
しょうゆ及びしょうゆ加工品の
ラベル表示
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しょうゆのラベル表示に関わる法令など

• 食品表示法

→食品の表示に関する法律

• 計量法
→内容量（特定商品）を規定する法律

• 資源有効利用促進法
→容器包装の識別表示に関する法律

• しょうゆの表示等に関する業界申し合わせ

→しょうゆの表示についての補足など

• しょうゆの表示に関する公正競争規約
→しょうゆ業界で作られた表示に関するルール

• 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
→不当な表示を防止する法律
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食品表示法について
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食品表示法

• 食品表示基準
→食品の表示に関する基準

• 食品表示基準について
→食品の表示に関する通知

• 食品表示基準Q&A
→食品の表示に関するQ&A



食品表示基準
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しょうゆのラベル表示
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義務表示事項について
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義務表示事項に関する法令
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本醸造醤油

ＮＩＨＯＮＢＡＳＨＩ ＣＯ

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（国産）、小麦、食塩

／保存料(パラオキシ安息
香酸)、甘味料（甘草）

内容量 １リットル
賞味期限 枠外下部に記載
保存方法 直射日光を避け常温で

保存してください。
販売者 〇〇株式会社

〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

：ボトル

：キャップ
賞味期限 2024. 3

食品表示法食品表示法

資源有効利用
促進法

計量法

製造所 〇〇醤油株式会社
〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

栄養成分表示
大さじ1杯(15ml)当たり

この表示値は、目安です。

熱量 14 kcal
たんぱく質 1.4ｇ
脂質 0.0ｇ
炭水化物 2.1ｇ
食塩相当量 2.4ｇ



名称
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本醸造醤油

ＮＩＨＯＮＢＡＳＨＩ ＣＯ

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（国産）、小麦、食塩

／保存料(パラオキシ安息
香酸)、甘味料（甘草）

内容量 １リットル
賞味期限 枠外下部に記載
保存方法 直射日光を避け常温で

保存してください。
販売者 〇〇株式会社

〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

：ボトル

：キャップ

製造所 〇〇醤油株式会社
〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

熱量 14 kcal
たんぱく質 1.4ｇ
脂質 0.0ｇ
炭水化物 2.1ｇ
食塩相当量 2.4ｇ

栄養成分表示
大さじ1杯(15ml)当たり

この表示値は、目安です。

賞味期限 2024. 3



名称①
品種＋（製造方式）を記載

• 品種
こいくちしょうゆ
うすくちしょうゆ
たまりしょうゆ
さいしこみしょうゆ
しろしょうゆ

• 異なる品種のしょうゆを混ぜたもの
→「しょうゆ」
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名称②
• 製造方式

本醸造
混合醸造
混合

• 違う製造方式のものを混ぜたもの
本醸造＋混合醸造 →混合醸造
本醸造＋混合 →混合
混合醸造＋混合 →混合
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原材料名
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本醸造醤油

ＮＩＨＯＮＢＡＳＨＩ ＣＯ

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（国産）、小麦、食塩

／保存料(パラオキシ安息
香酸)、甘味料（甘草）

内容量 １リットル
賞味期限 枠外下部に記載
保存方法 直射日光を避け常温で

保存してください。
販売者 〇〇株式会社

〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

：ボトル

：キャップ

製造所 〇〇醤油株式会社
〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

熱量 14 kcal
たんぱく質 1.4ｇ
脂質 0.0ｇ
炭水化物 2.1ｇ
食塩相当量 2.4ｇ

栄養成分表示
大さじ1杯(15ml)当たり

賞味期限 2024. 3



原材料名

• 使用した原材料を、

• 原材料に占める重量の割合の高いもの
から順に、

• その最も一般的な名称をもって表示す
る。
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原料原産地名
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本醸造醤油

ＮＩＨＯＮＢＡＳＨＩ ＣＯ

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（国産）、小麦、食塩

／保存料(パラオキシ安息
香酸)、甘味料（甘草）

内容量 １リットル
賞味期限 枠外下部に記載
保存方法 直射日光を避け常温で

保存してください。
販売者 〇〇株式会社

〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

：ボトル

：キャップ

製造所 〇〇醤油株式会社
〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

熱量 14 kcal
たんぱく質 1.4ｇ
脂質 0.0ｇ
炭水化物 2.1ｇ
食塩相当量 2.4ｇ

栄養成分表示
大さじ1杯(15ml)当たり

この表示値は、目安です。

賞味期限 2024. 3



原料原産地名

• 全ての加工食品（輸入品を除く）が対象

• 使用した原材料に占める重量割合の最も高い原材
料が対象

• 国別重量順表示が原則、それが困難な場合に「又
は表示」や「大括り表示」ができる。

• 対象原材料が加工品である場合、「製造地」を表示
する。

• 業務用加工食品については、最終製品の原料原産
地表示に必要な情報を伝達する。
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国別重量順表示

• 国別に重量の割合の高いものから順に国名
を、「、（読点）」でつないで表示する。

• 3か国以上ある場合は、3か国目以降を「その
他」と表示できる。

38

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（アメリカ、カナダ、その他）、

小麦、食塩、・・・

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 脱脂加工大豆（アメリカ製造、

国内製造）、小麦、食塩、・・・



又は表示①
• 今後の1年間で国別の重量順位の変動や産地切替

えが行われる見込みがあり、国別重量順表示が困
難な場合

• 使用予定の産地を「又は」でつないで表示

• 上記の場合、「アメリカのみ」、「カナダのみ」、「アメ
リカ、カナダ」、「カナダ、アメリカ」の4パターンの意
味を示す。
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名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（アメリカ又はカナダ）、小麦、

食塩、・・・

※大豆の産地は、製造の年の3年前から2年間の使
用実績順



又は表示②

• 一定期間の使用割合から見た重量割合順で
あることを、注意書きとして表示することが必
要

• 一定期間の使用割合とは、過去の一定期間
における使用実績、又は今後の一定期間に
おける使用計画

40

※大豆の産地は、製造の年の3年前から2年
間の使用実績順

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（アメリカ又はカナダ）、

小麦、食塩、・・・



又は表示③
• 使用実績

• 使用計画
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又は表示④

• 一定期間の使用割合が「5%未満」である

産地について、当該産地の後に括弧を付
して、 「5%未満」である旨を表示する必要
がある。

42

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（アメリカ又はカナダ又は

国産（5％未満））、小麦、・・・

※大豆の産地は、製造の年の3年前から2年間
の使用実績順・割合



又は表示⑤

• 以下の根拠資料の保管が必要

① ア）製造年、製造年度等、イ）過去又は今後の一
定期間、がいつからいつまでかを示す資料

② 過去又は今後の一定期間における産地ごとの
重量順位の変動や切替えがあることを示す資料

③ 一定期間における実績又は計画をどのような単
位（製品ごとなど）で計上したかを示す資料

④ 注意書きの期間中の使用割合の順を示す資料
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大括り表示

• 産地が外国3か国以上の場合、「輸入」と表示
できる。

• 根拠資料は必要だが、注意書きは不要

• 輸入品と国産を混合して使用する場合には、
「輸入、国産」など
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名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（輸入）、小麦、

食塩、・・・



大括り＋又は表示

• 産地が国産及び外国3か国以上で、かつ、国産と輸
入の間で重量順の変動が見込まれる場合

• 又は表示なので、注意書きと、「5%未満」である産
地について、 「5%未満」である旨を表示する必要が
ある。

• 根拠資料の保管が必要

45

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（輸入又は国産）、小麦、

食塩、・・・

※大豆の産地は、製造の年の3年前から2年
間の使用実績順



アレルギー表示
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本醸造醤油

ＮＩＨＯＮＢＡＳＨＩ ＣＯ

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（国産）、小麦、食塩

／保存料(パラオキシ安息
香酸)、甘味料（甘草）

内容量 １リットル
賞味期限 枠外下部に記載
保存方法 直射日光を避け常温で

保存してください。
販売者 〇〇株式会社

〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

：ボトル

：キャップ

製造所 〇〇醤油株式会社
〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

熱量 14 kcal
たんぱく質 1.4ｇ
脂質 0.0ｇ
炭水化物 2.1ｇ
食塩相当量 2.4ｇ

栄養成分表示
大さじ1杯(15ml)当たり

この表示値は、目安です。

賞味期限 2024. 3



アレルギー表示（義務）

• 原材料又は添加物に含まれる場合、表
示しなければならない。

えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生

（7品目）
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アレルギー表示（推奨）
• 原材料又は添加物に含まれる場合、表示

することが望ましい。

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、
カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くる
み、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、
豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼ
ラチン

（21品目）

• 醤油業界では（義務）と（推奨）、全てを表示
することにしている。
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アレルギー表示

• 原材料については、原材料の直後に括弧
を付して表示する。（～を含む）

例：しょうゆ（大豆・小麦を含む）

＊アレルゲンが2以上の場合「・」でつなぐ

• 添加物については、添加物の直後に括弧
を付して表示する。（～由来）

例：ペクチン（リンゴ由来）
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添加物
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本醸造醤油

ＮＩＨＯＮＢＡＳＨＩ ＣＯ

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（国産）、小麦、食塩

／保存料(パラオキシ安息
香酸)、甘味料（甘草）

内容量 １リットル
賞味期限 枠外下部に記載
保存方法 直射日光を避け常温で

保存してください。
販売者 〇〇株式会社

〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

：ボトル

：キャップ

製造所 〇〇醤油株式会社
〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

熱量 14 kcal
たんぱく質 1.4ｇ
脂質 0.0ｇ
炭水化物 2.1ｇ
食塩相当量 2.4ｇ

栄養成分表示
大さじ1杯(15ml)当たり

この表示値は、目安です。

賞味期限 2024. 3



添加物（用途名）

• 原則、添加物に占める重量の割合の高い
ものから順に、物質名を表示する。

• 下記の用途目的に使用した場合は用途名
を併記する必要がある。

①甘味料、②着色料、③保存料、④増粘
剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料、

⑤酸化防止剤、⑥発色剤、⑦漂白剤、

⑧防かび剤又は防ばい剤
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添加物（用途名）

次の場合にあっては用途名を省略するこ
とができる。

• 着色料で物質名に「色」の文字を含む
場合

赤色3号、アナトー色素など

• 増粘多糖類を増粘剤の目的で使用した
場合
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添加物（一括名）

• 下記の表示をもってこれに代えることが
できる。

イーストフード、ガムベース、

かんすい、酵素、光沢剤、

香料、酸味料、軟化剤、

調味料、豆腐用凝固剤、

苦味料、乳化剤、

水素イオン濃度調整剤、膨張剤
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添加物（一括名）

調味料について

• グループ名（アミノ酸、核酸、有機酸、無機
塩）を併記する。

例：調味料（核酸）

• ２種以上のグループを併用する場合は、
代表となるグループ名に等を付して併記
する。

例：調味料（アミノ酸等）
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添加物（表示免除）

• 次の場合は表示が免除される。

1. 加工助剤

2. キャリーオーバー

3. 栄養強化目的の場合
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添加物（表示免除）

加工助剤とは

① 食品の完成前に除去されるもの

② その食品中に通常含まれる成分と同じ
成分に変えられ、かつ、その成分の量を
明らかに増加させるものではないもの

③ 食品中に含まれる量が少なく、かつ、そ
の成分による影響を当該食品に及ぼさ
ないもの
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添加物（表示免除）

キャリーオーバーとは

1. 食品の原材料の製造又は加工の過程において
使用され、

2. かつ、当該食品の製造又は加工の過程におい
て使用されないものであって、

3. 当該食品中には当該物が効果を発揮することが
できる量より少ない量しか含まれていないもの

ただし、人の五感に感じるような添加物については
原則認めない。

調味料、着色料、香料、甘味料など
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内容量
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本醸造醤油

ＮＩＨＯＮＢＡＳＨＩ ＣＯ

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（国産）、小麦、食塩

／保存料(パラオキシ安息
香酸)、甘味料（甘草）

内容量 １リットル
賞味期限 枠外下部に記載
保存方法 直射日光を避け常温で

保存してください。
販売者 〇〇株式会社

〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

：ボトル

：キャップ

製造所 〇〇醤油株式会社
〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

熱量 14 kcal
たんぱく質 1.4ｇ
脂質 0.0ｇ
炭水化物 2.1ｇ
食塩相当量 2.4ｇ

栄養成分表示
大さじ1杯(15ml)当たり

この表示値は、目安です。

賞味期限 2024. 3



内容量

• しょうゆは特定商品のため計量法の
規定により表示する。

• 体積（ｍℓ、ミリリットル、ℓ、リットル）で
記載することが規定されている。
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賞味期限
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本醸造醤油

ＮＩＨＯＮＢＡＳＨＩ ＣＯ

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（国産）、小麦、食塩

／保存料(パラオキシ安息
香酸)、甘味料（甘草）

内容量 １リットル
賞味期限 枠外下部に記載
保存方法 直射日光を避け常温で

保存してください。
販売者 〇〇株式会社

〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

：ボトル

：キャップ

製造所 〇〇醤油株式会社
〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

熱量 14 kcal
たんぱく質 1.4ｇ
脂質 0.0ｇ
炭水化物 2.1ｇ
食塩相当量 2.4ｇ

栄養成分表示
大さじ1杯(15ml)当たり

この表示値は、目安です。

賞味期限 2024. 3



賞味期限

• 一括表示に記載された保存方法で保存し
た場合、品質が十分保たれている期限

• 期限の設定は科学的、合理的な根拠に基
づいて行う。

• ３か月を超える場合「年月」の記載も可能

• 枠外表示の場合、どこに表示されているか
を明確に記載すること。

良い例：「ラベル正面の左下に記載」

悪い例：「枠外に記載」
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保存方法
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本醸造醤油

ＮＩＨＯＮＢＡＳＨＩ ＣＯ

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（国産）、小麦、食塩

／保存料(パラオキシ安息
香酸)、甘味料（甘草）

内容量 １リットル
賞味期限 枠外下部に記載
保存方法 直射日光を避け常温で

保存してください。
販売者 〇〇株式会社

〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

：ボトル

：キャップ

製造所 〇〇醤油株式会社
〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

熱量 14 kcal
たんぱく質 1.4ｇ
脂質 0.0ｇ
炭水化物 2.1ｇ
食塩相当量 2.4ｇ

栄養成分表示
大さじ1杯(15ml)当たり

この表示値は、目安です。

賞味期限 2024. 3



⑥保存方法

• 「直射日光を避け、常温で保存」などと、
開封前の保存方法を表示する。

• 開封後の保存方法は「保存方法」の欄に
記載しない。
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表示責任者

64

本醸造醤油

ＮＩＨＯＮＢＡＳＨＩ ＣＯ

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（国産）、小麦、食塩

／保存料(パラオキシ安息
香酸)、甘味料（甘草）

内容量 １リットル
賞味期限 枠外下部に記載
保存方法 直射日光を避け常温で

保存してください。
販売者 〇〇株式会社

〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

：ボトル

：キャップ

製造所 〇〇醤油株式会社
〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

熱量 14 kcal
たんぱく質 1.4ｇ
脂質 0.0ｇ
炭水化物 2.1ｇ
食塩相当量 2.4ｇ

栄養成分表示
大さじ1杯(15ml)当たり

この表示値は、目安です。

賞味期限 2024. 3



表示責任者

• 表示内容に責任を有する者の氏名又は
名称及び住所を表示する。

• 「製造者」、「加工者」、「販売者」、「輸入
者」のいずれかの項目名を付して表示す
る。
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製造所
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本醸造醤油

ＮＩＨＯＮＢＡＳＨＩ ＣＯ

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（国産）、小麦、食塩

／保存料(パラオキシ安息
香酸)、甘味料（甘草）

内容量 １リットル
賞味期限 枠外下部に記載
保存方法 直射日光を避け常温で

保存してください。
販売者 〇〇株式会社

〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

：ボトル

：キャップ

製造所 〇〇醤油株式会社
〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

熱量 14 kcal
たんぱく質 1.4ｇ
脂質 0.0ｇ
炭水化物 2.1ｇ
食塩相当量 2.4ｇ

栄養成分表示
大さじ1杯(15ml)当たり

この表示値は、目安です。

賞味期限 2024. 3



製造所

• 製造所又は加工所の所在地及び製造者又
は加工者の氏名又は名称を表示する。

• 製造所又は加工所とは最終的に衛生状態
を変化させる製造又は加工が行なわれた
場所

• 表示責任者に近接して表示する。
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製造所（固有記号）

• 同一製品を二以上の製造所で製造している場
合、製造所固有記号に代えることができる。

• ただし、次のいずれかの事項を表示しなければ
ならない。

1. 情報の提供を求められたときに回答する者の
連絡先

2. 製造所固有記号の住所及び氏名を表示したウ
エブサイトのアドレス

3. 当該製品を製造している全ての製造所の住所
及び氏名と製造所固有記号
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栄養成分表示

69

本醸造醤油

ＮＩＨＯＮＢＡＳＨＩ ＣＯ

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（国産）、小麦、食塩

／保存料(パラオキシ安息
香酸)、甘味料（甘草）

内容量 １リットル
賞味期限 枠外下部に記載
保存方法 直射日光を避け常温で

保存してください。
販売者 〇〇株式会社

〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

：ボトル

：キャップ

製造所 〇〇醤油株式会社
〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

熱量 14 kcal
たんぱく質 1.4ｇ
脂質 0.0ｇ
炭水化物 2.1ｇ
食塩相当量 2.4ｇ

栄養成分表示
大さじ1杯(15ml)当たり

この表示値は、目安です。

賞味期限 2024. 3



栄養成分表示①

• その食品の食品単位当たりの栄養成分の
量及び熱量を表示する。

熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩
相当量

• 食塩相当量はナトリウムの量に2.54を乗じ
たもの

• 表示値は規定された分析方法によって得ら
れた値の±20％以内であること
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栄養成分表示②

• 表示値±20％以内であることが困難な

場合、以下の条件を満たせば、合理的な
方法により得られた値を表示することが
できる。

1. 規定された方法により分析した値と一致
しない可能性があることを表示する。

「推定値」

「この表示値は、目安です。」

2. 表示値の設定根拠を保管する。
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容器包装識別表示

72

本醸造醤油

ＮＩＨＯＮＢＡＳＨＩ ＣＯ

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（国産）、小麦、食塩

／保存料(パラオキシ安息
香酸)、甘味料（甘草）

内容量 １リットル
賞味期限 枠外下部に記載
保存方法 直射日光を避け常温で

保存してください。
販売者 〇〇株式会社

〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

：ボトル

：キャップ

製造所 〇〇醤油株式会社
〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

熱量 14 kcal
たんぱく質 1.4ｇ
脂質 0.0ｇ
炭水化物 2.1ｇ
食塩相当量 2.4ｇ

栄養成分表示
大さじ1杯(15ml)当たり

この表示値は、目安です。

賞味期限 2024. 3



容器包装識別表示①

内 容 量 一辺の長さ

ラベル 150ml以上 6㎜以上

刻印 全て 8㎜以上

73

 ＰＥＴボトルの識別表示

容器の底部又は側部に刻印し、かつ、容器の側
部に、一箇所以上、印刷し、又はラベルを貼ること
により、表示をすること。

※マークの近くに部位も記載する。

：ボトル



容器包装識別表示②

内 容 量 一辺の長さ

ラベル 全て 6㎜以上

刻印 全て 8㎜以上

74

 プラスチック容器包装の識別表示

容器包装の表面に、一箇所以上、印刷し、ラベル
をはり又は刻印することにより、表示すること。

※マークの近くに部位も記載する。

：キャップ



義務表示以外の事項について
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しょうゆの表示に関する
公正競争規約
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しょうゆの表示に関する
公正競争規約

• 景品表示法の規定により、しょうゆ業界で
作られた表示に関するルール

• ラベルだけでなく、ホームページやチラシ
などの記載事項も対象になる。

• しょうゆ加工品は対象外
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低減された旨の表示①

• しょうゆにおいて、ナトリウムの低減され
た旨の表示（「うす塩、あま塩、あさ塩、
低塩」など）は、低減割合が20％以上で
ある場合に表示できる。

• 「減塩」はしょうゆ100ｇ中の食塩量が9ｇ
以下の場合に表示できる。
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低減された旨の表示②

80

日本橋醤油

本醸造
特級 低塩

ＮＩＨＯＮＢＡＳＨＩ ＣＯ：キャップ

普通のこいくち醤油に比べ
食塩20％控えてあります。

食塩分

20％
カット

• 通常のしょうゆに比べてどれだけ低減されて
いるか（低減割合）を記載する。

熱量 12 kcal
たんぱく質 1.4ｇ
脂質 0.0ｇ
炭水化物 1.5ｇ
食塩相当量 1.9ｇ

栄養成分表示
大さじ1杯(15ml)当たり

：ボトル

名称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名 大豆（国産）、小麦、食塩

／保存料(パラオキシ安息
香酸)、甘味料（甘草）

内容量 １リットル
賞味期限 枠外下部に記載
保存方法 直射日光を避け常温で

保存してください。
販売者 〇〇株式会社

〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

製造所 〇〇醤油株式会社
〇〇県〇〇市〇〇町
〇-○

賞味期限 2024. 3



特級、上級、標準

• それぞれのJASの格付を受けたもので
ないと表示できない。
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特製、特吟及びその他
これに類する用語

• ＪＡＳの特級格付を受けたものでないと表示できない。

• 類する用語

・「特醸」、「特佳」等 「特」を含む用語

・「高逸」、｢高醇」等 「高」を含む用語

・「優秀」、「秀逸」等 「秀」を含む用語

・｢ゴールド」「ゴールデン」「スペシャル」

｢デラックス」等 品質が特に優良である

ことを示す外来語

・ その他
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上選、吟醸、優選、優良
その他これに類する用語

• ＪＡＳの上級格付を受けたものでないと
表示できない。

• 類する用語
・「上選」、「別上」等 「上」を含む用語
・「優選」、｢優味」等 「優」を含む用語
・「優良」、「良選」等 「良」を含む用語
・｢優選」、「別選」等 「選」を含む用語
・「吟上」、「吟醸」等 「吟」を含む用語
･その他
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等級を示す用語と紛らわしい用語

• 「最上」、「極上」、「最高」等の用語

• 「等」、「級」を含む用語

は表示が禁止されている。
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特選、超特選および濃厚

• 「特選」は、JAS特級の格付を受けた上で、
（こいくちの場合）全窒素分が１．６５％以上
の場合に表示ができ、

「超特選」は、１．８０％以上の場合に表示
ができる。

• 「濃厚」は、JASの格付を受けた上で、（こい
くちの場合）全窒素分が１．８０％以上の場
合に表示ができる。
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醸

• 「醸」は、本醸造又は混合醸造方式の
ものに限り表示できる。
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天然、自然

• 表示してはならない。ただし以下の条件
を満たしていれば「天然醸造」の表示が
できる。

・本醸造である。

・酵素などにより発酵を促進させたもので
ない。

・規則別表第１の添加物を使用していな
い。
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純及び純正

• 「純、純正」

以下の条件を満たしていれば表示ができ
る。

・天然醸造の条件を満たしている。

・品質の均一化を図る程度の食塩、ぶどう
糖、アルコール以外のものを添加していな
い。
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生（き）、生（なま）及び生引き

• 「生（き）」 ※必ずルビをふること。

以下の条件を満たしていれば表示ができる。

・天然醸造の条件を満たしている。

・食塩以外のものを添加していない。

• 「生（なま）」 ※必ずルビをふること。

火入れを行わず、火入の殺菌処理と同等な処
理を行ったものについて表示できる。

• 「生引き」

たまりしょうゆの本醸造方式のものには表示で
きる。
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商品名への特定の地域名の表示

次のいずれかに該当することが必要

１）当地の原料で当地で製造する場合の表示

２）地域団体商標、行政の施策に基づく表示

３）当地で歴史的に製造、支部長が確認した
表示

注：２）及び３）は、予め、要件を要領に定め
公取協に届ける。
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長熟、長期熟成である旨の用語

次の４要件を全て満たしていること。

・本醸造

・こいくち、たまり、さいしこみ

・もろみ熟成が１年以上

・醸造期間を「○年」と近接して記載
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「蔵」、「仕込み桶」

次の場合それぞれ記載できる。

・「蔵」

もろみ工程に通常使用している蔵の名称

・「仕込み桶」

もろみ工程に使用している容器の名称
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手造りである旨の用語

次の３要件を全て満たしていること。

・天然醸造

・麹は麹蓋もしくは筵麹

・手作業でもろみ撹拌
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「丸大豆」

大豆原料は大豆100%で、脱脂加工大豆
を 使用していないこと。
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「無添加」又はこれに類似する用語

食品添加物は、キャリーオーバー、加工助剤を
含む食品添加物を一切使用 していないこと。

95

表示してはいけない例

1. 単なる「無添加」等，無添加の対象である原
材料等が明りょうでない場合

2. 特定又は特定用途の食品添加物を使用し
ていない旨の表示

3. 特定の食品添加物を使用していないだけな
のに，一切の食品添加物が無添加であるよ
うな表示



「無農薬」「減農薬」等

• 原材料である農産物について不当表示
として禁止

• 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン
に従った表示になります。

例：「栽培期間中農薬不使用の大豆使
用」等と記載
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今後の表示制度の改正等
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新たな遺伝子組換え表示
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新たな遺伝子組換え表示制度

分別生産流通管理をして、
意図せざる混入を５％以下
に抑えている大豆及びとう
もろこし並びにそれらを原
材料とする加工食品

100

分別生産流通管理をして、
遺伝子組換えの混入がな
いと認められる大豆及びと
うもろこし並びにそれらを原
材料とする加工食品

「大豆（分別生産流通管理
済み）」

「大豆（遺伝子組換え混入
防止管理済）」

「大豆（ＩＰ管理品）」 等

「大豆（遺伝子組換えでな
い）」

「大豆（非遺伝子組換え）」

等



遺伝子組換え農産物の混入がないことの確認方法

101

① 生産地で遺伝子組換えの混入がないことを確認した農産
物を専用コンテナ等に詰めて輸送し、製造者の下で初め
て開封していること

② 国産品又は遺伝子組換え農産物の非商業栽培国で栽培
されたものであり、生産、流通過程で、遺伝子組換え農産
物の栽培国からの輸入品と混ざらないことを確認している
こと

③ 生産、流通過程で、各事業者において遺伝子組換え農産
物が含まれていないことが証明されており、その旨が記載
された分別生産流通管理証明書を用いて取引を行ってい
る場合



食品添加物の不使用表示
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類型１ 単なる「無添加」の表示

対象を明示せず単に無添加と表示をすると、何を添加していないのかが不

明確であるため、添加されていないものについて消費者自身が推察するこ

とになり、一般的に消費者が推察した内容が事業者の意図と異なる場合に

は内容物を誤認させるおそれがある。

※  当該イラストは特定の商品を指しているものではありません。

消費者庁
食品表示企画課



類型２ 食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示

食品衛生法において、食品添加物には化学的合成品も天然物も含まれており、いずれも使用が

認められている。

食品表示基準において、食品添加物の表示は化学的合成品と天然物に差を設けず原則として全

て表示することとし、「食品表示基準について」でも、食品添加物の表示において「天然」又はこれ

に類する表現の使用を認めていない。なお、食品表示基準における人工及び合成の用語は、令

和２年７月に削除されている。

化学調味料の用語は、かつてJAS規格において使用されていたが、平成元年には削除されてお

り、食品表示基準において使用されたことはない。

人工、合成、化学及び天然の用語を用いた食品添加物の表示は適切とはいえず、こうした表示は

、消費者がこれら用語に悪い又は良い印象を持っている場合、無添加あるいは不使用と共に用い

ることで、実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがある。

※  当該イラストは特定の商品を指しているものではありません。

消費者庁
食品表示企画課



類型３ 食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示

食品添加物に関する法令において当該食品添加物が使用されることはな

い旨を知らず、当該食品添加物が使用された商品を望んでいない消費者

は、当該商品は不使用表示のない商品よりも優れている商品であると読

み取るおそれがあり、実際のものより優良又は有利であると誤認させるお

それがある。

マヨネーズには、調味料（アミノ酸等）、酸味料
、着色料及び香辛料抽出物以外の添加物は
使用できない。

使用できない（又はされていない）添加物を
、無添加あるいは不使用と表示している。

※  当該イラストは特定の商品を指しているものではありません。

消費者庁
食品表示企画課



類型４ 同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示

消費者が、食品添加物が含まれている食品を回避したいと考えている場合で

、不使用表示の食品添加物と、それと同一機能、類似機能を有する食品添加

物の違いが表示において分からない場合、当該商品は、当該不使用表示の

食品添加物を使用している商品よりも優れている商品であると読み取るおそ

れがあり、実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがある。

日持ち向上効果が期待される
グリシンが使用されている。

※  当該イラストは特定の商品を指しているものではありません。

消費者庁
食品表示企画課



類型５ 同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示

食品の特定の成分のみを抽出したこと等により、当該食品との科学的な同一性が失われていると

考えられるもので代替することは、社会通念上食品であると考えられるもので代替することとは異

なる。しかし、消費者が、食品添加物が含まれている食品を回避したいと考えている場合で、社会

通念上食品であるとは考えられないもので代替されていると認知しない場合、当該商品は、食品添

加物を使用した商品よりも優良又は有利であると誤認させるおそれがある。

不使用表示と共に同一機能、類似機能を有する原材料について明示しない場合、消費者が当該原

材料の機能であると分からず、他の原材料による機能が作用していると読み取るおそれがあり、内

容物を誤認させるおそれがある。

アミノ酸が主成分である
酵母エキスが使用されている。

※  当該イラストは特定の商品を指しているものではありません。

消費者庁
食品表示企画課



類型６ 健康、安全と関連付ける表示

食品添加物は、安全性について評価を受け、人の健康を損なうおそれ

のない場合に限って国において使用を認めていることから、事業者が独

自に健康及び安全について科学的な検証を行い、それらの用語と関連

付けることは困難であり、実際のものより優良又は有利であると誤認さ

せるおそれがある。また、内容物を誤認させるおそれがある。

※  当該イラストは特定の商品を指しているものではありません。

消費者庁
食品表示企画課



類型７ 健康、安全以外と関連付ける表示

おいしい理由として食品添加物の不使用表示をする際に、おい

しい理由と 食品添加物を使用していないこととの因果関係を説

明できない場合には、実際のものより優良又は有利であると誤

認させるおそれがある。

「保存料不使用なので、お早めにお召し上がりください」と「開封

後」に言及せずに表示することで、期限表示よりも早く喫食しな

ければならないという印象を与えた場合には、食品表示基準第

３条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾するおそれがあ

る。

商品が変色する可能性の理由として着色料不使用を表示する

際に、変色と着色料の用途との関係について説明ができない場

合には、内容物を誤認させるおそれがある。

※  当該イラストは特定の商品を指しているものではありません。

消費者庁
食品表示企画課



類型８ 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示

当該食品添加物が使用された商品を望んでいない。

消費者は、同種の製品 で一般的に食品添加物が

使用されることがないため食品添加物の使用を予期

していない状況においては特に、当該商品は不使用

の表示がない商品よりも優れている商品であると読

み取るおそれがあり、実際のものより優良又は有利

であると誤認させるおそれがある。

※  当該イラストは特定の商品を指しているものではありません。

消費者庁
食品表示企画課



類型９
加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている（又は
使用されていないことが確認できない）食品への表示

食品添加物の表示については、当該食品の原材料の製造又は加工の過程まで

確認を行うことが必要であり、一括表示外であっても、確認結果に基づいた表示

を行わない場合、内容物を誤認させるおそれがある。

原材料に使用された食品添加物
について確認ができていない。 20

※  当該イラストは特定の商品を指しているものではありません。

消費者庁
食品表示企画課



類型10 過度に強調された表示

表示が事実であれば直ちに表示禁止事項に該当する

おそれがあるとはいえないが、容器包装のあらゆる場

所に過度に強調して不使用表示を行うことや、一括表

示欄における表示と比較して過度に強調されたフォント

、大きさ、色、用語などを用いることが、消費者が一括

表示を見る妨げとなり、表示上の特定の食品添加物だ

けでなく、その他の食品添加物を全く使用していないと

いう印象を与える場合、内容物を誤認させるおそれが

ある。

他の類型項目と組み合わさった際、他の類型項目に

よる誤認を助長させるおそれがある。

21
※  当該イラストは特定の商品を指しているものではありません。

消費者庁
食品表示企画課



義務表示事項

しょうゆ加工品との違い

114



名称
• しょうゆ加工品

その内容を表す一般的な名称を記載
例） つゆ

しょうゆ加工品
ぽん酢しょうゆ
焼肉のたれ

• しょうゆ
品種＋（製造方式）を記載
例） こいくちしょうゆ（本醸造）
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原材料名

• しょうゆ加工品

例） 原材料名： しょうゆ（大豆・小麦を

含む）、発酵調味料（米、米麹、その

他）、砂糖、・・・

複合原材料

二種類以上の原材料からなる原材料

• しょうゆ

例） 原材料名： 大豆、小麦、食塩、・・・
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複合原材料の表示方法

① 複合原材料の名称の次に括弧を付して、その
原材料の全てを重量順に表示する。

例）原材料名：しょうゆ（大豆・小麦を含む） 、みりん、

発酵調味料（米、米こうじ、食塩、ぶどう糖果糖

液糖、たんぱく加水分解物）、砂糖、・・・

② 上記のうち、上位3位以内かつ複合原材料に占
める割合が5％未満を「その他」と表示できる。

例）原材料名：しょうゆ（大豆・小麦を含む） 、みりん、

発酵調味料（米、米こうじ、その他）、砂糖、・・・
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複合原材料の表示方法

③ 複合原材料の製品に占める割合が5％未満で
ある場合は括弧を省略できる。

例）原材料名：しょうゆ（大豆・小麦を含む） 、みりん、

発酵調味料、砂糖、・・・

④ 複合原材料の名称から原材料が明らかである
場合は括弧を省略できる。

例）原材料名：しょうゆ（大豆・小麦を含む） 、みりん、

米発酵調味料、砂糖、・・・
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原料原産地表示

• しょうゆ加工品

例）原材料名：しょうゆ（大豆・小麦を含む）

（国内製造）、砂糖、・・・

• しょうゆ

例）原材料名：大豆（国内産）、小麦、食塩
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アレルギー表示

• しょうゆ加工品

例） 原材料名： しょうゆ（大豆・小麦を含む）

、砂糖、・・・

• しょうゆ

例） 原材料名： 大豆、小麦、食塩、・・・

120



添加物

使用基準に注意

121

しょうゆ加工品 しょうゆ
安息香酸Na ✕ ○
パラオキシ安息香酸 ✕ ○

ソルビン酸
○

つゆ・たれに限る
✕

甘味料 サッカリンNa ✕ ○

保存料



内容量

• しょうゆ加工品

つゆ、たれ

体積、重量どちらでもよい

（特定商品）

• しょうゆ

体積で表示する

（特定商品）
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賞味期限

製造者自らが、科学的、合理的根拠に
基づいて行うもの

• しょうゆ加工品

めん類等用つゆの日付表示に関する

ガイドライン

• しょうゆ

しょうゆの日付表示に関するガイドラ

イン
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