
食品表示は消費者が食品を購入する際の貴重な情報源です。また事業者は、消費者のために、適正な食品表示を行う
ことが求められています。2015年4月に施行された「食品表示基準」は、経過措置期間である2020年3月末まで残すと
ころあと数カ月と迫っています（2017年に改正された基準の一部を除く）。それにともない、食品メーカーをはじめ、流通・
サービス業も食品表示基準に準拠した適正な表示の作成やそれを見極める力がますます必要とされています。

■消費者と事業者の信頼の絆「食品表示」

2009年4月に設立した食品表示検定協会は、「食品
表示検定」を活用いただいております皆様のご支援の
おかげで今年10周年を迎えました。食の安全を確保し
維持するため、多くの食品関連事業者の方に食品表
示検定を教育の機会として導入いただき、食品表示診
断士（食品表示検定合格者）として活躍されていま
す。初級・中級・上級の累計受験者は120,175人、
食品表示診断士の合計は58,127人となっており、食
品関連業界では必要な資格のひとつとなっています。

■「食品表示検定」累計受験者数11万人突破、食品表示診断士として活躍

受験者の総数

■受験者の概要 第18回（2018年11月25日）初級・中級試験および第８回（2018年12月2日）上級試験の
合格率と平均点、受験者の性別・業種別比率は下記のとおりです。

「 食 品 表 示 」は 消 費 者 と 事 業 者 と の 信 頼 の か け 橋！

総受験者数
120,175人

総合格者数
58,127人

食品表示検定試験

その他外食・中食学生・一般食品卸・商社食品小売業食品製造業 無回答・無効

一般社団法人食品表示検定協会 一般社団法人日本農林規格協会（JAS協会）
日本チェーンストア協会https://www.shokuhyoji.jp主催 後援
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2 019年〔後期〕第20回　初級・中級　11月17日（日）
第 9 回　　 上級　 　11月24日（日）
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〈各級累計受験者数の推移〉

初　級 中　級 上　級
〈合格率と平均点〉

〈受験者の男女比率〉

〈受験者の業種別比率〉 〈受験者の業種別比率〉 〈受験者の業種別比率〉

合格者数 1,967人
合格率 63.1%

平均点 73.5点

〈合格率と平均点〉

〈受験者の男女比率〉

合格者数 2,306人
合格率 48.6%

平均点 68.3点

〈合格率と平均点〉

〈受験者の男女比率〉

合格者数 85人
合格率 12.1%

平均点 61.9点
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食品表示検定対策セミナー開催スケジュール
●お申込方法
食品表示検定協会主催の対策セミナーは下記の通り開催します。初級・中級は、8月19日（月）、上級は8月26日（月）よりお申込を
開始します。インターネット、ＦＡＸ、郵送、（上級はインターネットのみ）にてお申込ください。最新情報はＨＰでご確認ください。
●初級対策セミナー 受講料▶5,100円（税込）※　時間▶13:00～17:30　

内容：認定テキストの重要ポイントを解説します。

●中級対策セミナー 受講料▶10,300円（税込）※　時間▶9:30～17:30　
内容：実力診断テストを交えながら、認定テキストの重要ポイントを解説します。

●上級模擬問題演習セミナー 受講料▶7,200円（税込）※　時間▶13:00～17:00　
内容：試験と同じ形式の問題を解くことで、出題形式を知っていただくセミナーです。

［食品表示メールマガジン］にて、検
定試験の案内、食品表示関連の最新
情報を毎月無料配信しています。ホー
ムページトップページよりご登録できます
ので、まだご利用のない方はこの機会
にご登録ください。

［メールマガジン］配信中

食品表示検定に関するお問い合せ先

主催：一般社団法人食品表示検定協会
https://www.shokuhyoji.jp

〒102-0082　東京都千代田区一番町23番地3　千代田一番町ビル1階
TEL：03-5226-6737　　FAX：03-5226-6723　メールアドレス：info@shokuhyoji.jp

 東京 ９月２7日（金）  ＫＦＣホール（東京都墨田区）

場所 日程 会場

 札幌 １０月26日（土） 北海道自治労会館（札幌市北区）
  9 月28日（土）
 東京 １０月１0日（木） ＫＦＣホール（東京都墨田区）  １０月２3日（水）
  １０月29日（火）
 名古屋 １０月12日（土） ＩＭＹホール（名古屋市東区）
 大阪 １０月５日（土） 新梅田研修センター（大阪市福島区）  １０月２5日（金）
 福岡 １０月１9日（土） 南近代ビル（福岡市博多区）

 東京 １０月9日（水） ＫＦＣホール（東京都墨田区）
 大阪 10月4日（金） 新梅田研修センター（大阪市福島区） 

｢食品表示検定・初級｣初の公式問題集。実際の試験に
準じた出題形式の練習問題により、試験対策はもちろん、
食品表示への理解を深めるためにも役立つ一冊。

食品表示検定 初級・問題集
発売：ダイヤモンド社
定価：1,400円（税別）
2018年8月発行

初級合格のための副教材に最適！

  好評！　初級オンディマンド講座

※今期は消費税率の変更の有無にかかわらず、受講料（税込価格）の変更は行いません。

初級対策セミナー（公開講座）を録画した内容をPC、タブレット端末、スマートフォン等により、視聴期間中に繰り返し受講が
可能です。公開講座を受講できなかった方からご好評いただいております。 ＊詳細はHPをご覧ください。

全国主要書店、オンライン書店各社のサイト、
ダイヤモンド社のホームページからご購入いただけます。「食品表示検定テキストのご案内」

「食品表示検定・初級」向け認定テキスト。食品
業界の食品表示初心者の方、食品表示を理
解し、賢く商品を選択したい消費者、食品業界に
就職を希望される学生の方にもおすすめ。加工
食品の原料原産地表示義務化に対応済み。

改訂5版食品表示検定
認定テキスト・初級
発売：ダイヤモンド社　
定価：1,400円（税別）
2018年１月発行
2019年度の初級試験対応

食品表示の基礎がわかる！

「食品表示検定・中級」向け認定テキスト。加
工食品の原料原産地表示義務化への対応を
はじめとする最新情報を掲載するほか、表示の
事例も豊富に紹介。食品業界で食品表示に
携わる方必携の一冊。

改訂6版食品表示検定
認定テキスト・中級
発売：ダイヤモンド社
定価：2,500円（税別）
2019年１月発行
2019年度の中級試験対応

食品表示の専門家養成！
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※実施概要は都合により一部変更することがあります。
　最新情報は食品表示検定協会HPでご確認ください。2019年〔後期〕食品表示検定実施概要

第20回　初級 第20回　中級 第 9 回　上級

割引適用なし団体割引あり：各級単位で20名以上の場合（5％）
※今期は消費税率の変更の有無にかかわらず、受験料（税込価格）の変更は行いません。

20,600円

  札幌、仙台、高崎※、東京、名古屋、
大阪、広島、松山※、福岡

学歴、年齢、性別、国籍の制限はありません 中級合格者

マークシート方式

試験日程

試験会場

受験料（税込）

申込期間

受験票発送（予定）

合否結果発送（予定）

受験資格

出題形式

13時30分～（150分）途中休憩あり試験開始時間

11月17日（日） 11月24日（日）

札幌、仙台、大宮、東京、新潟、金沢、甲府、静岡
名古屋、大阪、神戸、広島、松山、福岡、鹿児島、那覇

11時～（90分） 14時30分～（90分）

4,900円 8,200円

8月19日（月）～9月24日（火）

10月30日（水）

2019年12月20日（金）

10月30日（水）

2020年1月31日（金）

8月26日（月）～9月30日（月）

申込方法 個人（インターネット、郵送）、団体（インターネット） インターネットからの個人申込

お申込から合否結果発送までの流れ ※詳しくは HP をご参照ください。

マークシート方式、記述式

合格基準 80点以上が合格（100点満点）70点以上が合格（100点満点）

出題範囲
（認定テキスト及び
その理解度に応じ
た応用力：詳細はＨ
Ｐ参照）

食品表示全般に対する試験で、
法令、ガイドライン、Ｑ＆Ａ等から
出題します。

「改訂５版食品表示検定認定
テキスト・初級」

※2018年1月発行

「改訂6版食品表示検定認定
テキスト・中級」

＊2019年1月発行

こんなメリットがありますこうした方にオススメ

※初級からでも中級からでもご自由に受けたい級を選んでいただけます。初級、中級同日の受験も可能です。　※上級は中級合格者であることが受験条件です。

●食品の製造、販売、営業に携わり、食品表示の基本を知りたい方
●食品業界、スーパーに就職活動をされる方
●食品表示を理解し、商品を選択したい消費者の方

●食品表示の基礎知識を得て、業務に活かせる。
●食品表示の意味を理解し、「安心・安全」な

食品を選ぶことができる。

●食品業界の開発、品質管理ご担当の方
●食品表示の知識が必要とされる食品の生産、製造、流通の現

場でお仕事をされている方

●食品表示の専門的な知識を得て、業務に
活かせる。

●食品表示に関する顧客からの質問に的確
に答えられるようになる。

初級が
オススメ

中級が
オススメ

●食品表示を作成する部門の責任者、実務者
●食品表示が正確かどうか検証する部門の責任者、実務者
●食品表示の相談を受ける方（公的機関、コンサルタント）

●食品表示のエキスパートとして業務に活か
せる。

●食品表示について自ら作成でき、指導できる。

上級が
オススメ

食品表示検定試験は消費者の方から、食の生産、製造、
流通等の職場で専門知識が必要な方までを対象にしています。

※団体派遣会場受験：申込団体が設置した試験会場で受験ができる制度です。各級で受験者数が企業100名以上（場合により50名以上）、大学・専門学校50名以上で
　一定の条件を満たす場合、実施が可能です（初級・中級のみ）。詳しくはHP「受験案内」をご覧ください。   

※インターネット：最終日17時まで／個人はオンライン決済（クレジットカード決済またはコンビニ決済）
※郵送：最終日必着（個人のみ） 

お申込とお支払方法

個
人

団
体

インターネット
最終日17時まで

郵送（願書）
最終日必着

インターネット
最終日17時まで

※上級は、個人のインターネット申込のみとなります。

クレジット決済（即時決済）
コンビニ決済（申込日含め7日以内にお支払）

願書請求  ゆうちょ銀行
でお支払

願書一式
協会へ郵送

協会より
請求書を郵送

銀行・ゆうちょ銀行
でお支払

期間内にお支払
いただけない場合、
キャンセルとなります

受験票
発送

試験日 合否
結果
発送

合格者には
合格証を同封
団体の場合、
責任者様へ
一括送付

団体の場合、
責任者様へ
一括送付

※最終日17時まで／オンライン決済
（クレジットカード決済またはコンビニ決済）

※今回は特別開催

合格者インタビュー

「原料原産地表示」に関する次の①～③の記述の中で、その内容が最も不適切なものを１つ選んでください。
食品表示検定　中級試験　過去問題例

①　「又は表示」を行った際、一定期間における使用割合が５％未満である対象原材料の原産地については、当該原
産地の後に括弧を付して、一定期間における使用割合が５％未満である旨を表示する。

②　内容量が 300ｇを超える「農産物漬物」にあっては、原材料及び添加物の重量に占める割合の高いものから上位
５位までの原材料であって、かつ、原材料及び添加物の重量の10％以上を占める原材料の原産地を表示する。

③　「かつお削りぶし」については、加工品であるかつおのふしの原産地を「国内製造」や「〇〇国製造」と表示する。

国分フードクリエイト株式会社
経営統括部 兼 人事総務部 人事総務課 課長　辰巳 徹さま
販売業務部 販売業務課　西村 優伽さま
全社で取り組んだ「食品表示」目標は100％初級合格
＝現在75％達成＝
　国分フードクリエイトは、国分グループのなかで低温食品を取り扱
う。商品カテゴリーはチルド、冷凍食品、アイス、デリカ商材など幅広
い。「健康」「美味しい」「幸福」を軸にクリエイトブランド商品の開発
も盛んだ。クリエイトブランドで、『おいしい低糖質麺』や『ギリシャヨ
ーグルト』を発売している。また、国産豚肉にこだわった『贅沢肉ま
ん』やカフェインレスコーヒーなどにも取り組んだ。
　同社の食品表示の取り組みは社員100％の「食品表示検定」初級
取得。事務局の辰巳さまと実務で活用されている西村さまの２人の合
格者から聞いた。
――貴社が食品表示に取り組んだ経緯を教えてください。
辰巳　私は経営統括と人事総務を担当しています。今回「食品表示
検定」を社内で受験する際の窓口として、事務局の業務を人事総務部
として担当しました。
　食品表示検定に関しましては若年層社員の昇格条件として指定され
ています。今回、当社全体で「食品表示」をもっと広めようという機
運が高まり、昨年プロジェクトが立ち上がりました。目指すは100％
の社員が初級に合格すること。勉強会を含めて国分グループの協力も
得ながら、管理職も含めての受験となりました。
――西村さまは実務の立場で受験されました。
西村　私は販売業務部に所属し、主にメーカーへの発注業務を担当し
ています。当社センターとの在庫を管理しながらの発注業務となりま
す。ＢtoＢの取引業務がメーンとなります。「食品表示」に関しては社
内で資格取得の機運が高まり、「これは受けざるを得ないな」という雰
囲気になり受験しました。これまで食品に関する「資格」を持ってい
なかったので、この検定試験でのチャレンジは良い励みになりました。
――どのように勉強されましたか？
西村　ひたすら「認定テキスト」を読みました。また「食品表示検定 
初級・問題集」も大変役に立ちました。問題集をやりながら間違った
ところはテキストを再度読み返しました。
辰巳　ユニークなのは本社・低温フレッシュ統括部の品質管理担当者

正答：②
解説：農産物漬物にあっては、農産物又は水産物であって原材料及び添加物の重量に占める割合が上位4位（内容重量が300ｇ以下のもの
にあっては上位３位）までのもので、かつ、その割合が５％以上の原材料について、その原産地名を表示します。
出所：改訂６版中級認定テキスト「４－１－３　農産物漬物」（Ｐ117）および「３－５　原料原産地名の表示について」（Ｐ76～）

食品表示検定を活用している主な企業・団体 （敬称略）
【流通】アイワイフーズ㈱、イオン㈱、イオンスーパーセンター㈱、イオントップバリュ㈱、イオン北海道㈱、イオンリテール㈱、イオン琉球㈱、㈱イズミ、
㈱エブリイホーミイHLDGS.、㈱オークワ、オーケー㈱、大阪いずみ市民生協、㈱カネスエ、㈱キヌヤ、㈱京王ストア、ゲンキー㈱、㈱光洋、（生協）コープこうべ、
（生協）コープさっぽろ、（生協）コープみえ、㈱さえきセルバHLDGS.、㈱サンエー、㈱サンリブ、㈱シジシージャパン、㈱セコマ、㈱セブン＆アイ・フードシステムズ、
㈱セブン -イレブン・ジャパン、全日本食品㈱、㈱千疋屋総本店、㈱ダイエー、㈱大丸松坂屋百貨店、㈱田子重、東海コープ事業連合、㈱東急ストア、
日本生活協同組合連合会、原信ナルスオペレーションサービス㈱、㈱フジデリカ・クオリティ、㈱フレスタ、㈱フレッセイ、㈱平和堂、㈱ベルク、㈱ホクレン商事、
まいばすけっと㈱、マックスバリュ中部㈱、マックスバリュ東北㈱、マックスバリュ南東北㈱、㈱ヤマザワ、㈱ユアーズ、㈱ライフコーポレーション
【商社・製造・卸・その他】ANAフーズ㈱、JR九州ハウステンボスホテル㈱、㈱ JR東日本リテールネット、㈱アートコーヒー、旭食品㈱、伊藤忠食品㈱、
春日井製菓販売㈱、カルビーポテト㈱、カンロ㈱、キユーピー㈱、㈱久原本家食品、国分グループ本社㈱、国分フードクリエイト㈱、小林製薬㈱、三洋食品㈱、
石井食品㈱、㈱ジェイアール東海パッセンジャーズ、㈱ジェイアール西日本フードサービスネット、シャトレーゼ　ガトーキングダム　サッポロ、㈱酒悦、㈱昭和、
昭和産業㈱、㈱ショクリュー、スターゼン㈱、全日空商事㈱、第一屋製パン㈱、天使大学、ニチロ畜産㈱、㈱日京クリエイト、日東イシダ㈱、日本アクセス北海道㈱、
日本食研ホールディングス㈱、日本製粉㈱、日本ハム㈱、日本デリカフーズ協同組合、梅花女子大学、㈱はくばく、東日本フード㈱、兵庫西農業協同組合、
兵庫南農業協同組合、兵庫六甲農業協同組合、フジパン㈱、プライムデリカ㈱、㈱フリーデン、プリマハム㈱、㈱宝幸、ホクレン農業協同組合連合会、
北海道漁業協同組合連合会、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱、マルサンアイ㈱、㈱丸信、丸大食品㈱、マルハニチロ㈱、㈱ Mizkan Partners、
宮崎県農協果汁㈱、名糖産業㈱、焼津水産化学工業㈱、山梨学院大学、雪印メグミルク㈱、リゾートトラスト㈱

左：西村 優伽さま／右：辰巳 徹さま
（2018 年11月初級合格）

から毎日2、3問の模擬問題がメールで受験者に配信され、正答と解説
も添付されていたことです。「認定テキスト」の精読と併せてかなり実
践的で役に立ちました。
――実際に受験された印象は？
西村　ちょっと難しかったと思います。しかしながら「認定テキスト」を
よく読むとわかる問題でした。同じ部署のほとんどの方が受験されてい
たので、置いていかれないようにと心配していましたが、後日、上司か
ら『合格』の通知をいただいてほっとしました。
――試験後の社内の雰囲気はいかがでしたか？
西村　休み時間に、試験問題の話題になり「難しかったね」と話し合い
ました。やはり「ちゃんと勉強しないとできないね」というのが共通の
認識でした。
辰巳　試験の事務局を担当しましたので、合格者はともかく、不合格
者からは「難しかった」という声を聞きました。ただ、全体の平均合格
率はクリアしてほっとしております。メールで模擬問題を提供していただ
いた品質管理担当者は「もっと」という気持ちがあったようですが、社
内全体で食品表示に関心が高まり成果はあったと思います。
――試験後の感想はいかがですか？
西村　スーパーマーケットで自分が発注した商品があると、表示を見て
確認する時があります。やはり気になりますね。業務には役に立ってい
ます。個人的には乳製品などに興味がありテキストを見ながらまだ勉強
中です。
辰巳　業務が経営統括・人事なので、直接的には業務との接点が薄い
のですが、私も食品の裏面（にある表示）を見る機会が増えました。
意識が高まったのでしょう、興味を持つようになりましたね。
――今後の抱負はいかがですか？
辰巳　会社の事務局担当としては、社員全員が初級を取得するのが目標
です。現在75％です。100％を達
成した段階で、中級、上級とステッ
プアップしていこうと思っています。
西村　私は難しいと思いながらも食
品業界のお仕事をしていますので、
少しでも学び吸収したいと考えてい
ます。そして、機会があれば中級に
挑戦してみたいと思っています。
――ありがとうございました。
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