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「こんにゃく」の表示 

名 称      こんにゃく 
原材料名    こんにゃく芋、炭酸Ｎａ 
原料原産地名 ○○市 
内容量      １枚 
賞味期限    平成２８年○月○日 
保存方法    １０℃以下で保存 
製造者     島根太郎 
       島根県○○市△△町□□××番地 

名 称      こんにゃく 
原材料名    こんにゃく芋／炭酸Ｎａ 
原料原産地名  ○○市 
内容量      １枚 
賞味期限    平成２８年○月○日 
保存方法    １０℃以下で保存 
製造者      島根太郎 
       島根県○○市△△町□□××番地 

名 称     こんにゃく 
原材料名   こんにゃく粉（国産）、海藻粉末 
添加物     水酸化カルシウム 
内容量     １枚 
賞味期限   ２０１６．○．○ 
保存方法   １０℃以下で保存 
製造者    島根太郎 
       島根県○○市△△町□□××番地 

【旧表示例】 

【新表示例２】 

【新表示例１】 

  栄養成分表示 
１枚（２５０ｇ）当たり 
熱量     □□kcal 
たんぱく質   □ｇ 
脂質       □ｇ 
炭水化物    □ｇ 
食塩相当量  □ｇ 

推定値 

栄養成分表示 
１枚（２５０ｇ）当たり 
熱量      □□kcal 
たんぱく質   □ｇ 
脂質       □ｇ 
炭水化物    □ｇ 
食塩相当量  □ｇ 

この表示値は目安です。 

販売される状態における可食部分の１０
０g若しくは１００mlまたは１食分、１包装
その他の１単位について表示します。 

合理的な推定により得られた値を表示する場合は、「この表示は目安で
す。」または「推定値」と表示します。 



「いちごジャム」の表示① 

名 称   いちごジャム 
原材料名 いちご、砂糖、レモン果汁、ゲル化剤 
       （ペクチン：リンゴ由来） 
内容量   ２００ｇ 
賞味期限 ２０１６．○．○ 
保存方法 直射日光を避け、常温で保存 
製造者   （株）▽▽ 
       島根県○○市□□町○○ ×番地 

【旧表示例】 

【新表示例２】 

【新表示例１】 

  栄養成分表示 
１包装（２００ｇ）当たり 
熱量     □□kcal 
たんぱく質   □ｇ 
脂質       □ｇ 
炭水化物    □ｇ 
食塩相当量  □ｇ 

推定値 

  栄養成分表示 
１００ｇ当たり 
エネルギー  □□kcal 
たんぱく質   □ｇ 
脂質       □ｇ 
炭水化物    □ｇ 
食塩相当量  □ｇ 

この表示値は目安です。 

使用上の注意 開封後は１０℃以下で保存してください。 

名 称   いちごジャム 
原材料名 いちご、砂糖、レモン果汁 
添加物   ゲル化剤（ペクチン：リンゴ由来） 
内容量   ２００ｇ 
賞味期限 ２０１６．○．○ 
保存方法 直射日光を避け、常温で保存 
製造者   （株）▽▽ 
       島根県○○市□□町○○ ×番地 

名 称   いちごジャム 
原材料名 いちご、砂糖、レモン果汁／ゲル化剤 
       （ペクチン：リンゴ由来） 
内容量   ２００ｇ 
賞味期限 ２０１６．○．○ 
保存方法 直射日光を避け、常温で保存 
製造者   （株）▽▽ 
       島根県○○市□□町○○ ×番地 

使用上の注意 開封後は１０℃以下で保存してください。 

使用上の注意 開封後は１０℃以下で保存してください。 



「ジャム」の表示② 

名 称   いちごジャム 
原材料名 いちご、砂糖、レモン果汁、ゲル化剤 
       （ペクチン：リンゴ由来） 
内容量   ２００ｇ 
賞味期限 ２０１６．○．○ 
保存方法 直射日光を避け、常温で保存 
販売者   （株）■■Ａ 
       島根県△△市□□町○○ ◎番地 

【旧表示例】 

【新表示例】 

  栄養成分表示 
１包装（２００ｇ）当たり 
熱量     □□kcal 
たんぱく質  □ｇ 
脂質      □ｇ 
炭水化物   □ｇ 
食塩相当量  □ｇ 

推定値 

使用上の注意 開封後は１０℃以下で保存してください。 

名 称   いちごジャム 
原材料名 いちご、砂糖、レモン果汁／ゲル化剤 
       （ペクチン：リンゴ由来） 
内容量   ２００ｇ 
賞味期限 ２０１６．○．○ 
保存方法 直射日光を避け、常温で保存 
販売者   （株）■■ 
     島根県△△市□□町○○ ◎番地 

使用上の注意 開封後は１０℃以下で保存してください。 

１対１で製造所固
有記号を使用し
ていました。 

製造所   （株）▽▽ 
       島根県○○市□□町○○ ×番地          

表示責任を有する販
売者（株）■■に接近
して製造所を表示し
ます。 

１対１での製造所固有記号の
使用はできなくなりました。 



「漬物」の表示 

名 称   しょうゆ漬（刻み） 
原材料名 きゅうり（島根県産）、漬け原材料（醤 
       油、砂糖、食塩、醸造酢）、調味料 
       （アミノ酸等）、（原材料の一部に小麦 
       を含む） 
内容量   ２５０ｇ 
賞味期限 ２８．○．○ 
保存方法 １０℃以下で保存 
製造者  島根花子  
       島根県▽△郡□□町○○ ◎番地 

【旧表示例】 

【新表示例】 

  栄養成分表示 
１包装（２５０ｇ）当たり 
熱量     ○○kcal 
たんぱく質   ○ｇ 
脂質       ○ｇ 
炭水化物    ○ｇ 
食塩相当量   ○ｇ 

名 称   しょうゆ漬（刻み） 
原材料名 きゅうり（島根県産）、漬け原材料（醤 
       油（小麦・大豆を含む）、砂糖、食塩、 
       醸造酢）／調味料（アミノ酸等） 
内容量   ２５０ｇ 
賞味期限 ２８．○．○ 
保存方法 １０℃以下で保存 
製造者  島根花子  
       島根県▽△郡□□町○○ ◎番地 この表示値は目安です。 

 特定加工食品によるアレルゲンの表示は廃止されましたので、「しょうゆ
（小麦・大豆を含む）」のように、小麦と大豆を含む旨を表示します。 



「木綿豆腐」の表示 
【新表示例】 

  栄養成分表示 
１丁（４００ｇ）当たり 
熱量     ○○kcal 
たんぱく質   ○ｇ 
脂質       ○ｇ 
炭水化物    ○ｇ 
食塩相当量   ○ｇ 

名 称   木綿豆腐 
原材料名 大豆（国産）／凝固剤 
内容量   ４００ｇ 
消費期限 ２８．○．○ 
保存方法 １０℃以下で保存 
製造者  島根花子  
       島根県▽△郡□□町○○ ◎番地 

この表示値は目安です。 

「なまそば（つゆ付）」の表示 

【新表示例】 

名 称   なまそば（つゆ付） 
原材料名 【めん】そば粉、小麦粉／酸味料 
       【つゆ】果糖ぶどう糖液糖、醤油（小 
           麦・大豆を含む）、みりん、食 
           塩、こんぶエキス、かつおエキ 
           ス、椎茸エキス／調味料（アミ 
           ノ酸等）、カラメル色素、 酸味 
           料 
内容量   １５０ｇ（めん１００ｇ、つゆ５０ｇ） 
消費期限 ２８．○．○ 
保存方法 １０℃以下で保存 
製造者  （有）○○製麺  
       島根県▽△市□□町○○ ◎番地 

  栄養成分表示 
１食分（１５０ｇ）当たり 
熱量     ○○kcal 
たんぱく質   ○ｇ 
脂質       ○ｇ 
炭水化物    ○ｇ 
食塩相当量   ○ｇ 

この表示値は目安です。 

（有）○○製麺がなまそばを製造し、仕入れたつゆを添付して一つの独立した
商品として最終包装をし販売する場合、２者間で合意があれば「製造者 
（有）○○製麺 島根県～～～～◎番地」だけの表示が可能です。 

・めんとつゆの合計につ
いて表示します。 

・１食分へ表示する際に
は、１食分の量を合わせ
て表示します。 



レトルトパウチ食品「ハンバーグ」の表示 

【新表示例】 
名 称   ハンバーグ 
原材料名 食肉（牛肉、豚肉）、玉ねぎ、つなぎ 
       （パン粉（小麦・乳成分を含む）、でん 
       粉、卵白（卵を含む））、食塩、香辛料、 
       なたね油／調味料（アミノ酸等）、 
       ソース（トマトペースト、ウスターソー 
       ス、しょうゆ（大豆を含む）、りんご酢、 
       赤ワイン、食塩、砂糖、香辛料／増 
       粘多糖類） 
殺菌方法 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 
内容量  １７０ｇ 
固形量  １２０ｇ 
賞味期限 平成２８年○月○日 
保存方法 直射日光を避け保存 
販売者   （株）◎◎ 
       広島県○○市□□町○○ ×番地 

製造所  ■◇フーズ（株） 
       島根県○○市△△町×  ◇番地 
この商品はレトルトパウチ食品です。 
お召し上がり方 ①・・・・・・・・・・・・ 
           ②・・・・・・・・・・・・ 

  栄養成分表示 
1人前（１７０ｇ当たり） 
熱量     ○○kcal 
たんぱく質   ○ｇ 
脂質       ○ｇ 
炭水化物    ○ｇ 
食塩相当量   ○ｇ 

この表示値は目安です。 



名 称   うなぎかば焼き 
原材料名 うなぎ（国産）、醤油（小麦・大豆を含 
       む）、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、米発 
       酵調味料、水飴、うなぎエキス 
添加物  増粘多糖類、調味料（アミノ酸等）、 
       着色料（カラメル、アナトー） 
内容量   １尾 
賞味期限 平成２８年○月○日 
保存方法 １０℃以下で保存 
加工者   （株）◎◎ 
       島根県○○市□□町○○ ×番地 

「うなぎかば焼き」の表示 
【新表示例】国内製造のウナギかば焼きを小分け包装した場合 

  栄養成分表示 
 １００ｇ当たり 
熱量     ○○kcal 
たんぱく質   ○ｇ 
脂質       ○ｇ 
炭水化物    ○ｇ 
食塩相当量   ○ｇ 

この表示値は目安です。 

【新表示例】Ａ国からうなぎかば焼きをバルクで輸入し、（株）◎◎が小分け 
         包装した製品に、表示責任を有する販売者（株）◆◆が表示す 
         る場合 

名 称   うなぎかば焼き 
原材料名 うなぎ、醤油（小麦・大豆を含む）、砂 
       糖、ぶどう糖果糖液糖、米発酵調味 
       料、水飴、うなぎエキス／増粘多糖 
       類、調味料（アミノ酸等）、着色料（カ 
       ラメル、アナトー） 
内容量   １尾 
賞味期限 平成２８年○月○日 
保存方法 １０℃以下で保存 
原産国名 Ａ国 
販売者  （株）◆◆ 
       鳥取県○○市□□町○○ ▲番地 

加工所 （株）◎◎ 
       島根県○○市□□町○○ ×番地 

  栄養成分表示 
 １００ｇ当たり 
熱量     ○○kcal 
たんぱく質   ○ｇ 
脂質       ○ｇ 
炭水化物    ○ｇ 
食塩相当量   ○ｇ 

推定値 



名 称   炊き込みご飯 
原材料名 うるち米（島根県産）、鶏肉、たけの 
       こ、にんじん、ごぼう、醤油（小麦・大 
       豆を含む）、砂糖、乾しいたけ、清酒、 
       食塩 
添加物  カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、 
       甘味料（甘草） 
内容量   ３００ｇ 
賞味期限 平成２８年○月○日 ○時 
保存方法 直射日光を避け、常温で保存 
製造者   （株）▲▽弁当 
       島根県○○市□□町○○ ▲番地 

「炊き込みご飯」の表示 
【新表示例】本社住所と製造所所在地が異なり、本社が表示責 
        任を有する場合 

  栄養成分表示 
１食分（３００ｇ）当たり 
熱量     ○○kcal 
たんぱく質   ○ｇ 
脂質       ○ｇ 
炭水化物    ○ｇ 
食塩相当量   ○ｇ 

この表示値は目安です。 

製造所  島根県○○市□□町○○ ■番地 

  栄養成分表示 
１食分（３００ｇ）当たり 
熱量     ○○kcal 
たんぱく質   ○ｇ 
脂質       ○ｇ 
炭水化物    ○ｇ 
食塩相当量   ○ｇ 

推定値 

【新表示例】（株）▲▽食品が島根県○○市□□町○○ ■番地で製

造した弁当を（株）◎◎食品が表示責任を有して表示（製造所固有記号
を使用）する場合 （同一製品を他の製造所でも製造しています。） 

名 称   炊き込みご飯 
原材料名 うるち米（島根県産）、鶏肉、たけの 
       こ、にんじん、ごぼう、醤油（小麦・大 
       豆を含む）、乾しいたけ、砂糖、清酒、 
       食塩／カラメル色素、調味料（アミノ 
       酸等）、甘味料（甘草） 
内容量   ３００ｇ 
賞味期限 平成２８年○月○日 ○時 
保存方法 直射日光を避け、常温で保存 
販売者   （株）◎◎食品＋ＡＢ 
       広島県△△市××町◆◆ △番地 

製造所固有記号を使用できるのは、同一製品を二つ以上の製造所で製造する場合です。
製造所等についての問い合わせに対する事業者の応答義務が新設されました。 

製造所固有記号につい
てのお問い合わせ先 
０１２０－０００－０００ 



名 称   ドレッシングタイプ調味料 
原材料名 りんご酢、醤油（小麦、大豆を含む）、 
       ぶどう糖果糖液糖、米発酵調味料、 
       食塩、調味料（アミノ酸等）、かつお 
       節エキス、しそエキス、ごま、オニオ 
       ンエキス、増粘多糖類、香料 
内容量   １５０ｇ 
賞味期限  ２８．○．○ 
保存方法  直射日光、高温多湿を避け保存 
製造者    島根花子  
       島根県▽△郡□□町○○ ◎番地 

【旧表示例】 

【新表示例】 

  栄養成分表示 
大匙１杯（１５ｇ）当たり 
熱量     ○○kcal 
たんぱく質    ○ｇ 
脂質         ○ｇ 
炭水化物     ○ｇ 
食塩相当量    ○ｇ 

名 称   ドレッシングタイプ調味料 
原材料名 りんご酢、醤油（小麦・大豆を含む）、 
       ぶどう糖果糖液糖、米発酵調味料、 
       食塩、かつお節エキス、ごま、しそエ 
       キス、オニオンエキス／調味料（アミ 
       ノ酸等）、増粘多糖類、香料 
内容量   １５０ｇ 
賞味期限 ２８．○．○ 
保存方法 直射日光、高温多湿を避け保存 
製造者  島根花子  
       島根県▽△郡□□町○○ ◎番地 

この表示値は目安です。 

「ドレッシングタイプ調味料」の表示 

食品添加物も含め、
使用した原材料を重
量の割合の高い順
に表示 

原材料と添加物を明確に区分し、
それぞれに占める重量の割合の
高い順に表示 

ドレッシングタイプ調味料にあっては、「ドレッシング」、「マヨネーズ」等ドレッシングと誤認
させる用語は表示できません。ただし、製品１００ｇ中の脂質量が３ｇ未満のものにおいて
は、「ノンオイルドレッシング」と表示できます。この場合、栄養成分表示において合理的
な推定により得られた値による表示はできません。 



「ヨーグルト」の表示 

【新表示例】パッケージに「低脂肪」と栄養強調表示をした場合 

種類別名称   はっ酵乳 
無脂乳固形分  １０．０％ 
乳脂肪分     １．２％ 
原材料名    生乳、乳製品、砂糖 
内容量      １１０ｇ 
賞味期限    ２０１６．○．○ 
保存方法    １０℃以下で保存 
製造者      ◆◆乳業（株） 
       島根県○○市□□町○○ ▲番地 

  栄養成分表示 
１個（１１０ｇ当たり） 
熱量     ○○kcal 
たんぱく質   ○ｇ 
脂質     １．３ｇ 
炭水化物    ○ｇ 
食塩相当量   ○ｇ 

脂質の含有量が低い旨の表示の基準値３ｇ/００ｇ

未満であることが必要です。また、合理的な推定に
より得られた値による表示はできません。 

「干しカレイ」の表示 
【新表示例】マーケットのバックヤードで「干しカレイ」を小分け包装した場合 

名 称    干しカレイ 
原材料名  ソウハチ（山陰沖産）、食塩  
内容量    ３尾 
消費期限  ２０１６．○．○  
保存方法  １０℃以下で保存 
加工者   （株）◎○屋 
       島根県○○市□□町○○ ×番地 

  栄養成分表示 
１尾当たり 
熱量     ○○kcal 
たんぱく質   ○ｇ 
脂質       ○ｇ 
炭水化物    ○ｇ 
食塩相当量   ○ｇ 

この表示値は目安です。 

バックヤードでの加工食品の小分け包装は「食品を製造し、又は加工した場所で販売する
場合」には該当しませんので、食品表示基準で定められた表示が必要です。 


