
糖ぶどう糖

ぶどう糖

ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び⾼
果糖液糖

異性化液糖

砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶ
どう糖液糖及び砂糖混合⾼果糖液糖

砂糖混合異性化液糖⼜は
砂糖・異性化液糖

⾹⾟料及び⾹⾟料エキス（既存添加物名簿
（平成⼋年厚⽣省告⽰第百⼆⼗号）に掲げる
添加物に該当するものを除き、原材料に占め
る重量の割合が⼆パーセント以下のものに限
る。）

⾹⾟料⼜は混合⾹⾟料

⾹⾟野菜及びつまもの類並びにその加⼯品
（原材料に占める重量の割合が⼆パーセント
以下のものに限る。）

⾹草⼜は混合⾹草

糖液を浸透させた果実（原材料に占める重量
の割合が⼗パーセント以下のものに限る。）

糖果

弁当に含まれる副⾷物（外観からその原材料
が明らかなものに限る。）

おかず

 

添加物 １ 次に掲げるものを除き、添加物に占める重量の割合の⾼いものから順に、別
表第六の上欄に掲げるものとして使⽤される添加物を含む⾷品にあっては当該添
加物の物質名及び同表の下欄に掲げる⽤途の表⽰を、それ以外の添加物を含む⾷
品にあっては当該添加物の物質名を表⽰する。
⼀ 栄養強化の⽬的で使⽤されるもの（特別⽤途⾷品及び機能性表⽰⾷品を除
く。）
⼆ 加⼯助剤（⾷品の加⼯の際に添加されるものであって、当該⾷品の完成前に
除去されるもの、当該⾷品の原材料に起因してその⾷品中に通常含まれる成分と
同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないも
の⼜は当該⾷品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該⾷品
に及ぼさないものをいう。以下同じ。）
三 キャリーオーバー（⾷品の原材料の製造⼜は加⼯の過程において使⽤され、
かつ、当該⾷品の製造⼜は加⼯の過程において使⽤されないものであって、当該
⾷品中には当該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
ていないものをいう。以下同じ。）
２ 1の規定にかかわらず、複数の加⼯⾷品により構成される加⼯⾷品にあって
は、各構成要素で使⽤した添加物を、各構成要素を表す⼀般的な名称の次に括弧
を付して、1に定めるところにより表⽰することができる。 
３ 1の規定にかかわらず、添加物の物質名の表⽰は、⼀般に広く使⽤されてい
る名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げる
ものとして使⽤される添加物を含む⾷品にあっては同表の下欄に掲げる表⽰をも
って、これに代えることができる。
４ 1の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあってはそれぞれ当該各号



に定める⽤途の表⽰を省略することができる。
⼀ 添加物を含む旨の表⽰中「⾊」の⽂字を含む場合 着⾊料
⼆ 添加物を含む旨の表⽰中「増粘」の⽂字を含む場合 増粘剤⼜は糊料

内容量⼜は固形量及び内容総量 １ 特定商品の販売に係る計量に関する政令（平成五年政令第⼆百四⼗九号）第
五条に掲げる特定商品については、計量法（平成四年法律第五⼗⼀号）の規定に
より表⽰することとし、それ以外の⾷品にあっては内容重量、内容体積⼜は内容
数量を表⽰することとし、内容重量はグラム⼜はキログラム、内容体積はミリリ
ットル⼜はリットル、内容数量は個数等の単位で、単位を明記して表⽰する。
２ 1の規定にかかわらず、固形物に充てん液を加え⽸⼜は瓶に密封したもの
（固形量の管理が困難な場合を除く。）にあっては、内容量に代えて、固形量及
び内容総量とすることとし、固形量はグラム⼜はキログラム、内容総量はグラム
⼜はキログラムの単位で、単位を明記して表⽰する。ただし、固形量と内容総量
がおおむね同⼀の場合⼜は充てん液を加える主たる⽬的が内容物を保護するため
である場合は、内容量に代えて、固形量を表⽰する。
３ 1の規定にかかわらず、固形物に充てん液を加え⽸及び瓶以外の容器包装に
密封したものにあっては、内容量に代えて、固形量とすることができる。この場
合において、固形量は、グラム⼜はキログラムの単位で、単位を明記して表⽰す
る。

栄養成分（たんぱく質、脂質、炭⽔化物
及びナトリウムをいう。以下この項にお
いて同じ。）の量及び熱量

１ 栄養成分の量及び熱量は、次に定める⽅法により、当該⾷品の百グラム若し
くは百ミリリットル⼜は⼀⾷分、⼀包装その他の⼀単位（以下この項において
「⾷品単位」という。）当たりの量を表⽰する（特定保健⽤⾷品及び機能性表⽰
⾷品について表⽰する場合を除く。）。この場合において、当該⾷品単位が⼀⾷
分である場合にあっては、当該⼀⾷分の量を併記する。
⼀ たんぱく質、脂質、炭⽔化物の量及び熱量にあって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、ナトリウムの量
にあっては⾷塩相当量（ナトリウムの量に⼆・五四を乗じたものをいう。以下同
じ。）の⽂字を冠した⼀定の値⼜は下限値及び上限値により表⽰する。
⼆ ⼀の⼀定の値⼜は下限値及び上限値は、別表第九の第⼀欄の区分に応じ、同
表の第⼆欄に掲げる単位（⾷塩相当量にあってはグラム）を明記して表⽰する。
三 ⼀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、別表第九
の第⼀欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる⽅法によって得られた値が当該⼀
定の値を基準とした同表の第四欄に掲げる許容差の範囲内にある値、当該下限値
及び上限値にあっては、同表の第⼀欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる⽅法
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なければならない。ただ
し、当該⼀定の値にあっては、同表の第⼀欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げ
る⽅法によって得られた当該⾷品百グラム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にあっては、当該⾷品百ミ
リリットル当たりの当該栄養成分の量⼜は熱量）が同表の第五欄に掲げる量に満
たない場合は、〇と表⽰することができる。
２ 次に掲げる要件の全てに該当する場合（特別⽤途⾷品（特定保健⽤⾷品を除
く。）を除く。）には、1の三の規定にかかわらず、1の⼀の⼀定の値にあって
は、原材料における栄養成分の量から算出して得られた値、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その他の合理的な推定により得られた
値を表⽰することができる。ただし、第七条の規定に基づく栄養成分の機能の表
⽰、栄養成分の補給ができる旨の表⽰、栄養成分若しくは熱量の適切な摂取がで
きる旨の表⽰、糖類を添加していない旨の表⽰⼜はナトリウム塩を添加していな
い旨の表⽰をする場合は、この限りでない。
⼀ 表⽰された値が別表第九の第⼀欄の区分に応じた同表の第三欄に掲げる⽅法
によって得られた値とは⼀致しない可能性があることを⽰す表⽰をすること。
⼆ 表⽰された値の設定の根拠資料を保管すること。

⾷品関連事業者の⽒名⼜は名称及び住所 ⾷品関連事業者のうち表⽰内容に責任を有する者の⽒名⼜は名称及び住所を表⽰
する。

製造所⼜は加⼯所の所在地（輸⼊品にあ
っては輸⼊業者の営業所の所在地、乳に
あっては乳処理場（特別⽜乳にあっては
特別⽜乳搾取処理場。以下同じ。）の所
在地。以下この章において同じ。）及び
製造者⼜は加⼯者の⽒名⼜は名称（輸⼊
品にあっては輸⼊業者の⽒名⼜は名称、
乳にあっては乳処理業者（特別⽜乳にあ

１ 製造所⼜は加⼯所（⾷品の製造⼜は加⼯（当該⾷品に関し、最終的に衛⽣状
態を変化させる製造⼜は加⼯（調整及び選別を含む。）に限る。以下この表にお
いて同じ。）が⾏われた場所）の所在地（輸⼊品にあっては輸⼊業者の営業所の
所在地、乳にあっては乳処理場の所在地）及び製造者⼜は加⼯者（⾷品を調整⼜
は選別した者を含む。）の⽒名⼜は名称（輸⼊品にあっては輸⼊業者の⽒名⼜は
名称、乳にあっては乳処理業者の⽒名⼜は名称）を表⽰する。
２ 1の規定にかかわらず、⾷品関連事業者の住所⼜は⽒名若しくは名称が製造
所若しくは加⼯所（⾷品の製造⼜は加⼯が⾏われた場所。以下この項において同



っては特別⽜乳搾取処理業者。以下同
じ。）の⽒名⼜は名称。以下この章にお
いて同じ。）

じ。）の所在地（輸⼊品にあっては輸⼊業者の営業所の所在地、乳にあっては乳
処理場の所在地。以下この表において同じ。）⼜は製造者若しくは加⼯者（⾷品
を調整⼜は選別した者を含む。以下この項において同じ。）の⽒名若しくは名称
（輸⼊品にあっては輸⼊業者の⽒名⼜は名称、乳にあっては乳処理業者の⽒名⼜
は名称。以下この項において同じ。）と同⼀である場合は、製造所若しくは加⼯
所の所在地⼜は製造者若しくは加⼯者の⽒名若しくは名称を省略することができ
る。
３ 1の規定にかかわらず、原則として同⼀製品を⼆以上の製造所で製造してい
る場合にあっては、製造者の住所及び⽒名⼜は名称並びに製造者が消費者庁⻑官
に届け出た製造所固有の記号（アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは⽚仮名
⼜はこれらの組合せによるものに限る。以下この項において同じ。）⼜は販売者
（乳、乳製品及び乳⼜は乳製品を主要原料とする⾷品を販売する者を除く。以下
3において同じ。）の住所、⽒名⼜は名称並びに製造者及び販売者が連名で消費
者庁⻑官に届け出た製造者の製造所固有の記号（以下「製造所固有記号」とい
う。）の表⽰をもって製造所の所在地及び製造者の⽒名⼜は名称の表⽰に代える
ことができる。この場合においては、次に掲げるいずれかの事項を表⽰しなけれ
ばならない。
⼀ 製造所の所在地⼜は製造者の⽒名若しくは名称の情報の提供を求められたと
きに回答する者の連絡先
⼆ 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の⽒名⼜は名称を表⽰した
ウェブサイトのアドレス（⼆次元コードその他のこれに代わるものを含む。）
三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地⼜は製造者の⽒名若しくは名
称及び製造所固有記号

２ 前項に定めるもののほか、⾷品関連事業者が⼀般⽤加⼯⾷品のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際（設備を設けて
飲⾷させる場合を除く。）には、同表の中欄に掲げる表⽰事項が同表の下欄に定める表⽰の⽅法に従い表⽰されなければなら
ない。

別表第⼗四に掲げる⾷品（以下「特定原材
料」という。）を原材料とする加⼯⾷品
（当該加⼯⾷品を原材料とするものを含
み、抗原性が認められないものを除く。）
及び特定原材料に由来する添加物（抗原性
が認められないもの及び⾹料を除く。以下
同じ。）を含む⾷品

アレルゲ
ン

１ 特定原材料を原材料として含む旨を、原則、原材料名の直後
に括弧を付して表⽰する。
２ 特定原材料に由来する添加物を含む⾷品にあっては、当該添
加物を含む旨及び当該⾷品に含まれる添加物が当該特定原材料に
由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表⽰
する。
３ １及び２の規定にかかわらず、当該⾷品に対し⼆種類以上の
原材料⼜は添加物を使⽤しているものであって、当該原材料⼜は
添加物に同⼀の特定原材料が含まれているものにあっては、その
うちのいずれかに特定原材料を含む旨⼜は由来する旨を表⽰すれ
ば、それ以外の原材料⼜は添加物について、特定原材料を含む旨
⼜は由来する旨の表⽰を省略することができる。ただし、当該原
材料⼜は添加物に含まれる特定原材料が、科学的知⾒に基づき抗
原性が低いと認められる場合は、この限りでない。

アスパルテームを含む⾷品 Ｌ―フェ
ニルアラ
ニン化合
物を含む
旨

Ｌ―フェニルアラニン化合物を含む旨を表⽰する。

指定成分等含有⾷品（⾷品衛⽣法第⼋条第
⼀項に規定する指定成分等含有⾷品をい
う。以下同じ。）

指定成分
等含有⾷
品である
旨

「指定成分等含有⾷品（○○）」と表⽰する（○○は、指定成分
等（⾷品衛⽣法第⼋条第⼀項に規定する指定成分等をいう。以下
この項及び別表第⼆⼗の指定成分等含有⾷品の項において同
じ。）の名称とする。）。

⾷品関連
事業者の
連絡先

⾷品関連事業者のうち表⽰内容に責任を有する者の電話番号を表
⽰する。

指定成分
等につい
て⾷品衛
⽣上の危
害の発⽣
を防⽌す
る⾒地か

「指定成分等とは、⾷品衛⽣上の危害の発⽣を防⽌する⾒地から
特別の注意を必要とする成分⼜は物です。」と表⽰する。



ら特別の
注意を必
要とする
成分⼜は
物である
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
相談すべ
き旨及び
⾷品関連
事業者に
連絡すべ
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。加えて、体調に異変を感じた旨を表⽰された連絡
先に連絡してください。」と表⽰する。

特定保健⽤⾷品 特定保健
⽤⾷品で
ある旨

「特定保健⽤⾷品」と表⽰する。ただし、許可⼜は承認（以下
「許可等」という。）の際、その摂取により特定の保健の⽬的が
期待できる旨について条件付きの表⽰をすることとされたものに
あっては、「条件付き特定保健⽤⾷品」と表⽰する。

許可等を
受けた表
⽰の内容

許可等を受けた表⽰の内容のとおり表⽰する。

栄養成分
（関与成
分を含
む。以下
特定保健
⽤⾷品の
項におい
て同
じ。）の
量及び熱
量

１ 栄養成分の量及び熱量については、熱量、たんぱく質、脂
質、炭⽔化物、ナトリウム（⾷塩相当量に換算したもの）及び関
与成分の百グラム若しくは百ミリリットル⼜は⼀⾷分、⼀包装そ
の他の⼀単位当たりの含有量を表⽰する。
２ １に定める成分以外の栄養成分を表⽰する場合は、その百グ
ラム若しくは百ミリリットル⼜は⼀⾷分、⼀包装その他の⼀単位
当たりの含有量をナトリウムと関与成分の間に表⽰する。
３ １及び２に定めるほか、本条第⼀項の表の栄養成分（たんぱ
く質、脂質、炭⽔化物及びナトリウムをいう。以下この項におい
て同じ。）の量及び熱量の項の１に定める表⽰の⽅法を準⽤す
る。

⼀⽇当た
りの摂取
⽬安量

申請書に記載した内容を表⽰する。

摂取の⽅
法

申請書に記載した内容を表⽰する。

摂取をす
る上での
注意事項

申請書に記載した内容を表⽰する。

バランス
のとれた
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。

関与成分
について
栄養素等
表⽰基準
値が⽰さ
れている

関与成分が栄養素等表⽰基準値の⽰されている成分である場合、
⼀⽇当たりの摂取⽬安量に基づき当該⾷品を摂取したときの関与
成分摂取量の当該栄養素等表⽰基準値に占める割合を百分率⼜は
割合で表⽰する。



ものにあ
っては、
⼀⽇当た
りの摂取
⽬安量に
含まれる
当該関与
成分の栄
養素等表
⽰基準値
に対する
割合

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

申請書に記載した内容を表⽰する。

機能性表⽰⾷品 機能性表
⽰⾷品で
ある旨

「機能性表⽰⾷品」と表⽰する。

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
を含有す
る⾷品が
有する機
能性

消費者庁⻑官に届け出た内容を表⽰する。

栄養成分
の量及び
熱量

１ 栄養成分の量及び熱量については、熱量、たんぱく質、脂
質、炭⽔化物及びナトリウム（⾷塩相当量に換算したもの）の⼀
⽇当たりの摂取⽬安量当たりの量を表⽰する。
２ １に定める成分以外の栄養成分を表⽰する場合は、⼀⽇当た
りの摂取⽬安量当たりの当該栄養成分の量をナトリウムの量の次
に表⽰する。
３ １及び２に定めるほか、第⼀項の表の栄養成分（たんぱく
質、脂質、炭⽔化物及びナトリウムをいう。以下この項において
同じ。）の量及び熱量の項の１に定める表⽰の⽅法を準⽤する。
この場合において、同項の１中「当該⾷品の百グラム若しくは百
ミリリットル⼜は⼀⾷分、⼀包装その他の⼀単位（以下この項に
おいて「⾷品単位」という。）当たりの量」とあるのは「⼀⽇当
たりの摂取⽬安量当たりの量」と読み替えるものとする。

⼀⽇当た
りの摂取
⽬安量当
たりの機
能性関与
成分の含
有量

消費者庁⻑官に届け出た内容を、別記様式⼆⼜は別記様式三の次
に表⽰する。

⼀⽇当た
りの摂取
⽬安量

消費者庁⻑官に届け出た内容を表⽰する。



届出番号 消費者庁⻑官への届出により付与された届出番号を表⽰する。

⾷品関連
事業者の
連絡先

⾷品関連事業者のうち表⽰内容に責任を有する者の電話番号を表
⽰する。

機能性及
び安全性
について
国による
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、消費者庁⻑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、消費者庁⻑官による個別審査
を受けたものではありません。」と表⽰する。

摂取の⽅
法

消費者庁⻑官に届け出た内容を表⽰する。

摂取をす
る上での
注意事項

消費者庁⻑官に届け出た内容を表⽰する。

バランス
のとれた
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。

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

消費者庁⻑官に届け出た内容を表⽰する。

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。

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

「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。

疾病に罹
患してい
る者は医

「疾病に罹患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。」と表⽰する。



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

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。

別表第⼗七の下欄及び別表第⼗⼋の中欄に
掲げる加⼯⾷品

遺伝⼦組
換え⾷品
に関する
事項

１ 加⼯⼯程後も組み換えられたＤＮＡ⼜はこれによって⽣じた
たんぱく質が残存する加⼯⾷品として別表第⼗七の下欄に掲げる
もの（２に掲げるものを除く。）にあっては、次に定めるところ
により表⽰する。
⼀ 分別⽣産流通管理が⾏われたことを確認した遺伝⼦組換え農
産物である別表第⼗七の上欄に掲げる対象農産物を原材料とする
場合は、当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝⼦組換えのもの
を分別」、「遺伝⼦組換え」等分別⽣産流通管理が⾏われた遺伝
⼦組換え農産物である旨を表⽰する。
⼆ ⽣産、流通⼜は加⼯のいずれかの段階で遺伝⼦組換え農産物
及び⾮遺伝⼦組換え農産物が分別されていない別表第⼗七の上欄
に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、当該原材料名の次に
括弧を付して「遺伝⼦組換え不分別」等遺伝⼦組換え農産物及び
⾮遺伝⼦組換え農産物が分別されていない旨を表⽰する。
三 分別⽣産流通管理が⾏われたことを確認した⾮遺伝⼦組換え
農産物である別表第⼗七の上欄に掲げる対象農産物を原材料とす
る場合は、当該原材料名を表⽰するか、⼜は当該原材料名の次に
括弧を付して「遺伝⼦組換えでないものを分別」、「遺伝⼦組換
えでない」等分別⽣産流通管理が⾏われた⾮遺伝⼦組換え農産物
である旨を表⽰する。
２ 別表第⼗⼋の上欄に掲げる形質を有する特定遺伝⼦組換え農
産物を含む同表の下欄に掲げる対象農産物を原材料とする加⼯⾷
品（これを原材料とする加⼯⾷品を含む。）であって同表の中欄
に掲げるものにあっては、次に定めるところにより表⽰する。
⼀ 特定分別⽣産流通管理が⾏われたことを確認した特定遺伝⼦
組換え農産物である別表第⼗⼋の下欄に掲げる対象農産物を原材
料とする場合は、当該原材料名の次に括弧を付して「〇〇〇遺伝
⼦組換えのものを分別」、「〇〇〇遺伝⼦組換え」（〇〇〇は、
同表の上欄に掲げる形質）等特定分別⽣産流通管理が⾏われた特
定遺伝⼦組換え農産物である旨を表⽰する。
⼆ 特定遺伝⼦組換え農産物及び⾮特定遺伝⼦組換え農産物が意
図的に混合された別表第⼗⼋の下欄に掲げる対象農産物を原材料
とする場合は、第三項の規定にかかわらず、当該原材料名の次に
括弧を付して「〇〇〇遺伝⼦組換えのものを混合」（〇〇〇は、
同表の上欄に掲げる形質）等特定遺伝⼦組換え農産物及び⾮特定
遺伝⼦組換え農産物が意図的に混合された農産物である旨を表⽰
する。この場合において、「〇〇〇遺伝⼦組換えのものを混合」
等の⽂字の次に括弧を付して、当該特定遺伝⼦組換え農産物が同
⼀の作⽬に属する対象農産物に占める重量の割合を表⽰すること
ができる。
３ 分別⽣産流通管理を⾏ったにもかかわらず、意図せざる遺伝
⼦組換え農産物⼜は⾮遺伝⼦組換え農産物の⼀定の混⼊があった
場合においても、１の⼀⼜は三の確認が適切に⾏われている場合
には、１の規定の適⽤については、分別⽣産流通管理が⾏われた



ことを確認したものとみなす。
４ 特定分別⽣産流通管理を⾏ったにもかかわらず、意図せざる
特定遺伝⼦組換え農産物⼜は⾮特定遺伝⼦組換え農産物の⼀定の
混⼊があった場合においても、２の⼀の確認が適切に⾏われてい
る場合には、２の規定の適⽤については、特定分別⽣産流通管理
が⾏われたことを確認したものとみなす。
５ 別表第⼗七及び別表第⼗⼋に掲げる加⼯⾷品の原材料のう
ち、対象農産物⼜はこれを原材料とする加⼯⾷品であって主な原
材料（原材料の重量に占める割合の⾼い原材料の上位三位までの
もので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が五パーセ
ント以上であるものをいう。以下同じ。）でないものについて
は、分別⽣産流通管理が⾏われた遺伝⼦組換え農産物若しくは⾮
遺伝⼦組換え農産物である旨、遺伝⼦組換え農産物及び⾮遺伝⼦
組換え農産物が分別されていない旨、特定分別⽣産流通管理が⾏
われた特定遺伝⼦組換え農産物である旨⼜は特定遺伝⼦組換え農
産物及び⾮特定遺伝⼦組換え農産物が意図的に混合された農産物
である旨の表⽰（以下「遺伝⼦組換えに関する表⽰」という。）
は不要とする。ただし、これらの原材料について遺伝⼦組換えに
関する表⽰を⾏う場合には、１から４までの規定の例によりこれ
を表⽰しなければならない。
６ 対象農産物を原材料とする加⼯⾷品であって別表第⼗七及び
別表第⼗⼋に掲げる加⼯⾷品以外のものの対象農産物である原材
料については、遺伝⼦組換えに関する表⽰は不要とする。ただ
し、当該原材料について遺伝⼦組換えに関する表⽰を⾏う場合に
は、１及び２の規定の例によりこれを表⽰しなければならない。

乳児⽤規格適⽤⾷品（⾷品、添加物等の規
格基準（昭和三⼗四年厚⽣省告⽰第三百七
⼗号）第１⾷品の部Ａ⾷品⼀般の成分規格
の項の１２に規定する乳児の飲⾷に供する
ことを⽬的として販売する⾷品（乳及び乳
製品並びにこれらを主要原料とする⾷品で
あって、乳児の飲⾷に供することを⽬的と
して販売するものを除く。）並びに厚⽣労
働⼤⾂が定める放射性物質（平成⼆⼗四年
厚⽣労働省告⽰第百⼆⼗九号）第⼆号に規
定する乳児の飲⾷に供することを⽬的とし
て販売する乳製品（乳飲料を除く。）並び
に乳及び乳製品を主要原料とする⾷品の規
格が適⽤される⾷品をいう。以下同じ。）

乳児⽤規
格適⽤⾷
品である
旨

「乳児⽤規格適⽤⾷品」の⽂字⼜はその旨を的確に⽰す⽂⾔を表
⽰する。

輸⼊品以外の加⼯⾷品 原料原産
地名

１ 対象原材料（使⽤した原材料に占める重量の割合が最も⾼い
原材料（酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（昭和⼆⼗⼋
年法律第七号）第⼋⼗六条の六第⼀項の規定に基づく酒類の表⽰
の基準において原産地を表⽰することとされている原材料及び⽶
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
（平成⼆⼗⼀年法律第⼆⼗六号）第⼆条第三項に規定する指定⽶
穀等（⽶穀及び別表第⼗五の１の（６）に掲げるもちを除く。）
の原材料である⽶穀を除く。）をいう。以下同じ。）の原産地
を、原材料名に対応させて、次に定めるところにより表⽰する。
⼀ 対象原材料が⽣鮮⾷品であるもの（別表第⼗五の２から５ま
でに掲げるものを除く。）にあっては、次に定めるところにより
表⽰する。
イ 国産品にあっては国産である旨を、輸⼊品にあっては原産国
名を表⽰する。ただし、国産品にあっては、国産である旨の表⽰
に代えて次に掲げる地名を表⽰することができる。
（イ） 農産物にあっては、都道府県名その他⼀般に知られてい
る地名
（ロ） 畜産物にあっては、主たる飼養地（最も飼養期間が⻑い
場所をいう。以下同じ。）が属する都道府県名その他⼀般に知ら
れている地名
（ハ） ⽔産物にあっては、⽣産（採取及び採捕を含む。以下同
じ。）した⽔域の名称（以下「⽔域名」という。）、⽔揚げした



港名、⽔揚げした港⼜は主たる養殖場（最も養殖期間の⻑い場所
をいう。以下同じ。）が属する都道府県名その他⼀般に知られて
いる地名
ロ 輸⼊された⽔産物にあっては、原産国名に⽔域名を併記する
ことができる。
⼆ 対象原材料が加⼯⾷品であるもの（別表第⼗五の２から５ま
でに掲げるものを除く。）にあっては、次に定めるところにより
表⽰する。
イ 国産品にあっては、国内において製造された旨を「国内製
造」と、輸⼊品にあっては外国において製造された旨を「○○製
造」と表⽰する（○○は、原産国名とする。）。ただし、国産品
にあっては、「国内製造」の表⽰に代えて、「○○製造」と表⽰
する（○○は、都道府県名その他⼀般に知られている地名とす
る。）ことができる。
ロ イの規定による原産地の表⽰に代えて、当該対象原材料に占
める重量の割合が最も⾼い⽣鮮⾷品の名称と共にその原産地を表
⽰することができる。
ハ 別表第⼗五の１に掲げるものにあっては、イの規定にかかわ
らず、当該対象原材料に占める重量の割合が最も⾼い⽣鮮⾷品の
名称と共にその原産地を表⽰する。
三 ⼀及び⼆の規定により表⽰することとされる原産地が⼆以上
ある場合にあっては、対象原材料に占める重量の割合の⾼いもの
から順に表⽰する。
四 ⼀及び⼆の規定により表⽰することとされる原産地が三以上
ある場合にあっては、対象原材料に占める重量の割合の⾼いもの
から順に⼆以上表⽰し、その他の原産地を「その他」と表⽰する
ことができる。
五 別表第⼗五の１に掲げるものの対象原材料及び２から６まで
の規定により原産地を表⽰する原材料以外の対象原材料にあって
は、次のいずれかに該当し、かつ、三及び四の規定により表⽰す
ることが困難な場合には、次に定めるところにより表⽰すること
ができる。
イ 対象原材料として⼆以上の原産地のものを使⽤し、かつ、当
該対象原材料に占める重量の割合の順序が変動する可能性がある
場合であって、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、三の
規定にかかわらず、使⽤される可能性がある原産地を、過去の⼀
定期間における使⽤実績⼜は将来の⼀定期間における使⽤計画に
おける対象原材料に占める重量の割合（以下「⼀定期間使⽤割
合」という。）の⾼い原産地から順に、「⼜は」の⽂字を⽤いて
表⽰することができる。
（イ） 過去の⼀定期間における使⽤実績に基づき原産地を表⽰
した場合にはその旨、将来の⼀定期間における使⽤計画に基づき
原産地を表⽰した場合にはその旨が認識できるよう、⼀定期間使
⽤割合の⾼いものから順に表⽰した旨を、容器包装の原料原産地
名に近接した箇所に表⽰すること。
（ロ） ⼀定期間使⽤割合が五パーセント未満である対象原材料
の原産地（前号の規定に基づき「その他」と表⽰されたものを除
く。）については、当該原産地の表⽰の次に括弧を付して、当該
⼀定期間使⽤割合が五パーセント未満である旨を表⽰すること。
（ハ） 過去⼜は将来の⼀定期間において、対象原材料として使
⽤する⼆以上の原産地のものの当該対象原材料に占める重量の割
合の順序の変動があること及びこれらの⼀定期間使⽤割合の順を
⽰す資料を保管すること。
ロ 対象原材料として三以上の外国が原産地のものを使⽤し、か
つ、当該対象原材料に占める重量の割合の順序が変動する可能性
がある場合であって、過去⼜は将来の⼀定期間における当該原産
地の当該対象原材料に占める重量の割合の順序の変動を⽰す資料
を保管している場合には、三の規定にかかわらず、原産国名の表
⽰に代えて、輸⼊品である旨を、対象原材料が⽣鮮⾷品である場
合には「輸⼊」等と、対象原材料が加⼯⾷品である場合には「外
国製造」等と表⽰することができる。
ハ 対象原材料として国産品及び三以上の外国が原産地のものを



使⽤し、かつ、当該対象原材料に占める重量の割合の順序が変動
する可能性がある場合であって、次に掲げる要件の全てに該当す
る場合には、三の規定にかかわらず、使⽤される可能性がある原
産地として、対象原材料が⽣鮮⾷品である場合には国産である旨
及び輸⼊品である旨を「国産⼜は輸⼊」等と、対象原材料が加⼯
⾷品である場合には国内において製造された旨及び外国において
製造された旨を「国内製造⼜は外国製造」等と、⼀定期間使⽤割
合の⾼いものから順に表⽰することができる。
（イ） 過去の⼀定期間における使⽤実績に基づき原産地を表⽰
した場合にはその旨、将来の⼀定期間における使⽤計画に基づき
原産地を表⽰した場合にはその旨が認識できるよう、⼀定期間使
⽤割合の⾼いものから順に表⽰した旨を、容器包装の原料原産地
名に近接した箇所に表⽰すること。
（ロ） ⼀定期間使⽤割合が五パーセント未満である対象原材料
の原産地については、当該原産地の表⽰の次に括弧を付して、当
該⼀定期間使⽤割合が五パーセント未満である旨を表⽰するこ
と。
（ハ） 過去⼜は将来の⼀定期間において、対象原材料として使
⽤する三以上の外国が原産地のものの当該対象原材料に占める重
量の割合の順序の変動があること、三以上の外国が原産地である
対象原材料と国産品である対象原材料の当該対象原材料に占める
重量の割合の順序の変動があること及びこれらの⼀定期間使⽤割
合の順を⽰す資料を保管すること。
六 別表第⼗五の１に掲げるものにあっては、対象原材料として
⼆以上の原産地のものを使⽤し、かつ、当該対象原材料に占める
重量の割合の順序が変動する可能性がある場合には、三の規定に
かかわらず、使⽤される可能性がある原産地を、⼀定期間使⽤割
合の⾼い原産地から順に表⽰することができる。この場合におい
て、⼀定期間において使⽤した割合の⾼いものから順に表⽰した
ことが認識できるよう、必要な表⽰をしなければならない。
２ 別表第⼗五の２に掲げる農産物漬物にあっては、原材料名に
対応させて、次に定めるところにより表⽰する。
⼀ 農産物漬物の原材料及び添加物の重量に占める割合の⾼い農
産物⼜は⽔産物の上位四位（内容重量が三百グラム以下のものに
あっては、上位三位）までのもので、かつ、原材料及び添加物の
重量に占める割合が五パーセント以上の原産地名は、原材料に占
める重量の割合の⾼い原産地の順に、次に定めるところにより表
⽰する。当該原材料以外の漬けた原材料の原産地名についても、
同様に表⽰することができる。
イ 農産物 国産品にあっては国産である旨を、輸⼊品にあって
は原産国名を表⽰し、その原産地名の次に括弧を付して、当該原
産地を原産地とする原材料を原材料及び添加物に占める重量の割
合の⾼いものから順に、その最も⼀般的な名称をもって表⽰す
る。ただし、国産品にあっては国産である旨に代えて都道府県
名、市町村名その他⼀般に知られている地名を、輸⼊品にあって
は原産国名に代えて⼀般に知られている地名を表⽰することがで
きる。
ロ ⽔産物
（イ） 国産品にあっては国産である旨を、輸⼊品にあっては原
産国名を表⽰し、その原産地名の次に括弧を付して、当該原産地
を原産地とする原材料を原材料及び添加物に占める重量の割合の
⾼いものから順に、その最も⼀般的な名称をもって表⽰する。た
だし、国産品にあっては国産である旨に代えて⽔域名、⽔揚げし
た港名⼜は⽔揚げした港若しくは主たる養殖場が属する都道府県
名、市町村名その他⼀般に知られている地名を表⽰することがで
きる。
（ロ） 輸⼊品にあっては、（イ）の規定にかかわらず、原産国
名に⽔域名を併記することができる。
⼆ 原産地が⼀のみである場合及び原材料及び添加物の重量に占
める割合の⾼い農産物⼜は⽔産物の上位四位（内容重量が三百グ
ラム以下のものにあっては、上位三位）までのもので、かつ、原
材料及び添加物の重量に占める割合が五パーセント以上のものが



⼀種類のみである場合には、原産地名について原材料の表⽰を省
略することができる。
三 原産地を⼆以上表⽰する場合には、次に定めるところにより
表⽰することができる。
イ 原産地名及び原材料の名称（⼆の規定により原材料の表⽰を
省略する場合にあっては、原産地名）の次に、原材料及び添加物
に占める重量の割合を、パーセントの単位をもって単位を明記し
て表⽰する。ただし、ロに定めるところにより原産地を表⽰する
場合を除く。
ロ 原材料の表⽰が⼆以上連続して同⼀となる場合には、当該原
材料を原材料に占める重量の割合が最も低い当該原材料の原産地
名の次に括弧を付して、その最も⼀般的な名称をもって表⽰し、
当該原産地名以外の原産地名について原材料の表⽰を省略する。
３ 別表第⼗五の３に掲げる野菜冷凍⾷品にあっては、原材料名
に対応させて、次に定めるところにより表⽰する。
⼀ 野菜冷凍⾷品の原材料及び添加物の重量に占める割合の⾼い
野菜の上位三位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に
占める割合が五パーセント以上の原産地名は、原材料及び添加物
に占める重量の割合の⾼い原産地の順に、国産品にあっては国産
である旨を、輸⼊品にあっては原産国名を表⽰し、その原産地名
の次に括弧を付して、当該原産地を原産地とする原材料及び添加
物の重量に占める割合の⾼い野菜の上位三位までのもので、か
つ、原材料及び添加物の重量に占める割合が五パーセント以上の
ものを原材料に占める重量の割合の⾼いものから順に、その最も
⼀般的な名称をもって表⽰する。当該原材料以外の原材料の原産
地名についても同様に表⽰することができる。ただし、国産品に
あっては国産である旨に代えて都道府県名、市町村名その他⼀般
に知られている地名を、輸⼊品にあっては原産国名に代えて⼀般
に知られている地名を表⽰することができる。
⼆ 原産地が⼀のみである場合及び原材料及び添加物の重量に占
める割合の⾼い野菜の上位三位までのもので、かつ、原材料及び
添加物の重量に占める割合が五パーセント以上のものが⼀種類の
みである場合には、原産地名について原材料の表⽰を省略するこ
とができる。原産地を⼆以上表⽰する場合には、次に定めるとこ
ろにより表⽰することができる。
イ 原産地名及び原材料の名称（第三項の規定により原材料の表
⽰を省略する場合にあっては、原産地名）の次に、原材料及び添
加物に占める重量の割合を、パーセントの単位をもって単位を明
記して表⽰する。ただし、ロに定めるところにより原産地を表⽰
する場合を除く。
ロ 原材料の表⽰が⼆以上連続して同⼀となる場合には、当該原
材料を原材料及び添加物に占める重量の割合が最も低い当該原材
料の原産地名の次に括弧を付して、その最も⼀般的な名称をもっ
て表⽰し、当該原産地名以外の原産地名について原材料の表⽰を
省略する。
４ 別表第⼗五の４に掲げるうなぎ加⼯品にあっては、うなぎの
名称の次に括弧を付して、原産地について、国産品にあっては国
産である旨を、輸⼊品にあっては原産国名を表⽰する。ただし、
次に定める⽅法により表⽰することができる。
⼀ 国産品にあっては、国産である旨に代えて⽔域名、⽔揚げし
た港名⼜は⽔揚げした港若しくは主たる養殖場が属する都道府県
名、市町村名その他⼀般に知られている地名を表⽰することがで
きる。
⼆ 輸⼊品にあっては、原産国名に⽔域名を併記することができ
る。
５ 別表第⼗五の５に掲げるかつお削りぶしにあっては、次に定
めるところにより表⽰する。
⼀ かつおのふしの⽂字の次に括弧を付して、ふしの原産地につ
いて、国産品にあっては国内において製造された旨を「国内製
造」と、輸⼊品にあっては外国において製造された旨を「○○製
造」と表⽰する（○○は、原産国名とする。）。ただし、国産品
にあっては、「国内製造」の表⽰に代えて、「○○製造」と表⽰



する（○○は、都道府県名その他⼀般に知られている地名とす
る。）ことができる。
⼆ ⼀の原産地を⼆以上表⽰する場合には、原材料及び添加物に
占める重量の割合の⾼い原産地の順に表⽰する。
６ 別表第⼗五の６に掲げるおにぎり（⽶飯類を巻く⽬的でのり
を原材料として使⽤しているものに限る。）にあっては、のりの
名称の次に括弧を付して、当該のりの原料となる原そうの原産地
について、国産品にあっては国産である旨を、輸⼊品にあっては
原産国名を表⽰する。ただし、次に定める⽅法により表⽰するこ
とができる。
⼀ 国産品にあっては、国産である旨に代えて⽔域名、⽔揚げし
た港名⼜は⽔揚げした港若しくは主たる養殖場が属する都道府県
名、市町村名その他⼀般に知られている地名を表⽰することがで
きる。
⼆ 輸⼊品にあっては、原産国名に⽔域名を併記することができ
る。
７ １から６までの規定により表⽰することとされる原産地以外
の原材料の原産地を、１の規定により表⽰することができる。

輸⼊品 原産国名 原産国名を表⽰する。

３ 前⼆項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表⽰事項の表⽰は、同表の下欄に掲げる区分に該当する⾷品にあっては
これを省略することができる。

保存の⽅法 １ でん粉
２ チューインガム
３ 冷菓
４ 砂糖
５ アイスクリーム類
６ ⾷塩
７ 酒類
８ 飲料⽔及び清涼飲料⽔（ガラス瓶⼊りのもの（紙栓を付けたものを除く。）⼜はポリエチレン容器
⼊りのものに限る。以下この表において同じ。）
９ 氷
１０ 常温で保存すること以外にその保存の⽅法に関し留意すべき事項がないもの

消費期限⼜は賞
味期限

１ でん粉
２ チューインガム
３ 冷菓
４ 砂糖
５ アイスクリーム類
６ ⾷塩及びうま味調味料
７ 酒類
８ 飲料⽔及び清涼飲料⽔
９ 氷

原材料名 １ 容器包装の表⽰可能⾯積がおおむね三⼗平⽅センチメートル以下であるもの（特定保健⽤⾷品及び
機能性表⽰⾷品を除く。）
２ 原材料が⼀種類のみであるもの。ただし、次に掲げる場合は除く。
⼀ ⽸詰及び⾷⾁製品の場合
⼆ 特定保健⽤⾷品及び機能性表⽰⾷品の場合
三 原材料名に分別⽣産流通管理が⾏われた遺伝⼦組換え農産物である旨を表⽰する場合
四 原材料名に遺伝⼦組換え農産物及び⾮遺伝⼦組換え農産物が分別されていない旨を表⽰する場合
五 原材料名に分別⽣産流通管理が⾏われた特定遺伝⼦組換え農産物である旨を表⽰する場合
六 原材料名に特定遺伝⼦組換え農産物と⾮特定遺伝⼦組換え農産物を意図的に混合した旨を表⽰する
場合

添加物 容器包装の表⽰可能⾯積がおおむね三⼗平⽅センチメートル以下であるもの（特定保健⽤⾷品及び機能
性表⽰⾷品を除く。）

内容量⼜は固形
量及び内容総量

１ 内容量を外⾒上容易に識別できるもの（特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に掲げる特
定商品、特定保健⽤⾷品及び機能性表⽰⾷品を除く。）２ 容器包装の表⽰可能⾯積がおおむね三⼗平
⽅センチメートル以下であるもの（特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に掲げる特定商品、
特定保健⽤⾷品及び機能性表⽰⾷品を除く。）



栄養成分の量及
び熱量

以下に掲げるもの（栄養表⽰（栄養成分若しくは熱量に関する表⽰及び栄養成分の総称、その構成成
分、前駆体その他これらを⽰唆する表現が含まれる表⽰をいう。以下同じ。）をしようとする場合、特
定保健⽤⾷品及び機能性表⽰⾷品を除く。）
⼀ 容器包装の表⽰可能⾯積がおおむね三⼗平⽅センチメートル以下であるもの
⼆ 酒類
三 栄養の供給源としての寄与の程度が⼩さいもの
四 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
五 消費税法（昭和六⼗三年法律第百⼋号）第九条第⼀項において消費税を納める義務が免除される事
業者が販売するもの

製造所⼜は加⼯
所の所在地及び
製造者⼜は加⼯
者の⽒名⼜は名
称

容器包装の表⽰可能⾯積がおおむね三⼗平⽅センチメートル以下であるもの（⾷品関連事業者の⽒名⼜
は名称及び住所の表⽰は要しないとされているものを除く。）

遺伝⼦組換え⾷
品に関する事項

容器包装の表⽰可能⾯積がおおむね三⼗平⽅センチメートル以下であるもの

乳児⽤規格適⽤
⾷品である旨

１ 容器包装の表⽰可能⾯積がおおむね三⼗平⽅センチメートル以下であるもの
２ 乳児⽤規格適⽤⾷品であることが容易に判別できるもの

原料原産地名 容器包装の表⽰可能⾯積がおおむね三⼗平⽅センチメートル以下であるもの

原産国名 容器包装の表⽰可能⾯積がおおむね三⼗平⽅センチメートル以下であるもの


