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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。申込受付は、3月2日（月）より開始します。
インターネット、ＦＡＸ、郵送にてお申込ください。最新情報はホームページでご確認ください。

●初級対策セミナー 受講料▶5,200円（税込）　時間▶13:00～17:30（12:30受付開始）　
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▶10,500円（税込）　時間▶9:30～17:30（9:00受付開始）　
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。

［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 4月11日（土）  ＫＦＣホール（東京都墨田区）

4月25日（土）
4月 5日（日）
5月14日（木）
5月16日（土）
4月19日（日）
5月20日（水）
5月23日（土）

北海道自治労会館（札幌市北区）

ＫＦＣホール（東京都墨田区）

ＩＭＹホール（名古屋市東区）

新梅田研修センター（大阪市福島区）

南近代ビル（福岡市博多区）

札幌

東京

名古屋

大阪

福岡

｢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！

  大好評！　オンデマンド講座
初級、中級の対策セミナー（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、遠方にお住まい
の方からご好評いただいております。 　＊詳細はホームページをご覧ください。

「食品表示検定テキストのご案内」

食品表示検定協会が主催
する「食品表示検定・初
級」向け認定テキスト。食品
表示を読み解く力を養うた
めの入門書として最適。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
示義務化をはじめ、最新の
法令改正に対応済み。

改訂6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）
2020年1月発行
2020～2021年度の初級試験対応

食品表示の基礎がわかる！ 食品表示検定協会が主
催する「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
2020年度の中級試験対応

食品表示の専門家養成！

NEW 　消費者にとって「食品表示」は、「原産地」「原材料」「アレルゲン」など、その食品を知るための重要な情報源で
す。一方、事業者にとっても「食品表示」は、消費者に安心して商品を購入してもらうための情報伝達の手段として
非常に有効です。
　「食品表示検定」は、消費者が食品表示を活用する力の向上並びに、事業者が食品の情報を正しく表示する力、店
頭で消費者に正しく説明できる力を養うことに役立ちます。

「食品表示」は消費者と事業者の信頼の絆

　食品表示検定協会は昨年設立10周年を迎えまし
た。食品メーカー・商社・小売業・外食・中食産業
等で受験を推奨する企業・団体は延べ約880団体で
あり、また累計受験者数は129,199人となりました。
「食品表示診断士」の有資格者を採用の応募条件と
する企業も増えてきており、品質管理のための資格とし
て期待されています。

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

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

ホームページはこちら

累計受験者数
（初級・中級・上級合計）

129,199人

累計合格者数
（初級・中級・上級合計）

62,700人
※2019年12月現在

食品表示
検定試験

2020年

食品表示検定合格者は
「食品表示診断士」として
業界への就職・転職にも有利
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〈各級累計受験者数の推移〉
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第21回

第22回

第10回

初級・中級　
6 月10日（水）

初級・中級
11月22日（日）

上級
11月29日（日）

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。



※団体派遣会場受験：初級・中級の団体申込の場合、各級で受験者数が企業100名以上（状況により50名以上も可）、大学・専門学校50名以上、かつ一定の条件を満たす場合、団体
が設置した試験会場での実施が可能です。詳細はHP「団体派遣会場受験」をご参照ください。

「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。　※上級は、個人のインターネット申込のみとなります。
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

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

※実施概要は都合により一部変更する場合があります。
　最新情報は食品表示検定協会ＨＰでご確認ください。2020年食品表示検定実施概要各級のご紹介

第21回　初級・中級 第22回　初級・中級 第10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％）

21,000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
（予定）＊

申込期間

受験資格

出題形式

13時30分～（150分）途中休憩1回試験開始時間

６月１０日（水） １１月２２日（日） １１月２９日（日）

札幌、仙台、東京、長野、名古屋、
大阪、神戸、広島、松山、福岡、旭川、
函館、釧路、北見、帯広、苫小牧

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

〈初級〉11時～（90分）、　〈中級〉14時30分～（90分）

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

〈初級〉5,000円・〈中級〉8,500円

3/2（月）～4/17（金） 8月中旬～9月下旬予定 8月中旬～10月上旬予定

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
それを理解した上で
の応用力：詳細はＨ
Ｐ参照）

受験料（税込）
※今年度より変更
となります

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

申込方法

〈初級〉「改訂６版食品表示検定認定テキスト・初級」
＊2020年1月発行。2020年度の試験は改訂6版に準拠して出題されますのでご注意ください。

〈中級〉「改訂６版食品表示検定認定テキスト・中級」
＊2019年1月発行。2020年度の試験は改訂6版に準拠して出題されます。

「水産物」に関する次の①～④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　初級試験　過去問題例

①　地方特有の名称は、名称として全国で使用できる。
②　冷凍品を解凍したものには、「解凍」と表示する。
③　国産品は、水域名による表示が困難な場合には、原産地を水揚港名で表示できる。
④　輸入品の原産地は、水域名のみによる表示はできない。

正答：①
解説：水産物について、地方特有の名称（地方名）が一般に理解される地域では、地方名で表示することができます。ただし、その名称を全国で使
用することはできません。
出所：改訂６版食品表示検定認定テキスト・初級　2－4　水産物 鮮魚　P60～P61

合格者数の多い過去の表彰団体（５０音順）

その他業種
外食・中食

学生・一般

食品卸・商社
食品小売業
食品製造業

その他業種
外食・中食

学生・一般

食品卸・商社
食品小売業
食品製造業

その他業種
外食・中食

学生・一般

食品卸・商社
食品小売業
食品製造業

〈第20回  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 1,922人
合格率 62.3%

平均点 72.7点

〈第20回  合格率と平均点〉

〈受験者の男女比率〉

合格者数 2,651人
合格率 57.4%

平均点 71.2点

〈第8回  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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上級

女性男性

44.5%55.5%

女性男性

45.1%54.9%

イオン株式会社／イオン北海道株式会社／イオンマーケット株式会社／イオンリテール株式会社／株式会社イズミ／伊藤忠食品株式会社／株式会社エブリイ／
株式会社オークワ／キユーピー株式会社／生活協同組合コープこうべ／生活協同組合コープさっぽろ／国分グループ本社株式会社／国分北海道株式会社／株
式会社サンエー／株式会社ＪＲ東日本リテールネット／株式会社シジシージャパン／株式会社昭和／昭和産業株式会社／株式会社ショクリュー／全日本食品株
式会社／株式会社大丸松坂屋百貨店／株式会社田子重／天使大学／東海コープ事業連合／株式会社東急ストア／中日本フード株式会社／中村学園大学／株
式会社日京クリエイト／日本食研ホールディングス株式会社／日本製粉株式会社／日本デリカフーズ協同組合／株式会社ＢＭＬフード・サイエンス／東日本フー
ド株式会社／フジパン株式会社／プリマハム株式会社／株式会社フレスタ／株式会社平和堂／株式会社宝幸／ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社／
マエカワテイスト株式会社／マックスバリュ中部株式会社／マックスバリュ東北株式会社（グループ3社）／株式会社マルアイ／株式会社マルキタ／名糖産業株
式会社／焼津水産化学工業株式会社／株式会社ヤマザワ／山梨学院大学／横浜冷凍株式会社／株式会社ライフコーポレーション

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。

※合格者のインタビューは
下記サイトにてご覧いただけます。

https://www.shokuhyoji.jp/about/interview/

こんな方におすすめ

●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

こんなメリットがあります

●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。

こんな方におすすめ

●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）

こんなメリットがあります

●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。

株式会社Mizkan Partners
品質環境部　品質規格課

川口三徳さま（左）　服部俊秀さま（右）
（2017年6月中級、同年11月上級合格）

中村学園大学 栄養科学部
フード・マネジメント学科

隅坂　奈都実さま
（2019年11月初級・中級合格）
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NEW

私たちの課では「全員上級合格」が合
言葉です。2週間に1回、社内勉強会を
開き、専門知識を高めたり議論を重ねた
りして鋭意励んでいます。

株式会社セコマ
品質保証部　品質管理課

池端　皐さま
（2017年11月初級、2018年6月中級合格）

仕事柄、「認定テキスト」は手放せませ
ん。初めて見る表示や心当たりのない
表示は、必ずテキストを開き、確認作業
を行っています。

食品メーカーに就職した先輩から「これ
から大事になる資格は『食品表示』」と
言われ、検定試験に挑戦しました。初級
だけでなく中級にもチャレンジしたら両方
合格しました。こんな方におすすめ

●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、スーパーマーケットに就職活
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

こんなメリットがあります

●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、「安全・安心」
な食品を選ぶことができる

合格者の声


