
【改訂6版】　食品表示検定・中級　認定テキスト　訂正情報

★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。 日付：２０１９年１１月８日

●２０１９年11月８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。 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

頁 章 訂正箇所 訂正前 訂正後

P310 5-7 一番下の行 改正も、同時に行われています。 改正も、同様に行われています。

P316 5-7 下から１３行目
２０１６年（平成２８年）に、景品表示法の実効性を高めるための法改
正が行われました。

２０１４年（平成２６年）に、景品表示法の改正法が公布され、監視指
導体制の強化は同年に、課徴金制度は２０１６年（平成２８年）に施行
されました。

●2019年10月１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

頁 章 訂正箇所 訂正前 訂正後

P39 2-2-1 上から8行目 ・一般に知られている旧国名（例：丹波、土佐）
・一般に知られている旧国名（例：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）

P170 4-4-2
〈即席めんの表示

例〉
製造者の欄

製造者　〇〇食品　株式会社
　　　　　大阪府〇〇市〇〇町〇-〇-〇(本社）
　　　　　◇◇県◇◇市◇◇町◇-◇-◇（◇◇工場）

製造者　〇〇食品　株式会社
　　　　　大阪府〇〇市〇〇町〇-〇-〇(本社）
製造所　◇◇県◇◇市◇◇町◇-◇-◇（◇◇工場）

P20７ 4-4-11
〈精製はちみつの

表示例〉
製造者の欄

製造者　〇〇食品　株式会社
　　　　 　〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇(本社）
　　　　 　△△県△△市△△町△-△-△（製造所）

製造者　〇〇食品　株式会社
　　　　 　 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇(本社）
製造所　△△県△△市△△町△-△-△（製造所）

5－2

P255 5－2 下から3行目 特定原材料に準ずるものとして、20品目 特定原材料に準ずるものとして、2１品目

P256 5－2 図表２の2段目 特定原材料に準ずるもの（20品目）：あわび、いか、・・・ 特定原材料に準ずるもの（2１品目）：アーモンド、あわび、いか、・・・

P256 5－2 下から11行目 及び「特定原材料に準ずるもの」を合わせた27品目 及び「特定原材料に準ずるもの」を合わせた28品目

P257 5－2 下から10行目 特定原材料に準ずるもの20品目について 特定原材料に準ずるもの2１品目について

P260 5－2 上から10行目 特定原材料に準ずるもの20品目について 特定原材料に準ずるもの2１品目について

P262 5－2 図表４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

P265 5－2 下から10行目 「特定原材料に準ずる20品目を含む27品目」 「特定原材料に準ずる21品目を含む28品目」

2019年
11月8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5-2「アレルゲンを含む食品の表示の解説」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

頁 章 訂正箇所 訂正前 訂正後

P17 1-2
図表１「具体的な表示
事項」　上から２つ目

・未成年者飲酒防止法に基づく表示
・20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律に基づく表示
（注：2019年7月1日施行の法令改正に伴う変更。下部＊も参照のこと）

P17 1-2
図表１「法律名称」

上から５つ目
日本農林規格に関する法律（ＪＡＳ法） 日本農林規格等に関する法律（ＪＡＳ法）

P67 3-1
〈個別的義務表示の例
（マカロニ類）〉の表示

例の原材料名欄
原材料名：デュラム小麦のセモリナ（カナダ製造）、 原材料名：デュラム小麦のセモリナ（カナダ製造）

P126 4-2-2 下から３行目 ２２の加工食品（食品表示基準　別表第15の１（14））に該当します。 ２２の加工食品（食品表示基準　別表第15の１（10））に該当します。

P304 5-6-2 上から5行目 ・・・1日当たりのカルシウムの栄養等表示基準６８０ｍｇの・・・・ ・・・1日当たりのカルシウムの栄養素等表示基準６８０ｍｇの・・・・

P321 5-8 下から１６行目
ただし、「玄米」「精米」及び原料原産地表示の義務のある「もち」について
は、食品表示基準に基づく表示をすることで産地情報の伝達を果たしたこと
になります。

ただし、「玄米」「精米」及びもち米のみで作られた「もち」については、食品表
示基準に基づく表示をすることで産地情報の伝達を果たしたことになります。
なお、もちについて重量順位2位以下の原材料がある場合は米トレーサビリ
ティ法による米穀等の産地情報の伝達が必要となります。

P354 6-2 上から６行目 消費期限又は賞味期限内に表示値が変動したとしても許容差の・・・ 消費期限又は賞味期限内に栄養成分量が変動したとしても許容差の・・・

P354 6-2 上から１６行目 あることを記載する（「推定値」又は「この表示値は、目安です」）。
あることを「推定値」又は「この表示値は、目安です。」のいずれかの
文言を含めて表示する。

P383 資料4 【1】（６）のもちの下
※食品表示基準の別表15【1】（6）の「もち」として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米穀等の産地情報の伝達は必要ありませ
ん。

※食品表示基準の別表15【1】（6）の「もち」として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る米穀等
の産地情報の伝達が必要となります。

訂正情報
発表日

対象と
なる刷

頁 章 訂正箇所 訂正前 訂正後

P48 2-3-1 上から１６行目 ②タレかけ、漬け込み、調味料に湿潤させる処理：タンブリング処理 ②タレかけ、漬け込み、調味料に浸潤させる処理：タンブリング処理

P78 3-5 下から３行目 ・不特定又は多数の者に対して譲度（販売を除く。）する場合 ・不特定又は多数の者に対して譲渡（販売を除く。）する場合

P90 3-5 一番下の行 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・・

P246 5-1 下から７行目
〇添加物には、水やデキストリンなどの副剤が使用されている場合があ
り・・・

〇添加物には、水やデキストリンなどの副材が使用されている場合があ
り・・・

P351 6-2 下から4行目
同じ食品が継続的に同じ人に販売される場合、容器包装に表示することが
困難な場合、

同じ食品が継続的に同じ人に販売される場合であって、容器包装に表示す
ることが困難な場合、

2019年
７月２９日

1
～

２
刷

＊なお、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。（具体的な箇所は、上記P17の「未成
年飲酒防止法」→「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」のほか、P235～240　「４－５－１　酒類」のなかの、「未成年者の飲酒」の部分はすべて「20歳未満の者の飲酒」に読み替えをお願いします。）

2019年
4月26日

1
～

２
刷
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訂正情報
発表日

対象と
なる刷

頁 章 訂正箇所 訂正前 訂正後

P83 3-5
〈大括り表示の表示
例〉の一番下の例

原材料名：　　豚肉（輸入）、豚脂肪、たん白加水分解物、・・・ 原材料名：　　豚肉、豚脂肪、たん白加水分解物、・・・

P106 3-10 上から５行目 政令指定都市や県庁が所在する市の場合、「都道府県名」の表示は 政令指定都市や県庁が所在する市の場合、「道府県名」の表示は

P178 4-4-4
〈うすくちしょうゆの表
示例〉別記様式欄内

原材料名：　　脱脂加工大豆（国内製造）、小麦、食塩、
　　　　　　　　　アミノ液、ぶどう糖　／　アルコール

原材料名：　　脱脂加工大豆（国内製造）、小麦、食塩、
　　　　　　　　　アミノ酸液、ぶどう糖　／　アルコール

P78 3-5 下から８行目
①「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」（酒類業組合法）
　　例：　ワイン　等

①「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」（酒類業組合法）
　　例：　ワイン

P100 3-8

図表１
（保存基準「１０℃以下
で保存」に該当する品

目欄）

　・清涼飲料水（紙栓を付けたガラス瓶に・・・）
　・ミネラルウォーター類
　・冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水（水素イオン
　　指数・・・殺菌していないもの。）

　・清涼飲料水（紙栓を付けたガラス瓶に・・・）
　・ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の
   清涼飲料水（水素イオン指数・・・殺菌していないもの。）

P170 4-4-2
〈即席めんの表示例〉

別記様式欄内
調理方法：枠外下部に記載 （削除）

P170 4-4-2
必要な表示事項の表

の中ほど

調理方法　　　　　　　　　　　：　公正競争規約
　●記載箇所を明記の
　　上、枠外記載できる。

調理方法　　　　　　　　　　　：　公正競争規約
　●枠外記載できる。

P235 4-5-1
必要な表示事項の表

の中ほど
原料原産地名：公正競争規約① 原料原産地名：

P237 4-5-1
上から４行目

【原料原産地名】の欄
原産地を表示（情報伝達）している場合を除き、輸入品以外のものについて
は、

原産地を表示（情報伝達）している場合、及び酒類業組合法に基づいて果実
酒（ワイン）の原材料の原産地名を表示している場合を除き、輸入品以外の
ものについては、

P336 5-11 本文の下から５行目 横断的義務表示事項として次のア～キの事項を表示・・・ 横断的義務表示事項として次のア～クの事項を表示・・・

P337 5-11
　図表３「食品表示基
準で表示するとされて

いる事項」
キ.遺伝子組換え食品に関する事項

キ.　遺伝子組換え食品に関する事項
ク.　原料原産地名

2019年
4月1日

1
刷

2019年
3月1日
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●「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。詳細については、消費者庁のウエブサイトをご覧ください。

Ｑ＆Ａ番
号

改正前のＡ（回答） 改正後の新しいＡ（回答）

加工－
１４９

今回の製品は、あくまで紅茶として製造されるものであり、本製品に行われ
るドライフルーツ、香料のブレンドは、その紅茶の特性に対して実質的な変
更をもたらす行為には当たらないため、原産国名は荒茶の原産国である「イ
ンド、スリランカ」と表示することとなります。ただし、本製品に使用されるドラ
イフルーツの量が多く、その製品の特性が必ずしも紅茶といえないようなも
のに変化させる場合は、原産国名がＧ国となることも考えられます。

今回の製品は、紅茶として製造されるものでありますが、本製品に行われる
ドライフルーツや香料をブレンドし、新たな「香り」を加える行為は、その紅茶
の特性に対して実質的な変更をもたらす行為に該当すると考えられ、原産国
名がＧ国となります。

加工－
１５７

緑茶及び紅茶は、「荒茶の製造」が行われた国が原産国です。
緑茶及び紅茶は、「荒茶の製造」が行われた国が原産国としていますが、そ
の後、複数の荒茶を混合して製造した場合には、混合して製造した国が原
産国となります。

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。）

（今回新たに示された内容は以下の通りです。）
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。

（以上）

Ｑ（質問）

Ｇ国でインドとスリランカで製造された紅茶の荒茶
（インド産６割、スリランカ産４割）と少量のドライフ
ルーツと香料を混合して日本に輸入した製品の
原産国名をどのように表示したらよいでしょうか。

緑茶及び紅茶の原産国はどのようになりますか。

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）
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