
食品表示検定対策セミナー

●お申込方法

●上級対策セミナー
　 （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（12:30受付開始）　
内容：試験問題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。

●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解説を行います。

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

〒103-0004　東京都中央区東日本橋３丁目１２-２  清和ビル 5階
メールアドレス：info@shokuhyoji.jp

　消費者にとって「食品表示」は、「原産地」「原材料」「アレルゲン」「栄養成分」など、その商品の内容を知り、購入するう
えで重要な情報源です。また、事業者は、安全性の確保はもとより、食品に必要かつ有効な情報を、「食品表示」を通して
消費者に提供することが求められています。すなわち、「食品表示」は、消費者と事業者をつなぐ信頼の架け橋といえます。

「食品表示」は消費者と事業者の信頼の架け橋です

「 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）

145,161人

累計合格者数
（初級・中級・上級合計）

70,742人
※2021年6月現在

食品表示
検定試験

2021年

食品表示検定の累計受験者数は
約14万5,000人

第24回

第11回

初級・中級
11月21日（日）

上級
11月28日（日）

［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・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！

「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
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・中級」向
け認定テキスト。食品表示
法完全施行後の法令改正
にも対応し、最新情報に基
づき解説するほか、表示の
事例も豊富に紹介。正確な
表示作成の力を養うために
最適！食品業界で食品表示
に携わる方必携の一冊。

改訂7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）
2021年１月発行
2021～2022年度の中級試験対応

食品表示の専門家養成！

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。

大好評！ オンデマンド講座（初級・中級・上級） ※ 詳細はＨＰをご確認ください

公開講座（中級・上級）

場所 日程 会場

 東京  10月6日（水） ＫＦＣホール（東京都墨田区）

10月22日（金）

10月16日（土）

ＫＦＣホール（東京都墨田区）

新梅田研修センター（大阪市福島区）

東京

大阪

場所 日程 会場

〈オンデマンド講座とは〉各級対策セミナーを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い方、遠方に
お住まいの方からご好評いただいております。 　

※新型コロナウイルス感染症の状況により変更の場合がありますので、最新情報はＨＰでご確認ください。

公開講座は下記の通り開催予定です。申込受付は中級：8月23日（月）、上級：8月
26日（木）より開始します。インターネットにてお申込ください。
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〈各級累計受験者数の推移〉
上級中級初級
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　昨年は食品表示基準の経過措置（猶予）期間が終わ
り、本格的に新たな食品表示制度に移行した年でした。加
工食品の原料原産地表示の基準も来年から全面的適用に
なります。年々複雑化してきた食品表示に関する理解を深
めていただくための一助として、2009年に食品表示検定試
験が創設されました。累計受験者数は約14万5,000人とな
り、推奨する企業・団体・学校は延べ8,500団体に上り
ます。「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・団体も増えており、品質管理のための有用な
資格として活用されています。

後　期

NEW



※1　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。企業・各種法人・教育機関（大学・短期大学・専門学校・高等学校等）等で、初級・中級あわせて50名
　　  以上であること。また一定の条件を満たす場合、実施が可能です（初級・中級のみ）。　詳細はHP「団体派遣会場受験」をご覧ください。

「お申込から合否結果発表までの流れ」 ※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。

各級のご紹介

食品表示検定　中級試験　過去問題例
「遺伝子組換え食品の表示」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。
①コーンスターチの原材料として遺伝子組換えとうもろこしを使用した場合は、その原材料名の次に、括弧を付して「遺
伝子組換え」と表示する。

②米や小麦のように、国内では遺伝子組換えを行った品種の生産や流通が認められていない農産物については、「遺伝子
組換えでない」旨の表示はできない。
③きな粉やみそは、組み換えられたDNA又はこれによって生じたたん白質が加工工程で除去・分解されるため、表示義務はない。

正答：③
解説：きな粉やみそは、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白質が製品に残存するため、遺伝子組換え食品としての表

示義務があります。
出所：改訂7版食品表示検定認定テキスト・中級　「5-3遺伝子組換え食品表示の解説」Ｐ267～269

合格者数の多い過去の表彰団体（５０音順）

〈受験者の男女比率〉

〈受験者の業種別比率〉

54.1
%

14.8%
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12.6%2.2%

2.2%

イオン株式会社／イオン東北株式会社／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東日本クロスステーション／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／国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校／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／原信ナルスオペレーションサービス株式会社／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／
マックスバリュ東海株式会社／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／山梨学院大学／株式会社ヤマザワ
／株式会社ゆめマート北九州／横浜冷凍株式会社／株式会社ライフコーポレーション／株式会社ロッテ

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。

上　級

中　級

初　級
女性男性

41.3%58.7%
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。

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

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）

協会よりWEB
請求書発行

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

試験日 合否結果
発表　　
※HPからの
照会が可能
合格者には
合格証を郵送

団体の場合、責任者
様へ一括送付

受験票
発送　

団体の場合、
責任者様へ
一括送付

〈第23回合格率と平均点〉

合格者数 1,696人

合格率 63.3%

平均点 73.3点

〈第23回合格率と平均点〉

合格者数 1,608人

合格率 48.6%

平均点 67.8点

〈第10回合格率と平均点〉

合格者数 92人

合格率 18.1%

平均点 67.4点

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。

〈受験者の男女比率〉

〈受験者の業種別比率〉

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。

初級

21.2%

39.8%
11.5%

9.1
%

4.8%

13.6
%

食品製造業
食品小売業
食品卸・商社
外食・中食
その他業種
学生・一般
無回答・無効

〈受験者の男女比率〉

〈受験者の業種別比率〉

女性男性

42.5%57.5%

女性男性

56.5%43.5%

食品製造業
食品小売業
食品卸・商社
外食・中食
その他業種
学生・一般
無回答・無効

食品製造業
食品小売業
食品卸・商社
外食・中食
その他業種
学生・一般
無回答・無効

中級 44.5
%

19.8%

12.0
%

6.9
%11.4

%
5.4%

2021年〈後期〉食品表示検定実施概要 新型コロナウイルス感染症の状況により、実施概要については変更する
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。

第24回　中級第24回　初級 第11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、東京、名古屋、
大阪、広島、福岡

学歴、年齢、性別、国籍の制限はありません 中級食品表示診断士（中級合格者）

マークシート方式

試験日程

試験地区
（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

11月21日（日） １１月２8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）

適用なし

インターネットからの個人申込

一定の条件を満たす場合実施可能

個人、団体（インターネット申込）

5,000円 8,500円

団体　8月23日（月）～9月15日（水）
個人　8月23日（月）～9月22日（水） 　8月26日（木）～10月4日（月）

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ＨＰ参照）

受験料（税込）

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

団体派遣会場受験※1

申込方法

「改訂６版食品表示検定
認定テキスト・初級」
＊2020年1月発行。

「改訂７版食品表示検定
認定テキスト・中級」
＊2021年1月発行。

上級

2022年度より公開会場における一斉試験ではなく、全国200会場以上のCBTテストセンターのコンピュータでご受験いただくCBT（Computer Based Testing）方式の
試験制度の導入を予定しています。これにより、申込期間中に全国の試験会場の中から受験日時と受験場所を個別に選択いただくことができるようになります。詳細については、
今後決定次第、協会ＨＰやメールマガジンでご案内いたしますので、今しばらくお待ちください。なお、上級試験は従来通りの公開会場における一斉試験になります。

■2022年以降の初級・中級試験について


