
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月に完全義務
化された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。時代の変化に沿
って折々に改正が行われる食品
表示関連法令にも対応し、最
新情報に基づき解説。表示を
読み解くだけでなく、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

食品表示作成への第一歩！

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、全問解
説付きで試験対策に
役立つとともに、食品
表示の重要ポイントが
よりいっそう理解できる
ようになります。

食品表示検定
中級・問題集

発売：ダイヤモンド社
定価：2,200円（税込）
2022年3月発行

中級合格のための副教材に！

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」

 形式 各級対策セミナー（録画）を配信
 級 初級・中級
 申込配信期間 初級：8月22日（月）～11月21日（月）　中級：8月30日（火）～12月11日（日）
 受講料 初級：5,200円　中級：10,500円（いずれも税込）

オンデマンド講座（初級・中級）
▶自分のペースで学習可能！
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。

 会場／形式 KFCホール（東京都墨田区）／対面
 級 上級
 開催日時 10月5日（水）13：00～17：30（受付12：30開始）
 受講料 7,300円(税込)
 申込開始 9月12日（月）～（定員に達し次第受付終了）

上級模擬問題演習（公開講座）
▶会場で実践学習！
上級試験と同様の形式の模擬問題を解くことで
上級試験を体験できる講座です。
※質疑応答時間がございます。

 形式 上級模擬問題演習（公開講座）の録画を配信
 級 上級
 申込配信期間 10月17日（月）～11月19日（土）
 受講料 7,300円（税込）　

上級模擬問題演習（オンデマンド講座）
▶自身のペースで実践学習！
上級試験と同様の形式の模擬問題をご自身のペ
ースで解き、講師の解説を何度も繰り返し聞く
ことができるため、しっかり復習もできる講座で
す。※「公開講座」の質疑応答は含まれません。

 会場／形式 KFCホール（東京都墨田区）／対面
 級 中級
 開催日時 10月16日（日）9：30～17：30（受付9：00開始）
 受講料 10,500円（税込）
 申込開始 9月12日（月）～（定員に達し次第受付終了）

公開講座（中級のみ）
▶会場で集中学習！
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。

 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

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。

＊詳細はＨＰでご確認のうえ、お問い合わせください。 受験者16万人を超えた「食品業界」で働く方に欠かせないスキル

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
初級、中級の試験がCBT方式に変わりました!
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累計受験者数（初級・中級・上級合計）

160,031人

累計合格者数

74,505人 ※2022年1月現在

※2022年7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

試験期間中に日時を選んで受験予約できます（テストセンターにより、
受験可能な曜日、時間が異なりますのでご注意ください）22 日時を選んで受験できます

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

食品業界の皆様には頻繁に改正される法令等に関
する知識を点検する機会として、食品表示検定を
活用いただいています。2009年開始以来、のべ16
万人が受験し7万人以上の方が食品表示診断士とし
て認定されています。

2021年まで初級・中級は特定の日に決められた会場にて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拡大等によ
り、予定通り実施できない事態がありました。このような状況を踏まえ、2022年６月の試験からCBT方式（Computer Based 
Testing：コンピュータを利用した受験）に移行しました。約300カ所のテストセンターの中から、試験期間中にご自身で試験会場と
試験日時の選択が可能です。上級は従来どおり年1回特定の試験日に公開会場にてペーパー試験を実施します。

初級・中級はＣＢＴ方式を導入

〈試験期間〉

11/1（火）～11/21（月）
〈申込受付期間〉

9/1（木）～10/17（月）

第
26
回
初級 
（CBT）

第
26
回
中級 

〈試験期間〉

11/18（金）～12/11（日）
〈申込受付期間〉

9/1（木）～10/17（月）
（CBT）

第
12
回
上級 

〈試験期間〉

11/20（日）
〈申込受付期間〉

8/29（月）～10/7（金）

2022年 後期

食品表示検定
詳細はHPをご参照ください

公開会場での
全 国 一 斉
ペーパーテスト



中級試験問題例（『食品表示検定 中級・問題集』練習問題より）
「製造所固有記号の表示」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つ選びなさい。
①乳、乳製品には、販売者名と製造所固有記号の組み合わせによる表示はできない。
②原材料や添加物の配合が同じでも、内容量が異なる場合は同一製品には該当せず、製造所固有記号を使用することはできない。
③業務用加工食品も、製造所所在地及び製造者の氏名又は名称を、「製造所固有記号」により表示する場合は、応答義務に関する
表示が必要である。

正答：③
解説：業務用加工食品は、消費者には販売されないため、消費者が業務用加工食品の表示を確認して情報を取得することはないこと、事業者間で規
格書等により製品情報の伝達管理等が行われるため、製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称が把握できない事態は生じないと考えられることか
ら、製造所固有記号を表示することによって課せられる応答義務はありません。
出所：改訂7版 食品表示検定 認定テキスト・中級「3-10　製造者、輸入者、販売者」

〈受験者の業種別比率〉
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2022年（後期）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26回　中級第26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

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

11月1日（火）～11月21日（月）11月18日（金）～12月11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

【団体事前申請期間】8月15日（月）～ 8月31日（水）
①責任者が事前申請期間にインターネットから受験人数を申請＆お支払

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

9月1日（木）～10月17日（月） 8月29日（月）～10月7日（金）

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。
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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

〈上級〉単一日開催のペーパー試験

マイページ
登録

インターネット申
込サイトからマイ
ページ登録（マ
イページをお持ち
の方はログイン）

受験申込

試験会場、日時を選択

お支払
〈個人〉
・クレジットカード
・コンビニ／Pay-easy

〈団体〉
・受験チケット番号を
入力

商品デザインと食品表示は連動する重要な情報源
　弊社は、九州で調味料を主に生産している食品メーカーです。自社商
品はもとより他社様のPB商品開発も数多く、幅広いジャンルの食品を
生産しています。私は営業本部で商品のパッケージデザインを担当して
います。そこで感じていることは食品表示は欠くことのできない重要な
情報源ということです。
　例えば、パッケージデザインでは、表示に準じたイラストやキャッチ
コピーを作成する必要があり、表示ルールを逸脱したものや、適切でな
い表現は使えません。当然、名称や原材料表示などの義務表示事項を
満たしているかもチェックします。つまり商品デザインと食品表示は常
に連動しているということです。
　食品表示検定試験は中村学園大学で一番食品が担当していた「食品
表示」の講義を機に受験し、初級に合格しました。最初は食品表示にあ
まり関心がなかったのですが、徐々に表示とマーケティングの大切さと
面白さを感じ始めました。就職は食品メーカーを目指していましたの
で、面接で食品表示の資格は有効に働いたと思います。
　実際に社会人となって、業務に携わっていくにつれ、更に上のレベル
の資格をとる必要があると感じ、中級を受験し合格しました。
　業務を行いながらの受験で大変でしたが、テキストを何度も読み返
し、勉強しました。印象的だったのが試験会場でのこと。学生から社会
人、なかには高齢の方も受験されていて、関心の高さを実感しました。
今後は、上級へのチャレンジもありますが、色彩検定などの資格もと
り、スキルアップに繋げていきたいです。

一番食品株式会社
営業本部　営業管理課　営業企画
上田 貴之様

配属の必須条件は「食品表示検定・中級」資格
　私どもライフコーポレーションは近畿および首都圏に288店舗(22年4月
現在)を有する食品スーパーマーケットです。私は品質保証部に配属になり
2年目になります。主に期限管理などの商品検査を中心に業務を行っていま
す。それ以前は店舗で惣菜を担当していました。お客さまのなかには、アレ
ルギー体質の方もいらっしゃり、食品表示の有効性など、当時から食品の
品質や安全に興味を持っていましたところ、品質保証部からの部員の公募
があり、現職に配属となりました。
　ただ品質保証部には、「食品表示検定・中級以上の資格を持つこと」とい
う社内規定があり、配属後すぐに受験をすることになりました。試験まで配
属後約半年しかありません。食品表示はその範囲が幅広く、また法律の改
正が頻繁にある複雑な検定試験というのが私の率直な印象です。
　食品表示に関しては、わが社では品質保証の部署だけでなく、プロセス
センター所属の方やバイヤーにも知識を身に付けてもらおうと社内セミナー
を行っていました。しかしながらこの数年間はコロナ禍でセミナーは開催で
きなくなりました。そこで、品質保証部の先輩の指導のもとマンツーマンで
受験勉強をしたことを覚えています。
　品質保証部では、店舗からの問い合わせ対応や、インストア商品の検
査、また仕入れ担当者から依頼される商品検査、さらには各プロセスセン
ターでも微生物検査や理化学検査などを実施しています。
　近年では、食の安全・安心への関心が高まっています。食品表示上級試
験の受験もさることながら、食品安全検定やQC検定などの資格にも挑戦
し、さらなる食の品質安全の向上を目指していきたいです。

株式会社ライフコーポレーション
品質保証部　近畿圏品質保証課
山下 桂様

インターネットか
ら責任者が受験
者数を申請

受験者数
申請

・協会よりご請求
・団体が一括お支払
・協会より受験者数
分の受験チケット
を発行

お支払と受験
チケット発行

インターネットから
個人申込

クレジットカード、コンビニでお支払

受験申込 お支払

受験者は個人申込と同
様にマイページ登録&
受験申込。受験チケッ
ト番号の入力で、個人
支払不要

マイページ
登録

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

受験票
発送

受験予約
の確定

お申込の会場・
日時にご受験

お申込の会場
でご受験

試験当日

試験当日

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
者へ成績一覧
送付

HPで結果照会。
合格者には合
格証郵送

合否結果
発表

合否結果
発表

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

2019年11月初級・2021年11月中級合格 2020年11月中級合格
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