
【改訂５版】食品表示検定・初級　認定テキスト　訂正情報 日付：２０１９年１０月１日

●２０１９年10月1日付の訂正は以下の通りです。お手数ですが訂正をお願いいたします。

★2019年11月の試験は、２０１９年４月１日時点で有効な法令に基づいて出題されます。 作成：一般社団法人　食品表示検定協会
訂正情報
発表日

対象と
なる刷

ページ 章 訂正箇所 訂正前 訂正後

P43 2-2-1 下から３行目 ●「旧国名」→丹波、土佐
●「旧国名」→土佐
（2019年9月19日付で通知「食品表示基準Q&A」が改正されたことに伴う訂正で
す。）

P79 3－3－2 上から12行目 『特定原材料に準ずるもの』（20品目）とは、 『特定原材料に準ずるもの』（2１品目）とは、

P79 3－3－2 上から15行目 これらすべてを含んだ27品目を「特定原材料等」と これらすべてを含んだ28品目を「特定原材料等」と

P79 3－3－2 図表１の2段目 特定原材料に準ずるもの（20品目）［任意表示］：あわび、・・・・ 特定原材料に準ずるもの（2１品目）［任意表示］：アーモンド、あわび、・・・・

P80 3－3－2 上から5行目 図表１の特定原材料等の27品目について、 図表１の特定原材料等の28品目について、

P82 3－3－2
図表3に
1段追加

（新設）
特定原材料に準ずるもの：アーモンド
代替表記：　　　　　　　　　　　－
拡大表記（表記例）：　　　アーモンドオイル

P83 3－3－2
〈個別表示の
例〉の右列

≪原材料名のうち、網掛けしてあるもの≫
小麦粉、卵、バター、しょうゆ（小麦・大豆を含む） / 乳化剤（大豆由来）

≪原材料名のうち、網掛けしてあるもの≫
小麦粉、卵、アーモンド、バター、しょうゆ（小麦・大豆を含む） / 乳化剤（大
豆由来）

P83 3－3－2 下から９行目 「小麦粉」と「卵」が特定原材料又はそれを含む 「小麦粉」と「卵」及び「アーモンド」が特定原材料等又はそれを含む

P83 3－3－2 下から７行目 原材料の１つです。 原材料の１つ、「アーモンド」は特定原材料に準ずるものの１つです。

●２０１９年７月２９日以前にお知らせした訂正は以下の通りです。お手数ですがこちらも訂正をお願いいたします。
訂正情報
発表日

対象と
なる刷

ページ 章 訂正箇所 訂正前 訂正後

P36 1-４ 上から１行目 ミール、米粉調整品、米菓生地、 ミール、米粉調製品、米菓生地、

P36 1-４ 上から11行目

食品表示基準で従来から原産地表示が必要な玄米や精米、及び原材料
に使用したもち米の重量が５０％以上であるもちに関しては、食品表示基
準に従って表示することで、米の産地情報が消費者に伝達されたことにな
ります。

食品表示基準で従来から原産地表示が必要な玄米や精米、及び原材料
に使用したもち米の重量が１００％であるもちに関しては、食品表示基準に
従って表示することで、米の産地情報が消費者に伝達されたことになりま
す。また、もち米の重量が５０％以上のもちに関しては、重量順位2位以下
の米粉等の原材料について米トレーサビリティ法により米の産地情報を伝
達します。

P71 ３－１ 上から11行目 日本工業規格（JIS）に規定する
日本産業規格（JIS）に規定する
（注：2019年7月の法令改正により名称が変更となりました。）

P107 ３－５ 下から8行目 送り状、納品書又は企画書等で製造業者等に伝達する必要が・・ 送り状、納品書又は規格書等で製造業者等に伝達する必要が・・

3－3－2

2019年
7月29日

１～２刷

2019年
10月1日

１～２刷

2019年9月19日に通知「食品表示基準について」が改正され、特定原材料に準ずるものにアーモンドが追加されました。
これに伴って、テキストの3－3－2「原材料名＜アレルギー表示について＞」の、特定原材料に準ずるものに関する記述は、下記の読みかえをお願いいたします。
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訂正情報
発表日

対象と
なる刷

ページ 章 訂正箇所 訂正前 訂正後

P187 ４－１５
〈食用塩の表

示例）
②原材料名：天日塩（メキシコ製造） ②原材料名：天日塩（メキシコ）

P187 ４－１５
〈食用塩の表

示例）
⑤製造方法　　原材料名：天日塩（メキシコ製造） ⑤製造方法　　原材料名：天日塩（メキシコ）

P202 ４－２１ 上から1行目
なお、重量の割合が上位2位以降の原材料についても、任意で原料原産
地を表示することができます。

なお、重量の割合が上位2位以降の原材料についても、米粉等の原材料
については米トレーサビリティ法により、その米の産地情報を表示します。

P202 ４－２１ 上から8行目

もちについては、使用した原材料に占める重量の割合が最も高い米穀で、
かつ、当該割合が５０％以上であるものであれば食品表示基準の原料原
産地名表示を行いますが、米穀が５０％未満の場合は、米トレーサビリティ
法の対象として、米穀（もち米や米粉）の原産地を表示します。

もちについては、使用した原材料に占める重量の割合が最も高く、かつ、
当該割合が５０％以上である米穀については食品表示基準の原料原産地
名表示を行い、2位以下の原材料及び米穀が５０％未満の場合の原材料
については、米トレーサビリティ法の対象として、米穀（もち米や米粉）の原
産地を表示します。

P225 4-27-2 下から8行目 「特定料理提供事業者」 「特定料理提供業者」

P225 4-27-2 下から４行目 特定料理提供事業者 特定料理提供業者

P240 5-1 上から8行目 「乳児用調製粉乳」 「乳児用調製乳（乳児用調製粉乳、乳児用調製液状乳）」

P2７３ 資料
【1】（６）もち
補足説明

・食品表示基準により原料原産地表示をした場合は、米トレーサビリティ法
による表示は対象外となる。

・食品表示基準により原料原産地表示をした場合は、重量順位2位以下の
原材料について米トレーサビリティ法により米の産地情報の伝達が必要と
なる。

●「食品表示基準Ｑ＆Ａ」が2019年３月１日付で改正されました。この中で、一部を簡略化してご紹介します。
Q&A番号 改正前のＡ（回答） 改正後の新しいＡ（回答）

生鮮－
３０

（Ｑ＆Ａとしては新設ですが食品表示基準では、「主たる養殖場（最も養殖
期間の長い場所をいう。）」と定義されておりますので、養殖期間が最も長
い養殖場が属する都道府県を表示することになります。）
※改訂5版初級テキストではＰ６０に記述があります。

（今回新たに示された内容は以下の通りです。詳細はQ&Aをご覧ください。）
ただし、Ａ県で育成（第１段階）された種苗をＢ県で更に育成（第２段階）し
て生産物として出荷する場合、第１段階は種苗の育成期間であり養殖期
間には含まれないものと考え、第２段階の育成を行ったＢ県を原産地とし
て表示します。

国内の２箇所以上の養殖場で養殖した水
産物の原産地として地域名を表示する場
合について、どのように表示すればよいで
すか。（新設）

2019年
7月29日

１～２刷

※２０１９年７月１日に施行された各種法令改正に伴い、テキストのなかの飲酒可能年齢に関連する「未成年者」の記述について、「２０歳未満の者」と読み替えてください。（具体的には、
P22の酒類業組合法の中の記述、及びP219～223の「４－２６　酒類　混成酒類　リキュール」のなかの、「未成年者の飲酒」の部分を「20歳未満の者の飲酒」に読み替えてください。）

Ｑ（質問）
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●2019年4月26日以前にお知らせした訂正は以下の通りです。お手数ですがこちらもご確認の上、訂正をお願いいたします。   
訂正情報
発表日

対象と
なる刷

ページ 章 訂正箇所 訂正前 訂正後

2019年
4月26日

１～２刷 P20 1-2 下から6行目
公正競争規約とは事業者又は事業者団体が、景品表示法第11条に基づ
き、

公正競争規約とは事業者又は事業者団体が、景品表示法第31条に基づ
き、

P101 3-5 下から14行目 改正された原料原産地表示制度では、国内で加工されたすべての・・・
改正された原料原産地表示制度では、国内で製造、加工されたすべて
の・・・

P174 4-12
〈即席カップめ
んの表示例〉

調理方法：枠外下部に記載 （削除）

１刷 P89 3-3-3 上から16行目 組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質 組み換えられたDNA及びこれによって生じたたんぱく質

１～２刷 P189 4-16 下から１行目
定義により「ドレッシング」「ドレッシングタイプ調味料」「半固体状ドレッシン
グ」・・・

定義により「ドレッシングタイプ調味料」「半固体状ドレッシング」・・・

2018年
2月28日

１刷 Ｐ226 4-27-2
〈お品書きや料理
に表示をする場

合〉
本日のお肉の個体識別便号は1234567890です。 本日のお肉の個体識別番号は1234567890です。

P123 3-11 下から4行目 「１食分」「１包装」と表示する場合には「１食分（○○ｇ）」のように、・・・ 「１食分」と表示する場合には「１食分（○○ｇ）」のように、・・・

Ｐ165 4-8
〈アイスクリー
ムの表示例〉

原材料名：
　　牛乳（国内製造）、生クリーム、脱脂粉乳、卵黄（卵を含む）、・・・

原材料名：
　（①牛乳（国内製造）、生クリーム、脱脂粉乳、卵黄（卵を含む）、・・・）
　（②牛乳（国内製造）、乳製品、卵黄（卵を含む）、・・・）

○2018年1月19日付で「食品表示基準Q&Aについて」（第140号通知）が改正されました。それに伴い、本書の記述を以下の通り訂正致します。
正誤表
発表日

対象と
なる刷

ページ 章 訂正箇所 訂正前 訂正後

Ｐ115 3-9 上から１行目
「原産国」とは、例えば、せんべいを焼く・揚げるといった加工や製造によ
り・・・。

「原産国」とは、例えば、濃縮果汁を希釈するといった加工や製造によ
り・・・。

Ｐ115 3-9 下から３行目
実質的な変更をもたらす行為（濃縮果汁の希釈、米菓の煎焼又は揚げ等）
をしていない製品

実質的な変更をもたらす行為（濃縮果汁の希釈等）をしていない製品

【参考資料】 改正前（旧） 改正後（新）

(加工－149）Ｓ国で素焼きしたおかきを輸入し、国内で仕上げ（味付け）を
するのですが、原産国表示が必要となりますか。

(加工－149）Ｓ国で素焼きしたおかきを輸入し、国内で仕上げ（味付け）を
するのですが、原産国表示が必要となりますか。

（答） （答）
製品の原産国とは景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表
示」において「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行
なわれた国」と定義されており、米菓については「煎焼又は揚」を行った国
が原産国と整理されています。したがって御質問のおかきについては、原
産国名をＳ国と表示する必要があります。

製品の原産国とは景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表
示」において「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行
なわれた国」と定義されており、素焼きしたおかきに味付けする行為は、商
品の内容について実質的な変更をもたらす行為に該当するため、原産国
表示は必要ありません。

（以上）

2019年
3月1日

１～２刷

「食品表示基準Q&Aについて」（消食表第140号）通知　第
４次改正（2018年1月19日付）の新旧対応表を一部抜粋し
ています。このように、商品の内容について実質的な変更
をもたらす行為の範囲が改められましたので、テキストの
記述について、改正後の内容に合わせるため、一部訂正
を致します。

2018年
8月1日

2018年
3月30日

１刷

※補足
生クリームについては、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（乳等省令）」で定義された語ではないものの、食品の一般名称として広く使われているものであることから現在のテキストの表示（①）であっても問題はあり
ません。一方、「乳等省令」に沿った形で、生クリームを乳製品と表示する場合は、「乳等省令」で同じく乳製品に分類されている脱脂粉乳を生クリームとあわせて「乳製品」と表示（②）することになります。

2018年
2月28日

１刷
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