
 会場／形式 KFCホール（東京都墨田区）／公開講座（対面）
 級 中級のみ
 開催日時 4月23日（土）　9:30～17:30（受付9:00開始） 
 受講料（税込） 10,500円
 申込開始 4月１日（金）からHPで受付開始（定員に達し次第受付終了）

合格者数の多い過去の表彰団体（50音順）
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／京都栄養医療専門学校／京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社／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／三井食品株式会社／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／ほか多数社

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。
「食品表示検定認定テキスト・問題集のご案内」

「食品表示検定・初級」向け認定
テキスト。2022年4月から完全義
務化される原料原産地表示をは
じめ、食品表示の基礎をわかりや
すく解説。食品表示を読み解く力
を養うための入門書として最適で
す。食品業界に就職を希望される
学生の方にもおすすめ。

改訂7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：1,650円（税込）
2022年1月発行
2022～2023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：2,750円（税込）
2021年１月発行
2022年度の中級試験対応

食品表示の専門家養成！

｢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：1,540円（税込）
2018年8月発行

初級合格のための副教材に最適！
NEW

※2022年3月中旬に「中級・問題集」発売予定

ご自身に合った形式の「対策セミナー」をお選びください。選べる３つの「対策セミナー」
公開講座（中級のみ）

▶会場で集中学習！

 形式 各級の対策セミナー（録画）を配信
 級 初級、 中級
 配信期間 初級：3月28日（月）～5月31日（火）　中級：3月1日（火）～６月17日（金）
 受講料（税込） 初級：5,200円　中級：10,500円
 申込開始 初級：3月28日(月）～、 中級：3月1日（火）～

オンデマンド講座（初級・中級）

▶自分のペースで学習可能！

 会場 申込み団体の指定会場
 級 初級、 中級
 受講人数 制限なし
 日程 申込み団体のご希望日（複数）より調整
 　 ＊詳細はＨＰでご確認のうえ、お問い合わせください。

派遣セミナー（初級・中級）

▶企業・団体でまとめて学習！
企業・団体等で多数の方がまとまって受講可
能！　会場に講師を派遣、内容は公開講座・オ
ンデマンド講座と同様です。

食品表示について学びたい方であればどなたで
も受講可能！　PC、タブレット端末、スマート
フォン等で繰り返し受講が可能です。自宅や職
場等、好きな場所、時間に受講できます。

講師と対面でのセミナーです。
認定テキストの重要箇所を１日集中して学習で
きます。

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

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

［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

食品表示検定試験
2022年（前期）  初級、中級の試験がCBT方式に変わります!

11

累計受験者数（初級・中級・上級合計）
152,911人

累計合格者数（初級・中級・上級合計）
74,505人

※2022年1月現在

全国47都道府県にあるテストセンターの中から、自宅や職場の近く
など、ご自身で受験会場を選択できます

全国300カ所以上のテスト
センターから、受験会場を選べます

試験内容・難易度などはこれまでのペーパー試験と同じで、同じ資
格として扱います33 食品表示診断士の資格は

これまでと同様です

試験日は試験期間（3週間程度）から好きな日時を選んで受験予約
ができます22 希望の日時に受験できます

食品表示検定ＣＢＴの概要 最 新 情 報
および詳細は
下記QRコード
からご 確 認
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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

　「食品表示」は、消費者にとってその商品の内容を知る有力な情報源です。消費者は食
品に記してある「表示」を読み解きます。事業者にとって「食品表示」は、消費者に商品
を理解してもらうための情報提供源で、「食品表示法」で定められたルール（食品表示基
準）を厳守し運用することが必要となります。「食品表示検定試験」は消費者にも事業者
にも食品をよく知るための資格といえます。
　現在、食品表示検定試験の受験者は年間1万5,000人以上、12年間の累計受験者数は
15万人を超えています。食品表示検定試験を推奨する団体・企業・学校は延べ8,800団
体にのぼり、全国で「食品表示診断士」が活躍しています。

　本検定はこれまで全国統一の試験日（6月と11月）にペーパー試験で実施してきました
が、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、2020年6月は創設以来初の中止となり
多くの方々にご迷惑をおかけいたしました。
　このような状況を踏まえ、受験者の皆様に安定的かつ継続的に受験機会をご提供する
ことを目的に、初級・中級の検定試験は、2022年よりCBT（Computer Based Testing）
方式（コンピュータによる受験方法）で行うことになりました。これまでの特定会場によ
る全国一斉テストと異なり、全国300カ所以上のテストセンターの中から試験期間中に、
ご自身で会場と試験日時を選んで試験が受けられます。
　上級試験は、これまで同様、年１回単一日時に公開会場にてペーパー試験を実施します。

食品表示検定の必要性

初級・中級はCBT方式を導入

6月1日（水）
　　 ⇔

6月21日（火）
第
25
回
初級 

6月18日（土）
　　 ⇔

7月10日（日）
第
25
回
中級 

11月20日（日）
第
12
回
上級 
公開会場での全国一斉ペーパーテスト

CBT方式導入

CBT方式導入



食品表示検定 過去問題例（第24回初級問題より）
次の文章の［　　］にあてはまる最も適切な語句を、次の①～③の中から１つ選んでください。
原料原産地表示に関する個別の規定がある品目は、「うなぎ加工品」「農産物漬物」「野菜冷凍食品」「かつお削りぶし」
「［　　　］」である。
①おにぎり（のりを巻いたもの）　　　②農産物缶詰　　　③調理冷凍食品

正答：①
解説：2017年（平成29年）の食品表示基準改正により、「おにぎりののり」についても原料原産地名の表示が義務化されました。具体的には、のりとのり
の原そうの産地が同一の産地となることから「のり（国産）」、あるいは「のり（原そう（国産））」のように、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を表示します。
出所：「改訂７版 食品表示検定認定テキスト・初級」「3-5　原料原産地名の表示について」P10７、資料編「原料原産地表示について、個別ルールのある食品
　　   （22の食品群と5品目）」Ｐ291

〈受験者の業種別比率〉

お申込とお支払方法

お申込とお支払方法

個
　
人

マイページ
登録 受験申込とお支払

団
　
体

上
　
級

受験者数
申請

お支払と
受験チケット発行 受験申込

試験
当日

合否結果
発表

合否結果
発表

試験
当日

受験予約
の確定

受験票
発送

2022年（前期）食品表示検定試験実施概要各級のご紹介

各級のデータと優秀企業受賞者の声

お申込から合否結果発表までの流れ

第25回　中級第25回　初級 第12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 ※別途事務処理料250円

札幌、仙台、東京、名古屋、
大阪、広島、福岡

学歴、年齢、性別、国籍の制限なし 中級食品表示診断士（中級合格者）

テストセンターのPCを使用した選択式

試験日程

試験地区
（予定）

受験申込期間

受験資格

出題形式

前半・後半で計150分、途中休憩1回あり

ペーパー試験（一斉）

試験時間

試験方式

6月1日（水）～6月21日（火） 6月18日（土）～7月10日（日） １１月２0日（日）

全国300カ所以上のテストセンター

90分

CBT

インターネットから申込＆お支払

団体申込なし

インターネットからマイページ登録後、申込＆お支払

①責任者がインターネットから受験人数を申請＆お支払
（団体受験者数申請は3月14日（月）～4月8日（金））
②受験者がインターネットからマイページ登録＆申込

5,280円 8,800円

4月1日（金）～4月30日（土） 4月1日（金）～5月16日（月） 8月中旬～10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

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

申込方法〈個人〉

申込方法〈団体〉
※各級単位で10名以上

NEW「改訂7版食品表示検定認
定テキスト・初級」
※2022年1月発行。2022年度の試験は改訂7
版に準拠して出題されますのでご注意ください。

「改訂7版食品表示検定認定テキ
スト・中級」
※2021年1月発行。2022年度の試験は改訂7
版に準拠して出題されます。

49.3
%

17.4%

14.0
%

13.3%

1.9%

4.0%

第11回
上 級

「食品表示検定試験」は、初級、中級が前期と後期の年2回、上級が年1回開催されます。初級・中級は CBT方式で行われ、上級試験
は全国一斉ペーパー試験」となります。

〈初級・中級〉CBT方式の場合

〈上級〉単一日開催のペーパー試験の場合

お申込

クレジットカード、コンビニでお支払

お支払

インターネット申
込サイトからマイ
ページ登録

インターネットよ
り個人申込

インターネットか
ら責任者が受験
者数を申請

協会よりご請求、団
体がお支払。
協会より受験者数分
の受験チケットを発行

予約完了メ
ール通知。
マイページで
申込内容、
試験会場地
図等をご確
認

登録住所へ
ご郵送

お申込の会
場でご受験

HPで結果照
会。合格者に
は合格証郵送

HP（マイペー
ジ）で結果照
会。合格者に
は合格証郵送

※団体は責任
者へ一括送付

お申込の会
場・日時にご
受験

団体受験者が受験会
場、日時を選択して
受験申込。支払は受
験チケット利用

受験会場、日時を選択して受験申込
クレジットカード、コンビニ、Pay-easy

でお支払い

　兵庫県加古川市に本拠を置き、県内に60
数店舗を展開しているスーパーマーケットです。
当社の方針で、幹部候補試験の受験条件の
１つに「食品表示検定初級資格試験合格」
を掲げております。社員の受験意欲が高
く、このような厳しい情勢下にありなが
ら、改正法の施行と弊社の惣菜部門の強化
の時期が合致したこともあり、毎回120名
以上の受験希望者がありますが、会場の関
係から80名程度に限定して受験を続け、食
品表示に対する社員の意識向上に努めてま
いりました。今後も、これまで以上に食品
衛生に努め、安心・安全な商品をお客様に
提供し続けてまいります。

株式会社マルアイ
取締役経営企画室長兼指導教育部長
畑 利秋 様

　株式会社ロッテ 中央研究所は新たな研究開
発に挑戦し、商品を生み出し続ける部署で「食
品表示」はとても重要なものと考えております。
原料をゼロから選定しレシピを組み立てていく
研究員が、ポジティブに切磋琢磨し合いながら
表示に関するスキルを高めていく方法はないか
と考えている中で食品表示検定を知り、中級に
チャレンジしました。勉強しながら改めて学び
気付くこともあり、意義深いものと感じました。
　今回、全員合格を達成でき、研究所内のモ
チベーションは益々高まっております。今後も
お客様に安全と安心を担保しお届けしていく
ための組織教育の一環として活用させていた
だきたいと考えております。

株式会社ロッテ
中央研究所所長
芦谷 浩明 様

中日本フード株式会社
安全管理室
惣田 優香 様
　中日本フード株式会社はニッポンハムグル
ープで主に食肉製品の販売を管轄している会
社です。私は新規登録商品の申請業務、お得
意先様への提出書類や販促物の内容確認等、
表示や品質に係る仕事を担当しております。グ
ループ全社的にもこの検定取得が推進されて
おり、受験に挑戦致しました。上級試験の出題
範囲は多岐に渡ります。しかし、食品表示に携
わる者として幅広い知識を蓄えることは必要
不可欠であると考えています。食品の「安全・
安心」は当たり前と考えられる時代になりまし
た。今後も学びの姿勢を忘れず、食品会社の
一員としてより良い商品のお届けに貢献できる
よう精進してまいります。

食品卸・商社
外食・中食

食品製造業
食品小売業

その他業種
学生・一般

無回答・無効

第24回
中 級

47.2
%

16.4%

10.6
%

12.4
%

4.1% 9.3
%第24回

初 級

24.0%

27.2%17.1%

16.9%

2.3%

0.1%

12.5
%

受験者数
合格率
平均点

2,628人
62.3％
72.6点

受験者数
合格率
平均点

3,965人
50.7％
68.9点

受験者数
合格率
平均点

570人
16.0％
65.2点

こんなメリットがありますこんな方にオススメ

※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。同一回での初級、中級併願受験も可能です。　※上級は中級合格者であることが受験条件です。

●食品業界に携わり「食品表示」の基礎を知りたい方
●食品業界、食品小売業に就職を希望される方
●食品表示に興味があり、商品選択に役立てたい消費者の方

●食品業界に欠かせない「表示」の基礎が学べる
●食品表示の基礎を理解し、「安全・安心」な
商品選択に活かせる

●食品業界の商品開発のご担当者、食品販売責任者
●食品工場、食品仕入れ部門などのご担当者
●品質管理、品質保証のご担当者

●食品表示の専門知識を業務に活かせる
●仕入れや販売業務で顧客からの質問や疑
問に答えられる

●品質保証などの責任者、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活躍できる
●食品表示を作成・指導できる

初級
食品表示が読

める

中級
食品表示をつ

くれる

上級
食品表示を教え

られる

2020年度　初級合格者数表彰団体 2020年度　中級合格者数表彰団体 2020年度第10回　上級成績1位受賞者


