
平成⼆⼗七年内閣府令第⼗号
⾷品表⽰基準

別表第五（第三条関係）

⾷品 名称

トマト加⼯品 トマトジュース トマトジュー
ス

トマトミックスジュース トマトミック
スジュース

トマトケチャップ トマトケチャ
ップ

トマトソース トマトソース

チリソース チリソース

トマト果汁飲料 トマト果汁飲
料

トマトピューレー トマトピュー
レー

トマトペースト トマトペース
ト

乾しいたけ 乾しいたけ 乾しいたけ

マカロニ類 マカロニ類 マカロニ類

ハム類 ⾻付きハム ⾻付きハム

ボンレスハム ボンレスハム

ロースハム ロースハム

ショルダーハム ショルダーハ
ム

ベリーハム ベリーハム

ラックスハム ラックスハム

プレスハム プレスハム プレスハム

混合プレスハム 混合プレスハム 混合プレスハ
ム

ソーセージ ボロニアソーセージ ボロニアソー
セージ

フランクフルトソーセージ フランクフル
トソーセージ

ウインナーソーセージ ウインナーソ
ーセージ

リオナソーセージ リオナソーセ
ージ

レバーソーセージ レバーソーセ
ージ

レバーペースト レバーペース
ト

ボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソーセージ、リオ クックドソー



ナソーセージ、レバーソーセージ及びレバーペースト以外のクックドソーセージ セージ

セミドライソーセージ セミドライソ
ーセージ

ドライソーセージ ドライソーセ
ージ

原料畜⾁類として豚⾁のみ、豚⾁及び⽜⾁⼜は⽜⾁のみを使⽤したセミドライソ
ーセージ

ソフトサラミ
ソーセージ

原料畜⾁類として豚⾁のみ、豚⾁及び⽜⾁⼜は⽜⾁のみを使⽤したドライソーセ
ージ

サラミソーセ
ージ

加圧加熱ソーセージ 加圧加熱ソー
セージ

無塩漬ソーセージ 無塩せきソー
セージ

混合ソーセージ 混合ソーセージ 混合ソーセー
ジ

加圧加熱混合ソーセージ 加圧加熱混合
ソーセージ

ベーコン類 ベーコン ベーコン

ロースベーコン ロースベーコ
ン

ショルダーベーコン ショルダーベ
ーコン

⿂⾁ハム及び⿂⾁ソー
セージ

⿂⾁ハム ⿂⾁ハム

フィッシュハ
ム

普通⿂⾁ソーセージ及び特種⿂⾁ソーセージ ⿂⾁ソーセー
ジ

フィッシュソ
ーセージ

削りぶし ⼀種類の⿂類のかれぶしのみを使⽤したもの かれぶし削り
ぶし

かれぶし削り

⼀種類の⿂類のふし、煮⼲し⼜は圧搾煮⼲しを使⽤したもの 削りぶし

⼀種類の⿂類のふし、煮⼲し⼜は圧搾煮⼲しを削ったものとかれぶしを削ったも
のを混合したもの

⼆種類以上の⿂類のふし、かれぶし、煮⼲し⼜は圧搾煮⼲しを使⽤したもの 混合削りぶし

うに加⼯品 粒うに 粒うに

練りうに 練りうに

混合うに 混合うに

うにあえもの うにあえもの うにあえもの

乾燥わかめ 乾わかめ 乾わかめ

灰ぼしわかめ 灰ぼしわかめ

もみわかめ もみわかめ

せき



板わかめ 板わかめ

塩蔵わかめ 塩蔵わかめ 塩蔵わかめ

湯通し塩蔵わかめ 湯通し塩蔵わ
かめ

みそ ⽶みそ ⽶みそ

⻨みそ ⻨みそ

⾖みそ ⾖みそ

調合みそ 調合みそ

しょうゆ こいくちしょうゆ こいくちしょ
うゆ

うすくちしょうゆ うすくちしょ
うゆ

たまりしょうゆ たまりしょう
ゆ

さいしこみしょうゆ さいしこみし
ょうゆ

しろしょうゆ しろしょうゆ

こいくちしょうゆ、うすくちしょうゆ、たまりしょうゆ、さいしこみしょうゆ及
びしろしょうゆ以外のしょうゆ

しょうゆ

ウスターソース類 ウスターソース ウスターソー
ス

中濃ソース 中濃ソース

濃厚ソース 濃厚ソース

ドレッシング及びドレ
ッシングタイプ調味料

マヨネーズ マヨネーズ

サラダクリーミードレッシング サラダクリー
ミードレッシ
ング

マヨネーズ及びサラダクリーミードレッシング以外の半固体状ドレッシング 半固体状ドレ
ッシング

乳化液状ドレッシング 乳化液状ドレ
ッシング

分離液状ドレッシング 分離液状ドレ
ッシング

ドレッシングタイプ調味料 ドレッシング
タイプ調味料

⾷酢 ⽶酢 ⽶酢

⽶⿊酢 ⽶⿊酢

⼤⻨⿊酢 ⼤⻨⿊酢

⽶酢、⽶⿊酢及び⼤⻨⿊酢以外の穀物酢 穀物酢

りんご酢 りんご酢

ぶどう酢 ぶどう酢

りんご酢及びぶどう酢以外の果実酢 果実酢



穀物酢及び果実酢以外の醸造酢 醸造酢

合成酢 合成酢

乾燥スープ 乾燥コンソメ 乾燥スープ

乾燥ポタージュ

その他の乾燥スープ

⾷⽤植物油脂 ⾷⽤サフラワー油 ⾷⽤サフラワ
ー油

⾷⽤ぶどう油 ⾷⽤ぶどう油

⾷⽤⼤⾖油 ⾷⽤⼤⾖油

⾷⽤ひまわり油 ⾷⽤ひまわり
油

⾷⽤⼩⻨はい芽油 ⾷⽤⼩⻨はい
芽油

⾷⽤とうもろこし油 ⾷⽤とうもろ
こし油

⾷⽤綿実油 ⾷⽤綿実油

⾷⽤ごま油 ⾷⽤ごま油

⾷⽤なたね油 ⾷⽤なたね油

⾷⽤こめ油 ⾷⽤こめ油

⾷⽤落花⽣油 ⾷⽤落花⽣油

⾷⽤オリーブ油 ⾷⽤オリーブ
油

⾷⽤パーム油 ⾷⽤パーム油

⾷⽤パームオレイン ⾷⽤パームオ
レイン

⾷⽤調合油 ⾷⽤調合油

⾹味⾷⽤油 ⾹味⾷⽤油

マーガリン類 マーガリン マーガリン

ファットスプレッド ファットスプ
レッド

⾵味ファットスプレッド ⾵味ファット
スプレッド

チルドハンバーグステ
ーキ

チルドハンバーグステーキ チルドハンバ
ーグステーキ

チルドハンバ
ーグ

チルドミートボール チルドミートボール チルドミート
ボール

チルドぎょうざ類 チルドぎょうざ類 チルドぎょう
ざ

チルドしゅう
まい



チルド春巻

チルドぱおず

⾖乳類 ⾖乳 ⾖乳

調製⾖乳 調製⾖乳

⾖乳飲料 ⾖乳飲料

にんじんジュース及び
にんじんミックスジュ
ース

にんじんジュース にんじんジュ
ース

にんじんミックスジュース にんじんミッ
クスジュース


